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―
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U 早稲田キャンパスD棟（仮称）起工式
旧3号館の面影を再現

UNIVERSITY

9月5日、早 稲 田キャンパスD棟（仮

なっています。旧3号 館南側部の再現

クセイなどの既存樹木の再移植など、

称）新築工事の起工式が行われまし

が含まれた外装だけでなく、既存建物

懐かしい情景を残し将来へつなげて

た。同棟は、主に政治経済学部の教室

の塩 焼瓦の再利用、イチョウ・キンモ

いく予定です。

棟として使 用されていた、旧3号 館跡
地に建設されます。
地下1階、地 上4階 建の旧3号 館は、
1933年の竣工から77年の間に増築を
繰り返し、数多くの大学関係者らの思
い出深い場となっていました。新たに
建設されるD棟（仮称）はその立地の
面からも、大隈記念講堂と大隈銅像を
結ぶキャンパス内の歴史継承ゾーンと
の景観的な連続性を考慮した設計と

D棟（右手前から2棟目）
完成後のキャンパスイメージ

鍬入れする鎌田総長

U 2012年度9月入学式・卒業式を挙行
ドナルド・キーン氏に芸術功労者表彰

UNIVERSITY

9月15日に行われた9月卒業式では、

と人類の幸福のために思う存分力を発

一人者として、
日本文学を海外に広く正

博士学位117名、学士・修士・専門職学

揮してくださることによって、
このVision

確に伝播した長年の偉業と本学演劇

位1,206名の計1,323名が新たな一歩を

の実現に向けた歩みが着実に前進し、

博物館の振興などへの多大なご貢献を

踏み出しました。

やがて世界の平和と人類の幸福が実現

称え、
本学名誉博士のドナルド・キーン

するものと、
大いに期待しています」と、

氏に芸術功労者が贈られました。

激励の言葉がかけられました。

※芸術功労者：長年芸術の振興に特に顕著な
功績のあった校友を表彰するものとして、創
立百周年を記念して制定されたものです。

鎌 田 薫 総 長 から「早 稲田大 学は、
いま、創立150周年を迎える20年 後の
2032年に本学がどのような姿であるべ

また、
9月22日に行われた9月入学式

きかを見据えた中長期計画『Waseda

では、
学部・大学院生763名が新たに本

Vision 150』の策定を進めています。本

学で学ぶ仲間に加わりました。鎌田総

学を巣立っていく皆さんが、
建学の精神

長からは新入生への祝辞が述べられ、

をしっかりと胸に抱き、
グローバルリー

新入生の新たな門出を祝いました。

ダーとして、
失敗を恐れずに世界の平和

式典では、
日本文学と文化研究の第

ドナルド・キーン氏と鎌田総長

卒業式の様子
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U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

U 学術院長・箇所長が決定
新体制で2012年度後期がスタート

UNIVERSITY

9月21日付で、
学術院長・箇所長が下記のとおり決まりましたのでお知らせします。
※ 任期は2012年9月21日〜 2014年9月20日。
（1）は2013年3月31日、
（2）は2014年3月31日まで。
※（新）は新任、
（再）は再任。

役職名
政治経済学術院長

氏名

役職名

正志

政治経済学部長

（再）佐藤

正志

大学院政治学研究科長

（再）田中

孝彦

大学院経済学研究科長

（再）須賀

晃一

大学院公共経営研究科長

（新）田中

孝彦

人間科学部長

（再）谷川

章雄

現代政治経済研究所長

（新）小西

秀樹

大学院人間科学研究科長

（新）藤本

浩志

人間総合研究センター所長

（新）藤本

浩志

（新）友添

秀則
秀則

法学学術院長

社会科学総合学術院長

氏名

（再）佐藤

（新）畑

惠子

社会科学部長

（新）畑

惠子

大学院社会科学研究科長

（新）畑

惠子

人間科学学術院長

（再）谷川

章雄

（再）岩志

和一郎

法学部長

（再）岩志

和一郎

大学院法学研究科長

（新）棚村

政行

スポーツ科学部長

（新）友添

大学院法務研究科長

（再）石田

眞

大学院スポーツ科学研究科長

（新）彼末

一之

比較法研究所長

（新）楜澤

能生

スポーツ科学研究センター所長

（新）矢内

利政

法務教育研究センター所長

（再）石田

眞

（再）森田

典正

文学学術院長

スポーツ科学学術院長

国際学術院長

（新）李

成市

国際教養学部長

（再）森田

典正

第一文学部長

（新）李

成市

大学院アジア太平洋研究科長

（新）篠原

初枝

第二文学部長

（新）安藤

文人

日本語教育研究科長

（新）蒲谷

宏

文化構想学部長

（新）安藤

文人

アジア太平洋研究センター所長

（新）篠原

初枝

文学部長

（新）李

大学院文学研究科長

（新）海老澤

総合人文科学研究センター所長

（新）海老澤

成市

高等学院長

（再）山西

廣司

衷

本庄高等学院長

（新）兼築

信行

衷

喜顕

芸術学校長

（再）赤坂

（新）村上

公一

川口芸術学校長（2）

（再）高橋

恭子

教育学部長

（新）村上

公一

図書館長

（再）飯島

昇藏

大学院教育学研究科長

（新）矢口

徹也

坪内博士記念演劇博物館長

（再）竹本

幹夫

大学院教職研究科長

（新）三村

隆男

會津八一記念博物館長

（新）塚原

史

教育総合研究所長

（再）堀

教育・総合科学学術院長

高等研究所長

（再）宮島

英昭

（新）嶋村

和恵

日本語教育研究センター所長

（新）小林

ミナ

商学部長

（新）嶋村

和恵

メディアネットワークセンター所長

（再）松山

泰男

大学院商学研究科長

（新）守口

剛

オープン教育センター所長

（新）瀧澤

武信

大学院ファイナンス研究科長

（新）岸田

雅雄

遠隔教育センター所長

（再）中野

美知子

大学院会計研究科長

（再）佐々木

エクステンションセンター所長

（再）加藤

哲夫

ファイナンス研究センター所長

（新）岸田

雅雄

環境保全センター所長

（新）常田

聡

商学学術院総合研究所長

（新）花井

俊介

大学史資料センター所長

（再）大日方

（再）山川

宏

保健センター所長

（再）堀

商学学術院長

理工学術院長

誠

宏夫

純夫

正士

理工学部長

（再）山川

宏

総合研究機構長

（再）森原

基幹理工学部長

（再）大石

進一

ナノ理工学研究機構長

（再）逢坂

隆
哲彌

創造理工学部長

（再）後藤

春彦

先端科学･健康医療融合研究機構長（2）

（再）浅野

茂隆

先進理工学部長

（再）西出

宏之

IT研究機構長（2）

（再）髙畑

文雄

大学院理工学研究科長

（再）山川

宏

アジア研究機構長

（再）小口

彦太

大学院基幹理工学研究科長

（再）大石

進一

日米研究機構長

（再）吉野

孝

大学院創造理工学研究科長

（再）後藤

春彦

イスラーム地域研究機構長（1）

（再）桜井

啓子

大学院先進理工学研究科長

（再）西出

宏之

日欧研究機構長（2）

（再）岡澤

憲芙

大学院国際情報通信研究科長

（新）佐藤

拓朗

重点領域研究機構長

（再）深澤

良彰

大学院情報生産システム研究科長

（再）植田

敏嗣

グリーン･コンピューティング･システム研究機構長 （再）松島

裕一

大学院環境・エネルギー研究科長

（再）大聖

泰弘

平山郁夫記念ボランティアセンター所長

（再）紙屋

敦之

理工学術院総合研究所長

（再）中川

義英

競技スポーツセンター所長

（再）川口

浩

国際情報通信研究センター所長

（新）佐藤

拓朗

留学センター所長

（新）飯野

公一

情報生産システム研究センター所長

（再）植田

敏嗣

研究戦略センター所長

（新）棟近

雅彦

環境総合研究センター所長

（再）大聖

泰弘

研究院長

（新）谷藤

悦史
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P 竜田邦明栄誉フェロー 米国化学会賞2013受賞
天然物に関する全合成などの分野で挙げた業績を評価

PRIZE

本学名誉教授の竜田邦明栄誉フェ
※

日本人研究者の受賞は5人目で、
同賞の

ロー が、天然物に関する全合成など

過去の受賞者の中には、のちにノーベ

で卓越した業績を挙げたとして、2013

ル賞を受賞した方が複数います。

年米国化学会賞アーネスト・ガンサー
賞を受賞することが決定しました。
米国化学会は会員数16万人を超える
世界最大の学会であり、同賞は最も権

竜田栄誉フェローは「これまで苦楽
を共にした学生を含む共同研究者の
努力の賜物であり、彼らに感謝します」
と喜びのコメントを寄せました。

※栄 誉フェロー：学界を先進する卓越した研
究業績を挙げ、社
会 的 に 極 めて 高
い 評 価を受けて
退 職した 本 学 の
専任教職員に「栄
誉フェロー」の終
身称号を贈呈して
います。

威ある学会賞の一つといわれています。

R 「研究の早稲田」から着実な成果を発信

RESEARCH
&
EDUCATION

科学・技術による社会貢献を

がん抑制タンパク質複合体の機能を
世界で初めて解明

理工学術院の胡桃坂仁志教授、
大学

物であり、
人間の体内ではがんを抑制す

院先進理工学研究科学生の佐藤浩一

る役割を果たしていることが分かってい

さん、
京都大学放射線生物研究センター

ましたが、
そのメカニズムは明らかになっ

高田穣教授、
同石合正道准教授、
大阪大

ておらず、
重要な研究対象として世界中

学生命機能研究科木 村宏准教授らの

でその機能が注目されていました。

グループが、
がん抑制タンパク質複合体
「FANCI-FANCD2複合体」の機能を世

今回の成果は世界で初めて、
このがん
抑制タンパク質複合体の機能を解明し

界で初めて解明することに成功しました。

たものであり、
遺伝病や発がんの原因解

「FANCI-FANCD2複合体」は高発が

明に重要な一歩となると期待されてい

んを伴う重篤な遺伝病の原因遺伝子産

ます。

で一刻を争う場合もある気管挿管が

訓練の質を大

適切に行われたかを客観的に評価・確

きく向上させる

認できる「気道管理シミュレータ」を開

可能 性を秘め

発し、実用化に成功しました。

ています。

研究成果を発表する胡桃坂教授

ロボティック気道管理シミュレータを
実用化
理工学術院の高西淳夫研究室と株
式会社京都科学が共同で、開口障害や

医療手技を計量的に評価・確認でき

小顎症、頸部硬直などのさまざまな症

るシミュレータは世界でも高西研と京

例を再現でき、また救急救命医療など

都科学のみが開発しており、医療手技

先進グリッド技術研究所
「インフライフ・フォーラム」設置

4

宅のあり方について、
企業の参画を得て

中、
インフライフ・フォーラムでは、
住宅、

研究を進める「インフライフ・フォーラム」

電機･通信、
エネルギーインフラに関係

を設置しました。

する企業と協働し、
国の政策や企業の

林泰弘理工学術院教授が所長を務

本格的な高齢社会を迎え、
通信技術

技術開発動向を基に将来の都市型ライ

める先進グリッド技術研究所では、
この

の進展や再生可能エネルギーの導入

フスタイルを俯瞰し、
暮らしの基盤とな

たび最先端の通信インフラ、
エネルギー

拡大、
電気自動車等の普及などを背景

る街や住宅のあり方を検討します。さら

インフラ、
次世代型モビリティが融合し

に、
暮らしのスマート化がますます進展

に検討結果を社会に広く情報発信し、

た都市型ライフスタイルと基盤となる住

していくものと考えられます。このような

よりよい社会の構築を支援します。

U 大学全般

文部科学省
「国家課題対応型研究開発推進事業
（原子力基礎基盤戦略イニシアチブ）
」
に2課題が採択
文部科学省が公募した標記事業に、

文部科学省事業名

P 受賞

R 研究・教育

提案課題

A 学内活動

研究代表者

原子力プラントの安全性向上に係る
基礎基盤研究

原子炉容器下部ヘッドの
溶融物挙動の機構論的研究

岡 芳明
理工学術院教授

原子力と社会の関わりに係る
人文・社会科学的研究

原子力産業への社会的規制と
リスク・ガバナンスに関する研究

松岡俊二
国際学術院教授

本学から2件の提案課題が採択されま

業の目的である、
福島第一原子力発電所

向上に関する基盤技術の強化・充実に

した。今後、
岡、
松岡両教授のもと、
同事

の事故を踏まえた原子力施設の安全性

資する研究開発が進められます。

ベーションを生み出す創造的な新技術

した。
「CREST」の13研究領域には751

を創出することを目的とした科学技術

件の応募があり、
そのうち採択されたの

振興機構（JST）の平成24年度「戦略

は70件となっています。

社会・経済の変革につながるイノベー

的創造研究推進事業」
（CREST）に、

ションを誘起するシステムの一環として、

早稲田大学から理工学術院の内田健

詳しい研究課題概要はこちら▶
http://www.waseda.jp/jp/

news12/120830_crest.html

平成24年度科学技術振興機構
「CREST」に採択

日本が直面する重要な課題の達成に向

康教授、
林泰弘教授、
中井浩教授、
竹山

けた基礎研究を推進し、
科学技術イノ

春子教授の4名の研究課題が選ばれま

R RTフロンティアがリニューアルオープン

RESEARCH
&
EDUCATION

人間と生活に密着したロボット技術を体験

世界最高水準のロボット技術を身近

覚障碍者向けのナビゲーションシステム

地域と共に考えていく場にしたいと思っ

に体験してもらおうと、
本学が研究開発

など、
医療・福祉に関連するロボットなど

ています」と挨拶しました。

したロボット技術に直接触れることが

を置き、
地域の方々の協力を得ながら人

できる「RT（Robot Technology）フロ

間と生活に密着した自立支援ロボット

ンティア」
が、
8月に早稲田キャンパス近く

の研究開発を進めます。

に移転、
リニューアルオープンしました。

オープニングセレモニーでは、
副総長

新しい「RTフロンティア」は、
“人とRTの

の橋本周司理工学 術院教授が「これ

共生”を目標の一つとして掲げ、
一般の

からどうやってロボット研究を実用化

方が実際にロボットを使用できる場所

し、
社会に根付かせるのか。そして早稲

を提供。歩行リハビリ支援ロボットや視

田が今何を考えているのかということを

オープニングセレモニーの様子
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R 北京大学と修士レベルの

RESEARCH
&
EDUCATION

「環境・持続可能発展学」分野で

ダブルディグリー・プログラムを開始

北 京大学と本 学とのダブルディグ

この9月から、
地球規模の諸課題の解決

リー・プログラムは、
2005年度から学部

に取り組む指導的人材を共同で育成す

生を対象に行われてきましたが、
このた

ることを目的として、
本学の大学院環境・

び新たに「環境・持続可能発展学」分

エネルギー研究科と北京大学環境理工

野における大学院修士課程のプログラ

学院との間で学生の派遣および受け入

ムが開始されました。
2008年に両校間

れをスタートしたものです。

左から紙屋雄史教務主任、
北京大学第一期生2名、
吉田徳久指導教授

で「環境・持続可能発展学」分野にお

同プログラムに参加する学生は、
それ

した上で学位論文を提出し、
合格した

ける共同大学院の設立に関する基本合

ぞれの大学への一年間の留学を通じ、

場合には本学と北京大学の両方の学

意書に調印。その後の準備期間を経て

両大学が定める所定の修了要件を満た

位を取得することができます。

R さらなる教育・研究の向上をめざして

RESEARCH
&
EDUCATION

文部科学省事業に本学プログラムが採択

認定や成績管理等の質の保証を図りな

ルドアップ協働教育プログラム」
「
、日本

がら、日本人学生の海外留学と外国人

語教育学」総合学習プログラムを通じ

学生の戦略的受入を行う東南アジア諸

た重層的・循環的人材育成事業の2つ

国連合（ASEAN）の大学などとの大学

のプログラムを行う予定です。

同事業において、本学プログラムが2

間交流の形成を行う事業に対して重点

件採択されました。当事業は、
世界に雄

的に財政支援することを目的としてい

飛する日本として誇れる人材の育成を

ます。本学では「地球資源工学グロー

詳しくはWebサイト▶
http://www.mext.go.jp/b_menu/

houdou/24/09/1326071.htm

目指し、国際的な枠組みで単位の相互

バル人材養成のための学部・大学院ビ

「大学の世界展開力強化事業
〜 ASEAN諸国等との
大学間交流形成支援〜」

し活躍できる人材の育成を図るべく、

Regional・National・Local”のどの 場

大学教育のグローバル化を目的とした

においても課題解決に貢献する人材を

体制整備を推進する事業に対して重

育成していく予定です。

同事業に本学プログラムが採択され

点的に財政支援することを目的として

ました。当事業は、若い世代の「内向き

おり、本学を含め11大学がタイプA（全

志向」を克服し、国際的な産業競争力

学推進型）に採択されています。本学

詳しくはWebサイト▶
http://www.waseda.jp/jp/

news12/120925_Global.html

の向上や国と国の絆の強化の基盤とし

では入試制度改革や海外留学をはじ

て、グローバルな舞台に積極的に挑戦

めとする国際教育等を通して“Global・

「グローバル人材育成推進事業・
タイプA（全学推進型）
」

度から開始され、優秀な学生を俯瞰力

された学位プログラムを構築・展開す

と独創力を備え広く産学官にわたりグ

るものです。大学院教育の抜本的改革

ローバルに活躍する リーダーへと導く

を支援し、最高学府に相応しい大学院

同事業に、本学の大学院先進理工

ため、国内外の第一級の教員・学生を

の形成を推進することを目的としてい

学 研究 科を中心とするプログラムが

結集し、産・学・官の参画を得つつ、専

ます。

「複合領域型（横断的 テーマ）」として

門分野の枠を越えて、博士課程前期・

採択されました。同プログラムは昨年

後期一貫した世界に通用する質の保証

詳しくはWebサイト▶
http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/

「博士課程教育
リーディングプログラム」
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R 交通事故反復者に有効なソフトウエア「Hazard Touch」

RESEARCH
&
EDUCATION

事故予防に期待

島崎敢助教が研究リーダーを務める

この「Hazard Touch」を使用した被

人間科学学術院の研究グループは、
タ

験者は、
衝突対象を時間的・順番的にも

ブレット型端末（iPad©）を用いた運転

早く発見できることが実証されており、

手向けの交通事故予防に有効なソフト

実路上での発見率の向上により交通事

ウエア「Hazard Touch」を開 発、
App

故の予防が期待されます。

Store©にて無料で頒布します。
終了後に注意のポイントを表示します

U スマホ向け公式アプリ「WASEDA Mobile」導入
キャンパスが手のひらに

UNIVERSITY

本 学 遠 隔 教 育 センターで は8月、

カレンダーをお知らせするスケジュール

Blackboard社が大学用広報ツールとし

機能のほか、
大学の緊急連絡先へのア

て展開するスマートフォン用アプリケー

クセスを提供するなどキャンパスライフ

ション Blackboard Mobile Centralを

に欠かせない機能を満載。また、
本学の

「WASEDA Mobile」
として導入しました。

模擬講義が視聴できるiTunes Uや「大

「WASEDA Mobile」は、大 学 か ら

学体験Webサイト、
学生向け広報紙「早

の公 式情報 配信をはじめ、本 学の主

稲田ウィークリー」
、
図書館などのWebサ

要施設や設備が検索できるキャンパス

イトを閲覧することもできるなど、在学

マップ、キャンパスツアー動画、大学公

生はもちろんのこと、
受験生、
保護者、
校

式ニュースとスポーツ関連ニュースの配

友、
教職員、
そしてすべての早稲田ファン

信、
大学の公式イベントや大学暦・授業

必携のツールです。

U グローバル5大学連携協定締結

国際教養大学・国際基督教大学・上智大学・立命館アジア太平洋大学・本学

UNIVERSITY

8月26日、
国際教養大学・国際基督教
大学・上智大学・立命館アジア太平洋大
学の4大学と本学は連携協定を締結し、
日本の高等教育のグローバル化を一層
推進するために、
グローバル人材育成に
関する教育方法や学生支援体制に関
する情報共有、
共同教育やファカルティ
・

相互に協力連携を
図っていきます

ディベロップメント、
スタッフ・ディベロッ
プメントの共同運用などを目指し、
相互

なったため、
5大学協定として締結する

学の中嶋学長が「5大学の実績を日本

に協力連携を図ることとなりました。

ものです。この5大学は、
それぞれが国

全体の高等教育モデルにしていきたい」

同協定は、
2010年4月に締結した、国

際的人材育成に関して長年の経験と高

と述べたように、
今後この5大学が共に

際教養大学・国際基督教大学・立命館

い実績評価を受けている、
名実ともにわ

強い協力関係を持って、
教育環境の整

アジア太平洋大学・本学の4大学協定

が国の教育の国際化をリードする大学・

備や教育の質の向上を推進することが

に、
今回新たに上智大学が加わることと

学部です。
5大学を代表して国際教養大

期待されます。
7
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A ロンドンオリンピック・パラリンピックで本学の学生・校友が活躍
現役女子学生初のメダルも

ACTIVITY

ダーを務めた鈴木 孝 幸選手（2009年

2012ロンドンオリンピック・パラリン

季オリンピックを通じて初めてのことで

ピックに、
本学学生・教職員・校友から、

す。校友の藤井拓郎選手（2008年スポ

教育卒）は、水泳・男子150m個人メド

選手16名と役員・スタッフ15名が参加し

科卒）は、競泳4×100mメドレーリレー

レー SM4、水泳・男子50m平泳ぎSB3

ました。

で日本チームのアンカーとして銀メダル

の2種目で銅メダルを獲得しました。鈴

オリンピックでは、
星奈津美選手（ス

を獲得しました。藤井選手のメダル獲

木選手のメダル獲得はアテネ大会、北

ポ科4年）が競泳・バタフライ200mで銅

得は北京オリンピックに続いて2大会連

京大会に続いて3大会連続で、
計5つの

メダルに輝きました。本学の現役女子

続です。

メダルを獲得しました。

学生がメダルを獲得したのは、
夏季・冬

また、
パラリンピック・水泳チームリー

皆様ご声援ありがとうございました。

A 野田佳彦総理、大隈講堂で講演
1,100名の学生たちを前に“すべて”を語る

ACTIVITY

して、少子高齢化が進む中で年金、介

野田総理。日本の科学技術振興のあり

昨年9月、本学出身7人目の首相となっ

護保険、健康保険などのさまざまな制

方や外交政策、国民の政治不信に対し

た野田佳彦内閣総理大臣が7月22日、

度の課題を挙げて「決めるべき時に

てどのように応えるかなどについて語

決める政治を果敢にやり遂げる」とし、

り、
「これからの日本人に期待するもの」

1980年に政治 経済 学部を卒業し、

「野田総理、すべてを語る」と題して大
隈記念講堂で講演。集まった約1,100

「失敗の最大の要因は自分があきらめ

という質問では「希望は自ら切り開くも

名の学生を前に、政治の世界に入るま

る時。
自らあきらめない限り失敗はあり

の。在野精神の早稲田に期待したい。

での生い立ちや学生時代の志、自らの

ません。粘り強い心を持って、一つひと

ツルハシを担いで道を切り開いていく

政治理念などについて語りました。

つ課題を乗り越えていきたい」と力強く

という早稲田スピリッツを出してほし

述べました。

い」と、若い学生たちの活躍に期待を

現在の政治課題については「社会
保障と税の一体改革」を主なテーマと

8

講演後は6名の学生の質疑に応えた

込めました。
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A 学内活動

A 初めての「理工ガールズイベント」を開催
女子学生にも優しい、理工の魅力を知って

ACTIVITY

女子学生が安心して学べる環境や、

自らの理系女子学生時代や現在の教員

“早稲田の理工”の魅力を伝え、
学生生

としての視点を交え「女性にとってライフ

活などについての疑問に応える「理工

イベントとの両立は、
人生の一つのターニ

ガールズイベント」が、
西早稲田キャンパ

ングポイントになる可能性があります。両

スにて8月28日に開催されました。同イベ

立で苦労することは山ほどありますが、

ントは、
理工系の進学を目指す女子高校

それを越えた幸せがあるので続けるこ

生・保護者に対象を絞った初のイベント

とができています」と自身の経験を語り、

で、
約70名が参加しました。

未来の“理工ガールズ”
を激励しました。

基幹理工、
創造理工、
先進理工の3学

また講演後には、
理工現役女子学生

部の説明後には、
女性研究者として所千

によるキャンパスツアーや懇談会なども

晴准教授（創造理工学部環境資源工

行われ、
半日に及んだ盛りだくさんのイベ

学科）が「女性と研究」をテーマに講演。

ントが終了しました。

所准教授の講演

懇談会では活発な意見交換が行われました

A WAVOCが新たな東日本復興ボランティア企画を実施
ビジネスや国政の場で活躍する日本復興へのキーパーソンから学ぶ

ACTIVITY

平山郁夫記念ボランティアセンター
（WAVOC）は、
「東日本大震災復興支
援プロジェクト」の一環として、学生自
らの学びを深めることを目的に、事前
学生たちと対話する
細野豪志環境大臣
（当時）

講演会と現地での活動・対話を一体と
したボランティア企画を実施。
6月21日には「経済同友会の震災復

講演する長谷川閑史氏

興への取り組みと日本再生に向けた若

本”という視点を持ち続ける長谷川さ

17年前の阪神・淡路大震災のとき、大

者への期待」をテーマに長谷川閑史氏

んの信念が伝わってきた」などの感想

学卒業最後の2カ月をボランティアの

が寄せられています。

コーディネーターとして活動した体験

（経済同友会代表幹事、武田薬品工業
株 式会社代表取 締役社長、1970年政

続いて6月30日には、細野豪志環境

を語り、
「それぞれの生活の中で、継続

経卒）より、経済同友会や武田薬品工

大臣（当時）と学生たちが気仙沼市大

して震災復興に関わってほしい」との

業での取り組みについてお話しいただ

谷海岸の清掃活動と震災復興などに

メッセージを学生たちに贈りました。

きました。学生からは「“世界の中の日

関する対話を行いました。細野大臣は

■大学院経済学研究科における「経済ジャーナリズム・コース」新設について
2013年４月、
経済学研究科に経済ジャーナリズム・コースが開設されることとなりました。政治学研究科ジャーナリズム・コースと連
携し、
経済学の理論と実証を踏まえたうえで現実経済に強い関心を持って発言する、
経済学コミュニケーター（エコノミスト、
ジャーナリ
スト）の育成を目指す経済メディアの現状に飽き足らない人々の応募が期待されます。

前号発送に
関するお詫び

「CAMPUS NOW」盛夏号（2012年7月発行）の発送において、古い住所にお送りするというミスがありました。転居された方で新住所を大学
に届け出たにもかかわらず、旧住所から転送されている場合は、大変申し訳ありません。まだ盛夏号がお手元に届いていない方がいらっしゃ
いましたら、誠にお手数ですが下記連絡先までお知らせください。
広報課 TEL：03-3202-5454 E-mail：koho@list.waseda.jp
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Interview

大学とスポーツの新たなモデルを構築
早稲田大学が日本のスポーツにどのように貢献してきたのか、また今後の展開についてお話をお聞きしました。

理事（スポーツ振興・競技スポーツ担当）

宮内孝知 スポーツ科学学術院教授
みやうち・たかのり
スポーツ科学学術院教授。
1978年教育学部専任
講師、
1982年助教授、
1987年人間科学部助教授、
1991年教授、
2003年スポーツ科学部教授。競技
スポーツセンター所長など歴任。

日本の近代スポーツを牽引した
早稲田のスポーツ

競技の入賞者、高石勝男氏の活躍を讃えて

——早稲田大学が日本のスポーツ界に貢献

オリンピック金メダリストである織田幹雄氏

してきた歴史について教えてください。

の生誕100周年を記念して命名されたもの

建てられたものです。また、所沢キャンパス
の織田幹雄記念陸上競技場は、
日本人初の

日本の近代スポーツの歴史は、早稲田の

です。ちなみに、
国立霞ヶ丘陸上競技場のメ

スポーツの歴史に重なるといっても過言で

インポールの高さは、織田氏の三段跳優勝

はないほど、日本のスポーツにとって大きな

記録の15m21cmの高さで通称織田ポール

役割を果たしてきました。早稲田大学の創

と呼ばれています。そして、
現存しませんが、

立は1882（明治15）年ですが、その翌年に

現在中央図書館がある場所には、日本にお

は大隈重信が学生の健康を目的に初めて

ける野球の発展に貢献した安部磯雄初代

の運動会を開催しています。野球部は、
1901

野球部長の名前をつけた安部球場があり

年に設立され、
1905年の日露戦争中に、日

ました。現在は胸像と石碑が残されていま

本のスポーツチームとしては初めての海外

す。このように、日本スポーツ界のエポック

遠征を行い、
米国で学んだ野球技術や練習

メイキングな出来事には、早稲田の選手・関

法を持ち帰り、その後の球界の発展に大き

係者が名を残してきました。

く貢献しました。

スポーツの教育・研究においても、
早稲田

大学内には、日本のスポーツ界に貢献し

は先駆けで、スポーツ科学部（設立当時は

てきた卒業生の名前が冠になっている施設

人間科学部スポーツ科学科）は、
スポーツと

がいくつかあります。戸山キャンパスの高石

いう名を掲げた日本初の学科です。
「体育」

記念プールは、日本人初のオリンピック水泳

ではなく、
「スポーツ」というところにこだわり

Special Report

早稲田とスポーツ
― ス ポ ー ツ を 通 じ た 社 会 と の 連

携

―

選手の育成をはじめ、スポーツに関する研究など大学教育の一環としてスポーツの可能性を追求してきた早稲田大学。
2012年ロンドンオリンピック、パラリンピックでは、早大関係者が多数活躍するとともに、
JOC本部関係者として多くの教員も参加しました。そこで、スポーツをアカデミックな視点からとらえるとともに、
スポーツを通じた大学と社会とのつながりについて探ります。
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地 域 社会に還 元しています。
2000年に所

況で企業のスポーツ支援が縮小傾向にあ

ら、
総合科学としてのスポーツ研究へと範囲

沢に設立された総合型地域スポーツクラ

る中、スポーツを続けたい学生と支援する

を広げました。医科学、社会学、心理学、経

ブ「WASEDA CLUB 2000」は、現在では

企業のマッチングが重要な課題ですが、学

があり、
体育の教材としてのスポーツ研究か

営学などを学際的に学ぶことができ、選手

会員数1,300名、
15種目のクラブに成長しま

内でもスポーツビジネスの先生が仕組み構

だけでなく、
コーチングやスポーツビジネス

した。ワセダクラブ（P.16参照）の上井草で

築に取り組んでいます。

の分野など、選手を側面から支える分野で

の活動もスクール事業を中心に展開されて

活躍できる人材を多く輩出しています。

います。いずれも指導力を発揮できる場で

——今後の展望をお聞かせください。

あり、研究の題材としてもフィードバックを

早稲田大学のイメージを形成する重要な

大学スポーツの3つの役割

受けることができています。経営資源として

要素の一つとして、また、大学スポーツのモ

のスポーツは、大学のイメージを向上するた

デルケースを示すためにも、
今後さらに多面

——大学におけるスポーツの役割とは何で

めにスポーツを利用するということです。学

的な角度からスポーツに力を注いでいくべ

しょうか。
大学におけるスポーツは、教育としてのス
ポーツ、社会貢献としてのスポーツ、経営資

生や校友にとってもユニバーシティアイデン

きです。現在は別組織で行われている教育

ティティーを形成する大切な要素になって

としてのスポーツ、社会貢献としてのスポー

います。

ツ、経営資源としてのスポーツを一元化し、
相乗効果を生み出していくことができれば

源としてのスポーツに分けられます。
教育としてのスポーツは、学生の健康維

——スポーツ選手の学習支援やキャリア支

持や運動欲求を満たすためにオープン教

援について、
早稲田大学ではどのように取り

育センターに体育の授業が設けられている

組んでいますか。

よいと考えています。
これからも早稲田のスポーツを応援して
くださっている皆さんの期待に応えるとと

ほか、課 外活動として約2,400名が所属す

スポーツ科 学部では 大 学 院 生による

もに、長い歴史の中で培ってきたスポーツ

る体育各部があります。社会貢献としての

チューター制を導入し、選手の学習支援を

に関する経験と知を広く役立て、
スポーツ界

スポーツでは、大学が 持っている「知」を

行っています。キャリア支援については、不

の発展に寄与したいと思います。

最近の早稲田スポーツの隆盛
（写真提供：早稲田スポーツ新聞会）
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Interview

人々が活力をもって生きることのできる地域・社会のあり方を追求する

「アクティヴ・ライフを創出するスポーツ科学」
早稲田大学グローバル COE プログラム「アクティヴ・ライフを創出するスポーツ科学」における取り組みを解説いただきます。

2009年、
文部科学省のグローバルCOEプログ

本拠点が掲げる3つのプロジェクトは互いに関連

るスポーツ科学」プログラムは、
スポーツや健康科

しているのです。

学の分野で世界的に活躍できる人材を育成する
日本で唯一の拠点です。

彼末一之

スポーツ科学学術院教授
かのすえ・かずゆき
1977年大阪 大学工学部修士課 程
修了後、1979年医学部助手、1988
年助教授、1994年保健学科教授を
経て、
2003年4月より早稲田大学ス
ポーツ科学部教授。専門はスポーツ
神経科学、スポーツ生理学、システ
ム生理学。現在、グローバルCOEプ
ログラムの拠点リーダーとしても活
躍中。

http://www.sport-sciencesgcoe-waseda.jp/

採択から3年が経ち、
少しずつではありますが、
形になってきています。現在、
所沢市の小学校・教

スポーツ科学というと、
体の動きのメカニズムな

拠点リーダー

コーチ学なども関連してきます。そういう意味で、

ラム※に採択された「アクティヴ・ライフを創出す

育委員会と連携して子どもたちの体力や技能を

ど生体機能的な研究を想像するかもしれません

測定し、
今後どのように教育すべきか研究を進め

が、
実際にはさまざまな領域が複合的に関連して

ています。こうした地域との連携から生まれた成

います。高齢者にスポーツを振興するにはどのよ

果を着実に社会へ発信することが私たちの使命

うな政策やマネジメントが必要かという研究もス

です。また、
中高年層の健康増進や介護予防とし

ポーツ科学の一種です。
子どもの運動なら体育学

ての運動に関しては、
所沢市西地区総合型地域

や教育学も関連します。そこで本拠点では、
子ど

スポーツクラブ（通称：ワセダクラブ2000）や特

もの健全育成、
中高年の健康増進、
トップスポー

定非営利活動法人早稲田健康の杜などの団体を

ツの振興の3本柱を軸に、
アナリシス&アセスメン

窓口として研究・開発しています。中高年の健康

ト、
ビジネス&マネジメント、
コーチング&クリニック

は長年のライフスタイルの集約のため、
さらに枠を

の各領域横断的な研究・教育を行っています（図

広げた長期的研究を行う予定です。幸いにも、
早

参照）
。スポーツ科学あるいは健康科学の英知を

稲田大学は卒業生が多く、
しかも優秀なトップア

結集し、
さまざまな年齢層の人々が健全で健康的

スリートも輩出していますので。

に日々を過ごす社会の形成を目指しています。

世界のスポーツ科学に優れた8大学と協定を結

現代社会には、
子どもがきちんと走れないとい

び、
人的な交流や共同研究を始めました。今後は、

う身体的な問題やいじめなどの精神的な問題、
中

本拠点をスポーツ科学の定常的な研究所と定め、

高年のメタボリック症候群、
高齢者の要介護など

活動内容を国際的規模に発展させたいと思って

さまざまな問題があり、
スポーツが解決の良い手

います。そして本拠点から世界で活躍する優秀な

段になることが分かっています。その解決の糸口

人材を輩出することで、
現代社会のさまざまな問

となるのがトップアスリートです。彼らを育てるに

題を解決する方法論や制度を提案し、
実践してい

は、
科学的な知見と充実した環境が必要です。例

くことが社会への貢献となると信じています。

えば多くの人がトップアスリート
と一般人の筋肉は違うと思って
いるでしょう。しかしスポーツ神

領域を越えた3つの戦略的
人材育成プロジェクト

経科学で考えると、野球やバス
ケットボールなどのスポーツには
筋肉ではなく運動神経、
つまり脳
※グローバルCOE

（Center of Excellence）
プログラム
2002（平成14）年に文部科学省が
始めた補助金事業。日本の大学院
の教育研究機能の充実・強化を図
り、世界で活躍できる人材を育成す
るため、教育研究拠点の形成を支援
し、国際的な競争力のある大学づく
りを推進することを目的としている。
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が関係します。そこで、
なぜ優秀
な選手は脳での状況判断や身
体を動かすための情報伝達が
早いのかを研究しています。とは
言え、この謎が解明されたから
といってすぐに優秀な選手を育
てられるわけではなく、
教育学や

スポーツ科学
アナリシス&
アセスメント領域

ビジネス&
マネジメント領域

コーチング&
クリニック領域

生理学、生化学、
工学、心理学など

社会学、経済学、
経営学、法学など

教育学、コーチ学、
臨床医学、栄養学、
看護学など

プロジェクトⅠ

子どもの健全育成

プロジェクトⅡ

中高年の健康増進

プロジェクトⅢ

トップスポーツの振興

スポーツを科学する

Special Report

分野：映像ジャーナリズム

「メディア・リテラシーとスポーツ」

他

「スポーツと法」

スポーツ文化の発展には
自ら解釈し主体的に
発信する力が必要

スポーツ紛争の解決は
法律家にしかできない
スポーツへの貢献

高橋恭子

道垣内正人

政治経済学術院教授

法学学術院教授

私の担当する「映像ジャーナリズム論」
ではメディア・リテラシー

オリンピックの選手選考にもれた選手が不服ありと裁判所

の観点から、
新鮮なテーマの映像を取り上げます。
オリンピックもそ

に提訴しても、
法律を適用して判断できないため訴えは却下さ

のひとつ。
メディアが情報を選別し、
構成するオリンピック映像は、

れてしまいます。そこで第三者である仲裁人が選手とスポーツ

誰一人全体像を見ることはありません。授業ではメディアがどの競

団体双方の主張を聴いた上で、
拘束力のある判断を下せるよ

技を選択し、
誰の視点で、
どう構成しているかを、
言語、
価値観、
産

う、
1994年に日本スポーツ機構が設立され、
私が機構長を務

業としての側面、
オーディエンス（受け手）
の4要素から分析します。

めています。最近では、
仲裁判断により男子2人乗りボートの代

注目選手はタレント化し、
生き様までもがドラマチックに演出さ

表決定が取り消され、
再レースの結果、
仲裁申し立てをした選

れる一方、
伝えられない視座から見ることも重要です。
パラリンピッ
ク北京大会では、
学生と共に市民メディアの記者として、
高性能の

各分野で活躍する早稲田の研究者 名に、
自身の専門分野から見たスポーツについて学術的知見を寄稿いただきました。
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分野：国際私法

早稲田とスポーツ

―スポーツを通じた社会との連携―

手を含むチームが勝利し、
オリンピック出場を果たしました。
国境を越えた法律問題を専門とする私にとって、
国境のない

器具にアクセスできる国とできない国、
障害者スポーツにおけるさ

スポーツ界を律する仕事は適任かもしれません。昨年施行され

まざまな格差などを浮き彫りにし、
発信しました。

たスポーツ基本法は、
スポーツ団体の運営の透明性の確保や、

情報が偏在し、
誰もが発信で

スポーツ紛争の迅速かつ適正な解決に関する規定が盛り込ま

きる現在だからこそ、
自ら解釈し主

れました。選手がスポーツに打ち込める環境整備として、
グッド・

体的に発信する力が必要です。
そ

ガバンナンスの確立や適正手続の保障などは重要です。法律

の力は、
豊かなスポーツ文化の発

家としてできる、
また法律家にしかできないスポーツへの貢献

展に寄与できると信じています。

があると考えています。

分野：美術史・視覚文化論・表象文化論

「スポーツと美術・表象文化」

分野：都市計画、地域計画

「スポーツとまち」

スポーツに対する
個々人の認識を問い直すところに
スポーツ文化形成の鍵がある

スポーツを通し、
さまざまな人が「憩える」場を
つくることが大切

向後恵里子

中川義英

文学学術院助教

理工学術院教授

スポーツと美術や表象文化の取り合わせは一見奇妙に映る

地域づくりでは、
「住む、
働く、
憩う」そして「動く」という人間

でしょう。しかしスポーツは多様な条件と歴史を備えた文化的

の基本的な生活要素を考えます。しかし「憩う」が地域づくりの

営為にほかなりません。人々がスポーツの何に高揚したのかは、

焦点になることは少なかったと言えます。そこで物質的な豊かさ

それぞれの社会で働く集合的イメージとその政治的機能を探

から、
心の豊かさを求める施策も要求されてきています。

る試みとなります。
「美しい身体」が民族的優越感と、
「スピード」

市民のスポーツ、
芸術、
文化活動などは ｢個」の活性化に直

が資本主義的権利と結びつく時、
それぞれの社会では何が起

結しますが、
市民が協力して集団へ展開することで ｢地域｣の

きていたのでしょう。

活性化という公益性のあるものへと継続的に発展させること

問題は、
スポーツが文化的ヘゲモニーをめぐる闘争の場とし

が可能です。しかし「憩う」に焦点をあてた地域づくりの知見は

て理解され行動されること。スポーツ能力がクラスの人気に影

残念ながら限られています。欧州では「スポーツ都市宣言」を定

響し、
「黒人はバスケットボールが上手」といった偏見を持つな

めて都市再生に取り組む地域もありますが、
日本で「憩う」場を

ど、
スポーツには人を区別・差別する力も働きます。それを認識

具現化しようとすると複合的な検討を要します。

せず「観戦」
「凱旋」
「サムライ」といった言葉に心酔し勝敗の

都市は単なる無機的な構造物の集合体ではありません。私

みに関心を寄せると、
フェアプレー精神や性別・国籍・身体的

はスポーツ推進委員を30年近く務め、
継続的なスポーツ機会

条件の多様な人々に開かれたフィールドという、
スポーツの別

の場で日常生活や地域づくりについて意見交換しています。今

の大きな側面は損なわれてしまいます。スポーツ文化形成の鍵

後は、
地域で生活する障がい者から健常者、
幼児から高齢者ま

は、
個々人の認識を問い直す営みの中にもあるでしょう。

で、
多様な形で「憩える」場を増やす必要があると考えています。

Academic view
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スポーツを科学する

Academic view

分野：神経・筋肉生理学

「運動制御・バイオメカニクス」

分野：スポーツ教育学

「スポーツ教育学・スポーツ倫理学」

身体運動の仕組みを
神経制御とバイオメカニクスの
見地から研究

スポーツは人間を創るか
〜スポーツ教育学と
スポーツ倫理学の狭間で〜

鈴木秀次

友添秀則

人間科学学術院教授

スポーツ科学学術院教授

日常生活での身体運動は、
脳からの神経指令と末梢からの神経指令

子どもたちの暴力やいじめが社会問題となっている昨今、
スポーツや身

の協調により起こります。
双方からの指令は脊髄アルファ運動ニューロン

体活動で子どもの人格的危機を回避させようとする機運が高まっていま

と骨格筋の活動を促し、
運動となります。特に中枢神経系の働き（感覚

す。スポーツには喪失と獲得、
競争と共同、
勝利と敗北、
共存と敵対、
苦悩

器からの情報を処理して個体が環境に対応できるような効果器の応答

と幸福、
屈辱と向上など、
人生で経験する多くの葛藤を集約的に提供す

を起こさせる統合機関として働く機能）は、
動きづくりの基礎を成します。

る場があります。さらに、
努力や協力を通して集団的な達成を可能にし、
自

競技力向上を目的に、
例えば陸上100m走や走り幅跳など、
ヒトが速く走
り遠くに跳ぶ「動き」
などを解明しています。
分かったことは、
私たちの体には

己有能観を増す機会を提供してくれるでしょう。
これまで日本では、
スポーツによる人間形成の可能性を問う倫理学的

約600の骨格筋がありますが、
それらをタイミング良く動かすことで、
2009

研究や教授方略（Teaching Strategy）を考案する教育学的研究はあま

年にウサイン・ボルトが達成した男子100mの世界記録9秒58は更新され

り行われてきませんでした。しかし近年、
スポーツによる道徳性や社会性

※
る可能性があるということです（図）
。現在は高齢者が元気で健康になる

の発達を企図する教育の成否は、
指導者の方略や力量に大きく依存す

ような運動、
特に太極拳を研究しています。

ることが研究で明らかになっています。つまり、
スポーツが人間形成に有

図：男子100m記録の変遷

※興味のある方はこちらも参照ください。
①人はいかにして速く走るのか：
100m走の最新サイエンス
『milsil：自然と科学の情報誌5⑷』
（国立科学博物館・2012）
②『
 100メートル走―どこまで速く？ボルトの速さ   
    の秘密』
（日本経済新聞電子版2012/8/5）

分野：スポーツマーケティング

「スポーツとビジネス」

効であるためには、
明示的なカリキュラムが必要
だということなのです。バーチャル化する社会の
中で、
スポーツ教育学やスポーツ倫理学の責任
は一層重くなるでしょう。
指導者の力量が子どもの人格に大きな影響を与える

分野：スポーツ栄養学

「スポーツと栄養」

スポーツが持つ
感情的な訴求効果を活用した
スポーツマーケティングの魅力

“スポーツ食育”の実践は
次世代を担う子どもたちの
生涯の健康づくりの礎となる

原田宗彦

田口素子

スポーツ科学学術院教授
通常のマーケティングとは異なり、
スポーツマーケティングが研究対

スポーツ科学学術院准教授
トップスポーツを支える栄養摂取の基準づくりに関する研究と、
栄養

象とするのは、
合理的に行動する「ホモ・エコノミクス」
（経済人）ではな

サポート体制の整備に奔走してきました。アスリートのための栄養・食事

く、
遊びから得られる心理的満足や経験価値に重きを置く「ホモ・ルー

ガイドライン策定に関するプロジェクト研究に参加するほか、
日本人アス

デンス」です。彼らのベースは、
自由時間に、
自発的に目的を持って行うレ

リートに適した増量法やウエイトコントロール法など、
栄養学的ストラテ

ジャー消費。そこで研究では、
従来の消費者行動理論では捉えきれない

ジー構築のための食事介入研究を実施しています。また、
公認スポーツ栄

「遊び」
「感動」
「興奮」が誘発する、
非合理的な行動の解明が必要です。
例えば熱狂的なファンは、
通常の商品やサービスでは起こりえない強

養士の資格認定制度を立ち上げたことは大きな進歩でした。
スポーツ栄養学を応用できるフィールドは、
トップスポーツに限りませ

烈なブランドロイヤルティを保持しています。自分が死んだらスタジアム

ん。小学生や市民ランナー、
中高年、
介護予防を目指す高齢者など、
すべ

のピッチに灰を撒いてほしいと願うサッカーファンはいても、
毎日通うスー

ての人にとって、
身体活動量に見合う適切な栄養摂取は欠かせないから

パーの床に撒いてほしいという人はいません。スポーツで涙は流しても、

です。特にジュニア選手に対する“スポーツ食育”の実践は、
次世代を担

高価な3D液晶テレビを買って涙を流す消費者もいません。

う子どもたちの生涯の健康づくりの礎となります。心身ともに健康で活

日本では、
有名スポーツ選手をエンドーサー（商品推奨者）として用い

力ある社会の実現のために、
「エビデン

ますが、
興味深い研究テーマです。警察の暴力団排除や少年非行防止

ス・ベースト・スポーツニュートリション」

などのポスターの3分の2はスポーツ選手が用いられています。これはス

を早稲田から発信することが使命と考

ポーツ選手の社会貢献活動であり、
かつスポーツが持つ感情的な訴求

えています。

効果を活用した公共サービスのマーケティングなのです。
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研究とオリンピック

早稲田とスポーツ

―スポーツを通じた社会との連携―

ロンドンオリンピック
選手村の医務室にて
診療

ロンドンのマルチサポートハウス外観

研究者としてロンドンオリンピックに関わった 2 名の先生にお話を伺いました。

の本部ドクターとして参加。医務の責任者として大会組織
委員会からの医学的情報の伝達やドクターとして選手の
サポートに関わりました。平時とは異なる環境下での選手
のコンディション維持は重要なテーマです。健康状態を判
断する指標の一つに、
唾液の成分の測定があります。長
年の研究で、
厳しい練習後や強いストレス下においては、
唾液に含まれる抗体（分泌型免疫グロブリンA）が減少
し、
体調を崩しやすいことが分かっています。これまで分析
には2日間程かかるため、
なかなか現場では応用できませ
んでした。そこで今大会に向けて文部科学省のマルチサ
ポート事業として筑波大学と共同で、
短時間で分析できる
機械を開発し、
実務の場で活用しました。その結果、
判断
材料の一つとして役に立ったと思います。
大会にはアンチ・ドーピングに関する細かなルールが
あります。治療の際、
申告が必要な薬剤があれば書類を提
出し、
許可を得なければなりません。また、
大会中は事前
申告した居場所情報と別の場所にいると違反になる可能
性があります。そういったルールを理解していないことに
より選手がうっかり違反となることのないよう、
選手もサ
ポートスタッフもしっかりとした対応が必要です。私はアン
チ・ドーピングの専門家としても日本代表選手のサポート
をしました。
臨床医学における研究は、
患者や選手など現場にいか
に役立つかという視点が明瞭でなければなりません。
そう
いった意味で、
選手からの感謝の言葉はうれしいですし、
これまでの研究が実践の場で生かされていると感じます。
「チームニッポン」と言うように、
研究も現場もチームで動

自らの経験を伝え、ＩＯＣで活躍できる人材を育てたい

専門知識を生かし、選手のよいコンディションづくりをサポート

アテネ、
北京に続き、
ロンドンオリンピックに日本選手団

分析室

2010年より、
文部科学省の「チームニッポン」マルチサ
ポートプロジェクトのアドバイザリーボード・メンバーとして
オリンピックに関わっています。このプロジェクトでは、
ス
ポーツ医・科学を活用したアスリートの支援やスポーツ用
具・ウェア等の研究開発など、
選手をサポートするためのさ
まざまな取り組みが行われていますが、
最も大きな取り組
みが「マルチサポート・ハウス」
です。
現地で選手のコンディ
ショニングや食事の提供などを行う施設で、
2010年に広
州アジア大会で試験的に導入し、
今回のロンドンオリン
ピックでは、
選手村のゲートから徒歩10分のところに設置
しました。
施設内には、
炭酸水浴施設、
高気圧カプセル、
メディカ
ルケアスペース、
分析ルームなどがあり、
日本人スタッフが
調理する食事が提供され、
家族に面会することもできるた
め、
選手のモチベーションアップとリカバリーに寄与してい
ます。期間中は、
1日平均約150名と多くの選手やサポート
スタッフが利用しました。
日本が過去最多の38個のメダル
を獲得したことからも、
大きな効果があったと言えるので
はないでしょうか。今回の反省点を踏まえ、
ソチオリンピッ
クではさらに選手の力になれるような「マルチサポート・ハ
ウス」に改良していきます。
オリンピックに関わっていると、
「スポーツを通して心身
を向上させ、
さらには文化・国籍などさまざまな差異を超え、
友情、
連帯感、
フェアプレーの精神をもって理解し合うこ
とで、
平和でよりよい世界の実現に貢献する」というオリン
ピズムをよく意識します。スポーツの世界はグローバル化
しており、
選手だけでなく、
マネジメントにおいてもオリンピ
ズムの精神を持った人材が求められています。現在、
IOC

くものです。今後は学問を通じて人材を育成し、
人と人が

には日本人スタッフがいませんが、
早稲田でスポーツマネジ

うまく協力できる体制づくりに取り組みたいと思います。

メントを学んだ卒業生が活躍する日が来ることを願って、
自らの経験を教育にフィードバックしたいと考えています。

日本代表選手団本部役員

赤間高雄
スポーツ科学学術院教授
あかま・たかお
スポーツ科学学 術院教授。ロンドンオリン
ピックでは日本代表選手団本部役員（医務
担当）として活躍。公益財団法人日本オリンピック委員会アン
チ・ドーピング委員会副委員長、公益財団法人日本アンチ・ドー
ピング機構副会長など。専門分野はスポーツ医学、スポーツ免
疫学、アンチ・ドーピング。医学博士。

「ロンドンオリンピック検証チーム」委員

間野義之

スポーツ科学学術院教授
まの・よしゆき
2002年より早 稲 田大 学人 間 科 学 部 助 教
授、スポーツ科学部 助教 授を経て現 職。文
部科学省「チームニッポン」マルチサポートプロジェクトアドバ
イザリーボード・メンバー、日本アスリート会議理事長、日本体
育協会マネジメント資格部会長、日本バスケットボールリーグ理
事、東京都スポーツ振興審議会委員など、スポーツ団体やプロ
リーグの理事、自治体のアドバイザーを多数務める。専門はス
ポーツ政策。博士（スポーツ科学）。
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スポーツを通じて社会とつながる早稲田大学
早稲田大学はスポーツを通じて社会とつながる活動を進めています。中でも代表的な 3 つの事例を紹介します。

早稲田スポーツフェスタ in 東伏見

東伏見キャンパスのスポーツ施設を開放し、地域活性化に貢献
10月8日の体育の日、
本学東伏見キャンパ
スのスポーツ施設を開放し、
「第1回早稲田
スポーツフェスタ in 東伏見」
を開催。大人
から子どもまで楽しめるよう、
展示やスポー
ツ体験等さまざまなプログラムを実施し、
約
3,000名の方にご来場いただきました。
体験コーナーでは、
体育各部の選手・監
督・コーチらの指導のもと、
テニス・サッカー・
ラクロス・ホッケー・バスケットボール・ハンド
ボール・ティーボール・弓道・ウエイトリフティ
ング・ビームライフル・合気道・少林寺拳法
など多様なスポーツ体験を通して、
スポーツ
の面白さを知っていただきました。相撲部は、
名物のちゃんこ鍋を振る舞いました。
さらに、
野球部の歴史や航空部によるグライダー展
示、
出雲駅伝パブリックビューイングなどを
通じて、
早稲田のスポーツを紹介。またスペ

学生のコメント

地域の方へ
感謝を伝える機会
上野巧郎さん
（スポーツ科学部 4年、
スキー部主務、
体育各部実行委員会委員長）

地域の方のコメント

人と街の活性化に
期待
早乙女勇一さん
（商栄会 渉外担当、
ココスポ東伏見会長）

シャルゲストとして、
ロンドン五輪競泳女子バ

今回のイベントでは体験コーナーの企画を中心

私はココスポ東伏見（東伏見エリア周辺の学

に担当し、野球やサッカーなどのメジャースポーツ

校施設等を活用した総合型地域スポーツクラ

タフライ200m銅メダリストの星奈津美さん

はもちろん馬術、アーチェリーや各種武道など、普

ブ）を運営しており、
また地元商店街「東伏見商

（スポ科4年）
や野球評論家の小宮山悟さん

段触れ合う機会が少ないスポーツについても体験

栄会」の渉外担当も務めていますので、
この度

できるよう心掛けました。本イベントを通して、
地域

大学と地域の架け橋となってスポーツフェスタ

（1990年教育卒）
もプログラムに参加し、
地
域の皆さんや学生たちと交流しました。
詳細はこちら▶

http://waseda-sports.jp/festa2012/

住民の方にとってはより早稲田スポーツを知っても

運営に貢献できたことを大変うれしく思っていま

らい、
また普段東伏見で練習している選手をはじめ

す。早稲田の学生さんとはここ東伏見でも非常

体育各部の選手たちにとっては応援していただいて

に親交が深く、
夏祭りの際は学生さんたち100名

いる地域の方へ感謝を伝えられる有意義な機会に

くらいが手伝いに来てくれます。継続的に地域と

なったと思います。今後、
このイベントが秋の恒例行

大学でこのような交流を続けることで、
人や街が

事になることを期待しています。

生き生きと活性化していくことを願っています。

特定非営利活動法人 WASEDA CLUB（通称：ワセダクラブ）のスポーツ普及・振興活動
特定非営利活動法人WASEDA CLUB（通

クール運営」
「成人を対象とした

称：ワセダクラブ）は、
早稲田大学体育各部の

各種スポーツチームの育成・指

OB・OG、
現役が中心となり、
すべての市民を対

導」と、
これらの活動を支援する

象とした各種スポーツの普及・振興事業を行っ

「サポーターズクラブの運営」な

ていくことを目的として活動している団体です。

ど。大学が保有する設備・ノウハ

青少年の健全育成、
市民の健康増進および地

ウなどの資源を外部団体と協働

域コミュニティーの活性化を図り、
広く公益の

しながら、
大学関係者のみならずすべての市民

体験イベントを、
11月には戸田公園でワセダレ

増進に貢献することを目指しています。

に開放し、
スポーツ振興に努めています。活動は

ガッタなど、
誰でも参加できるような地域向け

スクールのみならず、
3月には東伏見でアメフト

のイベントも開催しています。

具体的な活動内容は、
「各種スポーツのス
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早稲田とスポーツ

―スポーツを通じた社会との連携―

本庄市とスポーツ振興に関する連携

地域と連携し、生涯スポーツを普及
2009年より、
本庄市と早稲田大学が連携し、
「市民一人1スポーツ」の理念を実現するスポーツ
振興の取り組みを実施しています。これまでに本

講習会に、
市内の少年期スポーツ団体指導者約

（10月8日実施）をはじめ、
指導者育成講習会や

50名が参加しました。

「川淵三郎CUP2012」
、
ウォーキングの取り組み

2012年度も継続して、
「スポレクフェスタ2012」

学の教員によるスポーツ公開講座

など随時実施しています。

これまでの取り組み

の実施や、
ウオーキング教室などさ

◦スポレクフェスタ（2009年より毎年実施）
◦川淵三郎CUP（2009年より毎年実施）
◦スポーツ公開講座（2009年実施）
◦指導者育成講習会（2010年より毎年実施）
◦ウォーキングの取り組み（2011年より毎年実施）

まざまなイベントを開催。スポーツ
による地域振興にもつながってい
ます。
2011年度は、
なでしこJAPANの
フィジカルコーチも務める広瀬統

2012年度の実施内容はこちら▶

一スポーツ科学学術院准教授によ

http://www.city.honjo.lg.jp/kurasi_info/

る指導者育成講習会「ジュニア期

sports_rec/sports/kawabuchijuku.html

のトレーニングと安全管理」を実
施。座学だけでない実技を交えた

「本庄ウォーキングマップ」

西東京市でのスポーツ教室
野球教室

野球を通じ、地域と親睦を深める
本学東伏見野球場・準硬式野球場にお
いて年に2回（春、
秋）実施される、
早稲田大
学野球教室。前々監督である野村徹氏の発
案により社会貢献の一つとして、
本学競技ス
ポーツセンターと西東京市、
多摩東部少年野

参加した部員の感想

球リーグが共催で行っています。野球部、
準硬

「新鮮でした。参加してくれた子どもたちの中から
将来早稲田で活躍する選手が出てきてくれるとう
れしいです。
」

式野球部の学生たちと地域の皆さんが協力
しながら、
野球を通して親睦を深めています。

テニス教室

トッププレイヤーたちによる本格指導
ワセダクラブの活動の一環として、主に
小・中学校生を対象としたテニススクールを
2005年に西東京市で開校し、
今年で8年目
になります。スクールでは、
本学庭球部監督や
プロ選手、
実業団、
学生のトッププレイヤーが
指導にあたり、
本格的にテニスを始めるための
「基礎技術」
「基本体力」
「スポーツマンシップ」
を習得できるよう指導しています。

参加した部員の感想
「子どもたちには『絶対にあきらめずに頑張ること
の大切さ』を教えています。楽しそうにテニスをす
る子どもたちや、
全国大会を目指して夢に向かっ
て頑張る子どもたちを指導することに、
大きなや
りがいを感じます。
」
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早稲田大学に関係のある方にお話を伺い、
客観的な視点により、
早稲田大学の魅力や課題を浮き彫りにします。

元サッカー日本代表

釜本 邦茂

さん

［プロフィール］
かまもと・くにしげ
日本を代表する元サッカー選手。1944年京都生まれ。1967年本学商学部
卒業。卒業後はヤンマーディーゼル株式会社に入社し、日本代表FWとして
1968年のメキシコオリンピック銅メダルに貢献、大会得点王も獲得した。引
退後は、ガンバ大阪初代監督、日本サッカー協会副会長などを歴任。1995年
に参議院議員に当選。現在は、日本サッカー協会顧問を務めながら、子ども
のためのサッカー教室を開催し、指導者としてサッカー普及のために尽力し
ている。

M essage to the next generation

スポーツ振興を通して
次世代の人材を育てたい
本学在学中には、
天皇杯優勝、
関東リーグ4年連続得点王という実績を残し、
メキシコオリンピックでは日本
の銅メダル獲得に貢献した釜本邦茂さん。現在も、
子どもたちにサッカーの楽しさを伝える啓発活動を続け
ています。大学時代の思い出やサッカー普及活動にかける思いについてお話を伺いました。

学生最強のチームで
サッカー漬けの毎日

考え、
早稲田を選びました。その頃には、

ショートパスでスマートだ」と言われてい

将来どういう形であっても、
生涯サッカー

ましたが、実際は優秀な選手が多く、工

をしていきたいという決意がありました。

藤孝一監督のもとで、
とても内容の濃い

―早稲田大学を選んだ理由は何ですか。
京都出身なので、
関西の大学に行くも
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サッカーをしていたと思います。
―大学時代の思い出をお聞かせください。

大学時代に最も忘れられない試合は、

のだと思っていましたが、私の母校であ

私 が 在 籍していた4年間は、早 稲田

る山城高校の先輩が3人も早稲田に進学

サッカー部の黄金期でした。
4年間で、何

当時、日本サッカーリーグ最高のチーム

して話を聞いていましたし、２年後に控

十回も試合をしましたがほとんど負けて

だと言われていた東洋工業（現マツダ）

えた東京オリンピックに出場するために

いません。当時、世間からは、
「早稲田の

との決勝戦の日、
日本選手権ラグビーの

は、東京の強豪校に入ったほうがいいと

サッカーは勢いだけの百姓一揆、
慶應は

決勝戦もありました。大方はラグビーが

4年生の天皇杯全日本サッカー選手権。

勝つだろうと予想したため、応援団はラ

える―そうしたことを一人でも多くの子ど

―最近の学生は内向き志向だと言われ

グビーのほうに行ってしまいましたが、
結

もに経験してもらいたいですね。

ますが、高校生の頃から海外遠征をされ

果は、サッカーのほうが優勝し、学生時
代の有終の美を飾ることができました。

「一番になりたい」という
気持ちを芽生えさせたい
―子どものためのサッカー教室を続け
ていらっしゃいますが、
どのような思いで

ていた釜本さんから見て、
海外に出ること

大学スポーツの活躍が
校友と大学との
絆を深める

はどのような意味がありますか。
今でこそ、
インターネットやテレビで外
国の生活を見聞きすることができます
が、私が若い頃はそんな情報はありませ

―大学スポーツについてはどのように

んでした。中学生になってサッカーか野

お考えですか。

球で迷ったとき「野球なら甲子園球場ま

アマチュアスポーツですから、
学生とし

でしか行けないけれど、
サッカーで代表

ての本分も見極めながら、
アスリートを目

選手になれば世界に行ける！」と先生に

全国で年間1,000回以上のサッカー教

指していければいいと思います。プロを

言われて即決したほど、海外に行きたい

室を開催しています。同じ子どもたちを継

目指さなくても、同好会で仲間と汗を流

という気持ちは強かったですね。念願か

続して見ているわけではありませんが、
プ

して、
楽しむことができればいいですね。

なって日本ユース代表に選ばれ、初めて

ロになった選手に「私も子どもの頃、
釜本

スポーツには持続力と体力が必要です

行ったのはバンコクです。見るもの聞くも

さんのサッカー教室に参加しました」と

が、
それは勉強にも必要なことです。そう

の珍しく、
さらに好奇心が高まり頑張るこ

言われると、
感慨深いものがあります。や

いう意味では若い頃からスポーツで体を

とができました。サッカーをしたいのか、

はり、
良い選手を育て、
強いチームを作る

鍛えておくことは非常に大事です。

海外に行きたいのか分からなくなるくら

取り組んでいますか。

ためには、
まずサッカーの裾野を広げなく

また、私立の学校の場合、スポーツの

てはいけません。子どもたちが、
サッカー

活躍は認知度を向上する大きな力になり

映像で見て、外国を知っているような

は面白いと思えるような機会に巡り合い、

ますし、母校のチームが活躍することは

気になっている人もいるかもしれません

続けてくれれば、
その中から強い選手が

校友の楽しみの一つです。卒業してから

が、
実際に足を運んで、
その国の人と話を

出る可能性が高まります。私が子どもの

も学校との絆を深める一つのきっかけに

しないと、
本当に知ったことにはならない

頃は、
サッカーは全国的には今ほど盛ん

なりますね。

と思います。交流をより楽しむためにも語

ではありませんでしたが、
東京オリンピッ

い、
海外遠征は重要な目標でしたね。

学は習得しておいたほうがいいですね。

クのときに、
席数が多くチケットが手に入

―早稲田大学にはスポーツ科学部が

れやすいサッカーを観戦した人が地方

ありますが、スポーツを学問として研究・

―早稲田大学に期待することをお聞か

に帰って、
急速に広まっていったと聞いて

教育する意義については、
どのようにお考

せください。

います。なでしこジャパンの活躍は、
女子

えでしょうか。

体育各部にはもっともっと頑張ってほ

サッカーの普及に大いに貢献しています

ヨーロッパに比べると日本のスポーツ

しいと思います。また、スポーツに限らず

ね。これからもサッカーの普及という大事

は遅れています。
そもそも日本におけるス

いろいろな分野で、新しい時代を切り開

な役割を担っていきたいと思っています。

ポーツの歴史は明治以降の話で、
誰もが

くような早稲田出身のリーダーが出てく

スポーツをするようになったのはごく最

ることを期待しています。

子どもたちに伝え
―サッカーを通して、

近の話です。ヨーロッパでは、
昔から市民

たいことは何ですか。

のためのスポーツクラブや施設があって、

試合に出ると「勝ちたい、一番になり

ジョギングをするのも公園の中ですが、

たい」
という気持ちが芽生えます。そして、

日本では公道です。日本にもスポーツが

勝つためには何をすべきかを考え、
ボー

できる環境を整備していかなければなり

ルを扱う技術を身に付け、スタミナを付

ません。多面的にスポーツを研究し業界

け、体を鍛えようと努力します。目標を設

をより良くする意味でも、
スポーツ科学部

定し、ゴールまでの道筋を自分なりに考

には期待しています。

日本代表時代の釜本氏（1976年）
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広中由美子
教育・総合科学学術院教授

２ ０ ３ ２ 年 の 創 立 １ ５ ０ 周 年 に 向 け て 本 学 の あ る べ き 姿 を 考 え る 「 Waseda Vision 150
」。
そ の Ｖ ｉ ｓ ｉ ｏ ｎ の ひ と つ 「 世 界 の 平 和 と 人 類 の 幸 福 の 実 現 に 貢 献 す る 早 稲 田 の 研 究 」を 推 進 す る た め 、
女 性 研 究 者 の 活 躍 を 通 じ た 新 た な 視 点 と 思 考 の 導 入 も 期 待 さ れ て い ま す 。第 ３ 回 目 と な る 今 回 は 、広 中 由 美 子 先 生 に お 話 を 伺 い ま し た 。

いまだ発展し続ける数学の魅力を
学生に伝えたい

早稲田で活躍する女性研究者を紹介します。

理論を積み重ね思考の枠を広げる
整数論の魅力

ンゲン大学は、
数学の世界でとても伝統のある

父は法律を、
祖父は鉱物を専門にしていまし

大学ですから、
そのような場所で研究し講演す

て、
私にとって研究者は身近な存在でした。ご

るチャンスを得たことは名誉であり、
かつ学術

く自然な流れで研究の道に進んだと思います。

的視野を広げるきっかけになりました。そうして

いろいろな分野に興味がありましたが、
数学を

できた人脈は現在もつながっています。メール

選んだ理由の一つは親とは別の分野に進みた

を活用した共同研究や、
年に1回くらいは直接

かったからかもしれません。とはいえ、
法律も数

会ってディスカッションをしたり、
講演に招いた

学も論理的に考えるという点ではよく似ていま

り招かれたりしています。最近は海外に出掛け

すね。

ることも容易になっているので、
これからの若い

数学は抽象的な学問と思われがちですが、

人は大いに出かけたらよいと思います。現地な

実は自然界に多くのモデルがあります。自然界

らではの得るものはきっとあります。

にあるものを数式で表現するとどうなるか、
ま
たその解は何かなどを理論的に突き詰めてい

数学の面白さを伝えることが
良い研究者の育成につながる

く。特に整数に発端をもつ問題を考えるのがい

学生の多くは、
数学は既にできあがったもの

わゆる整数論と呼ばれる分野と言えましょう。

と思っているようです。
そこで授業では「数学は

例えば「2X＋3＝15」という一次方程式は「X＝

いまだに発展し続けていて、
分かっていないこ

6」しか解をもちませんが、
「2X＋3Y＋5Z＝15」な

とが沢山ある」
ことを、
分かりやすい例で説明す

どと未知数を増やすと解は多くの自由度を持ち

るように心掛けています。例えば素数に関して

ます。次数を高くしたり、
文字を増やしたり、
いろ

まだ解明されていない問題は沢山あります。
3と

いろバリエーションができます。そういう中で結

5や、
11と13など一つ飛びの素数は、
いくらでもた

果を推測したり、
理論を積み重ねたり、
そのよう

くさんあるのか、
どこかで終わりがあるのか、
ま

に思考の枠を広げていくところに整数論の面

だ分かっていません。また、
いくらでも大きい素

白さがあります。

数が存在することは分かっていても、
実際に数

最先端の研究に触れ
視野が広がったドイツ留学

として知ることは別問題です。新しい大きな素

研究者としてキャリアを積むにはいろいろ苦

タが動いています。私は毎年、
その時点で知ら

数をみつけるために今現在も多くのコンピュー

労がありました。しかし私は、
苦労を数え上げ

れている最大の素数をチェックし、
学生に話し

ても楽しくないし、
余り意味がないと思っていま

ています。
ちなみに、
今は約1,300万桁の数です。

す。それよりも楽しい経験を振り返るようにして

こういうことを通じて数学の未解明な部分を知

人生を歩む方が良いですね。
30 〜 40代の頃に

り、
数学の面白さを味わってもらえればうれしい

研究で訪れたドイツとフランスの大学・研究機

ですね。将来学生たちが社会に出た時に、
数学

関での経験は、
私にさまざまな驚きと新しい知

は面白く、
発展し続けている分野であることを

見を与えてくれました。フランスでは日本に比べ

周りにも伝えてくれると良いと思います。数学を

て女性研究者が多く、
私が滞在した数学研究

面白いと思う人が増えることで日本の数学研究

所では3割程度いて、
女性研究者の存在がごく

のレベルも底上げされるし、
きっと良い研究者

普通でした。また日本人と比べて一般の人の数

が育つでしょう。

学に対する忌避感が少ないようで、
私が数学を

最後に私は、
何かに真面目に取り組む人を、
周

研究していると話してもごくふつうのことと受け

りが好意的な目で見ているような社会、
そしてお

止めて接してくれました。
私が 初めて海 外で研究発 表をしたのは、
▲山歩きは気分転換にも最高
（スイスアルプスにて）

て招かれるチャンスを得たと思います。ゲッティ

互いが他人と違うことを認め合える社会であっ
てほしいと願っています。たとえ他人と違おうと

1990年にドイツのオーバーヴォルファッハ数学

も自分はこれを追求したいという確たるものを

研究所でした。ここは宿泊設備も備わった研

持った人が増えると良いですね。

究所で、
合宿形式の研究会に世界各国から集
まってきます。寝食を共にすることで研究者同
士の親密度が上がります。毎日昼食と夕食の席
がシャッフルで決まるため、
同じテーブルについ
た研究者たちと拙い英語で必死に話したこと
を思い出します。有名な研究所の所長が隣に
座ったこともあります。海外に出かけるメリット
は最先端の研究者と直接交わることができる

▲主催者のクリンゲン教授と（1990年ドイツ）
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ことでしょう。このとき直接会ったおかげで、
ド
イツのゲッティンゲン大学に1年間客員教授とし

プロフィール
ひろなか・ゆみこ
東京教育大学理学部、お茶の水女
子大学大学院修士課程、筑波大学
大 学 院 博 士 課 程を 経 て、1982年
信 州 大 学 理 学 部 に 赴 任。1998年
より早稲田大学教授、現在に至る。
1992年に1年間ゲッティンゲン大学
（客員教授）、1996年に半年間マンハイム大学とハイデ
ルベルク大学（文科省の派遣研究員）、2005年度は早
稲田大学の特別研究期間でストラスブール大学とマンハ
イム大学のいずれも数学研究所に滞在した。

S

tories in Rocks from
Earth and Other Places
In the first semester of my second year in college, I took a course that changed my life. The course
was Introduction to Geology. It was an introduction to looking at rocks, landscapes, photographs and
maps, and using these observations to interpret the natural history and natural processes of our home

本学外国人教員が、自らの研究の
こと、趣味や興味あることなど
日々の雑感を語ります。

planet. In other words, it was an introduction to reading rocks to understand stories about nature.
The course was taught by Dr. Donald Potter at Hamilton College, which is located in a rural area of
upstate New York and has on its campus a couple of small streams that cut down into bedrock. I
remember walking out into the woods to find stations that were labeled on a map, and at each station
there were questions to guide students through specific observations at each outcrop. The streams
cut down through many shales, or mudstones, and a few limestones. The rocks were of Silurian age-a little over 400 million years old, which sounds old, but is less than one-tenth of the age of the Earth.
Then there were summary questions: “Were the Silurian seas in upstate New York muddy or clear?”
I remember thinking, “with all of this shale, the seas must have been muddy”. It was the beginning
of my realization that the rocks contained clues about the history of the Earth, and that I could use
my eyes and hands to read the clues to understand the formation of mountains and volcanoes and
ocean basins and the movements of tectonic plates across the Earth’s surface and the structure of the
Earth’s interior. I began to realize that geology combines simple observations with scientific principles
to understand how the Earth works as a system and to understand the stories in rocks that, when
combined together, make up the story of the Earth.
Now, over thirty years later, I am still looking at rocks and there always seems to be something
interesting to see. My samples come from different parts of North American and Japan, and have
even extended to the Moon, Mars, asteroids and a comet. I use electron microscopes and mass
spectrometers; images from airplanes, telescopes and satellites; images that extend beyond the
visible range of the human eye to gamma rays, x-rays and infrared light. I had no inkling of these

FAGAN, Timothy Jay
Associate Professor,
Faculty of Education and
Integrated Arts and Sciences

フェイガン ティモシー
ジェイ
教育・総合科学学術院准教授

techniques back in the day when I was standing in a stream in upstate New York, swatting mosquitoes
and looking at Silurian shales. But the process of being a careful observer and connecting the
observations to make a coherent story about nature is still the same.
So, that introductory course set me on a path that would lead to work in applied geology, followed by
a transition to research in planetary science. This path would also lead, even more unpredictably, to
Waseda University and Japan, and the experience of living in a culture that is different from the one I
was born into. People ask me how I like living in Japan, and I feel quite fortunate in my day-to-day life
here. Many aspects of life here are much the same as they would be in the US, but of course, with the
differences in language and culture, life is dramatically different, too. Logically, these two statements
appear to contradict each other: how can day-to-day life in two different places be both the same and
different? Yet, they are both true. How the two statements can be true is a mystery, but the mystery
does not detract from the truth. I do not think this really can be explained, but I have faith that it can
be lived, and that the differences and “samenesses” both can be respected.
Here at Waseda, we are in day-to-day contact with students. Who knows where they will go from
here? We owe them the opportunity to find passion in their lives. Again, who knows? That passion
may come from books or bugs or music or math, or maybe even rocks.

抄訳：情熱を注げるものを見つけよう
大学2年目でとった地質学の授業は、私の人生を大きく変えました。
なぜならその後、応用地質学の仕事のチャンスを得て、さらには惑星科
学研究へと興味が広がり、そのキャリアが私をここ日本の早稲田大学
へと導いたからです。予想もしなかった日本での毎日はとても充実して
います。私が学生時代、
「岩」をキッカケに自身のキャリアを切り拓いた
ように、私は今、早稲田の学生の未来への情熱を一緒に見つけるのだと
いう思いで日々学生と接しています。彼らの情熱の向かう先は、
「本」な
のか、
「音楽」なのか、
はたまた「岩」なのか―まだ誰にも分かりません。
Full Moon seen from Waseda campus

後日 WASEDA ONLINE で
和訳がご覧になれます。

■ 日本語版 URL
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/
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の
企業の採用担当者や専門職の養成などに携わっている方に、
その分野で求められる人材像や昨今の
就職活動の状況についてお聞きします。今回は旭化成株式会社で採用を担当されている福崎さんに

学生と進路選択

お話を伺いました。

世の中のために、
何を成し遂げたいか
信念を明らかにしていこう
旭化成株式会社
人財・労務部 採用グループ

福崎康平

Profile
ふくさき・こうへい
法学部卒業。
2009年旭化成株式会社
に入社。大仁事業所（旭化成ファー
マ）に配属。人事労務・研修担当を経
て、
2011年12月より持株会社へ異動
し、
現在は旭化成グループ全体の採
用を担当。
旭化成株式会社
1931年設立。主体となる繊維事業を
はじめ、
ケミカル・繊維事業、
住宅・建
材事業、
エレクトロニクス事業、
医薬・
医療事業の4領域を手がける総合化
学メーカー。

キャリアセンターより

学内資源を活用し
着実な準備を
12月から本格 的に企業説
明会がスタートします。その時
になって「どの企業の説明会
に参加しようか？」と考え出す
学 生も見受けられますが、出
遅れの感は否めません。それ
までの期間を使って少しずつ
でも、
自己分析や業界研究を
進めておく必要があります。
キャリアセンターでも、
準備
のための各種講座やイベント
を多数開催中です。授業で参
加できない学 生のためには、
DVDやオンデマンドで後から
視聴できる仕組みも整え、
個別
相談の体制も充実させていま
す。学内にある資源をぜひ、
有
効活用してほしいと思います。

「世の中を良くしたい」という
視点を持って仕事する
よく学生さんに「どんな社風ですか」と聞か
れますが、
「一言では言い表せない」というの

からこそ、
自分の想いを貫いていくことが必要
です。一人の人間として、
何を拠り所に行動して
いくのか、
学生のうちから、
じっくり考えてきて
ほしいと思います。

が正直なところです。それは、
実に多種多様な
人間の集まりで、
一人ひとりが個性を発揮しな
がら働いているからです。だからこそ、
電子部
品・電子材料、
住宅・建材、
医薬・医療など、
そ

一生懸命何かに打ち込み
悔いのない学生時代を

れまでの旭化成になかった新たな分野の開

学生時代に大切なことは、
悔いのないよう

拓に成功してきたのかもしれません。共通して

に過ごすことに尽きると思います。何でも良い

いるのは、
社員の誰もが社会のニーズを敏感

のでやるべきことをやりきったという自負があ

に感じ取り、
「世の中を良くしたい、
こう変えて

れば、
自信につながります。これをやれば、
就

いきたい」という発想を持って仕事に取り組ん

職に有利になるというものはないと思います。

でいるということです。強い信念を持って仕事

勉強や課外活動など学生でなければできな

をしているので、
会議の場でも真剣で、上司・

いことを優先的に、
思う存分やりきってみては

部下、
先輩・後輩の壁を越えて、
積極的に意見

いかがでしょうか。

が交わされます。結果、
しがらみにとらわれる
ことなく、
より良い方向に決断が下されていま
す。意欲ある社員には、
チャンスが与えられ、
若
手のうちから責任ある仕事を任されることも
珍しくありません。
私が感じている当社の面白さは、
川上から

幅広い選択肢を持って
企業を研究しよう
就職活動では、
最初からターゲットを絞ら
ず、
幅広い選択肢を持って活動したほうがよ

川下までさまざまな事業を幅広く展開してい

いと思います。就職活動は自分の視野を広げ

るからこそ、
世の中の全体像を見ながら仕事

る絶好の機会です。やりたいことが明確に決

ができるということです。そのような環境で、

まっていたとしても、
あえてその気持ちを再確

社員一人ひとりがベンチャーマインドを持って

認する上でも、
いろいろな企業との接点を持っ

事業を遂行しています。私自身、
さまざまな事

てみてはいかがでしょうか。社会に出てから

業で活躍する同期入社の仲間の話を聞くだけ

も、
顧客は一つの業界だけということはありま

で、
多様な考えに触れることができ、
大変面白

せん。仕事のベースを作る上でもさまざまな業

く励みになっています。社内にもたくさんの刺

界に見聞を広めていきましょう。

激的な出会いがあり、
自分自身を大きく成長さ
せてくれていると実感しています。
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ざまな価値観が入り乱れた混沌とした時代だ

就職活動はたった半年ほどの短い期間で
すが、
社会人としてのスタートを切る上で、
非常

当社は、
自らの夢や目標を持ち、
周囲を巻き

に重要な時期になります。限られた時間の中

込みながら、
自らをも変革し、
挑戦し続けられ

ではありますが、
できるだけ多くの可能性に目

る強い信念を持った人財を求めています。
さま

を向けた上で自分の進路を決めてください。

B

E

9-12月

ooks

vents

本学で活躍される先生方の著書をご紹介します。
※（ ）内は著者・編者・監修者の所属（刊行時）です

本学で12月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。
詳細は、直接【問い合せ先】にご確認ください。その他のイベントにつきましては、
本学Webサイト（http：//www.waseda.jp/）学術講演会・公開行事をご覧ください。

今号のオススメ

※電力・交通事情により、
会期・時間を変更することがありますので、
事前に各Webサイト等をご
確認ください。

『災害弱者と情報弱者 3.11後何が見過ごされたのか』
田中幹人（政治経済学術院）他編

筑摩書房

2012年7月

東日本大震災・原発事故後、
私たちはおびただしい量の情報に曝
された。
錯綜する情報は人々の相互不信を誘発する一方、
時間とと
もに被災者を置き去りにし、
さまざまな形で社会的弱者を生み出し
ていった。本書は、
3.11後のマスメディアおよびインターネットの膨大な情報の分
析に基づき、
「現代の複雑なメディア空間でユーザーに求められる視点」
とは何か、
という普遍的な問題について考えるきっかけを提供する。

『星の名前のはじまり：
アラビアで生まれた星の名称と歴史』
近藤二郎（文学学術院）著

誠文堂新光社

2012年8月

現在、
私たちが使用している星の名前には、
アラビア語起源のもの
が多くある。
「ベテルギウス」
「リゲル」
、
「デネブ」
、
「アルタイ
、
ル」
「ベガ」
、
、
「フォーマルハウト」
などの１等星は、
みなアラビア語を起源とする名前となっている。
こうしたアラビア語を起源とする星の名前が、
どのようにして、
その後の世界に伝わ
り、
現代まで受け継がれて来たのか、
その歴史的な変遷をたどった1冊。
■『消費者行動論―購買心理からニューロマーケティングまで―』
竹村和久（文学学術院）／守口剛（商学学術院）編著 八千代出版 2012年4月
■『地球温暖化対策と国際貿易―排出量取引と国境調整措置をめぐる経済学・法学的分析―』
有村俊秀（政治経済学術院）他編 東京大学出版会 2012年5月
■『社会的選択の理論・序説』
鈴村興太郎（政治経済学術院）著 東洋経済新報社 2012年6月
■『現代知的財産法講座4 知的財産法学の歴史的鳥瞰』
高林龍（法学学術院）他編 日本評論社 2012年6月
■『国際私法判例百選 第2版』
道垣内正人（法学学術院）他編 有斐閣 2012年6月
■『Negotiating History From Romanticism to Victorianism』
（早稲田大学学術叢書23）
鈴木理恵子（法学学術院）著 早稲田大学出版部 2012年6月
■『はじめて学ぶ損害保険』
大谷孝一（名誉教授）／中出哲（商学学術院）他編 有斐閣 2012年6月
■『東日本大震災と環境汚染―アースドクターの診断―』
香村一夫・名古屋俊士・大河内博（以上、理工学術院）著
早稲田大学出版部 2012年6月
■『ビジネスマンの基礎知識としてのMBA入門』
早稲田大学ビジネススクール著 日経BP社 2012年6月
■『旧法令集―平成改正版―』
江頭憲治郎（法学学術院）他編 有斐閣 2012年7月
■『国際民事手続き法 第2版』
本間靖規（法学学術院）他著 有斐閣 2012年7月
■『敗者たちの想像力―脚本家山田太一―』
長谷正人（文学学術院）著 岩波書店 2012年7月
■『村上春樹の読みかた』
石原千秋（教育・総合科学学術院）著 平凡社 2012年7月
■『フクシマ原発の失敗―事故対応過程の検証とこれからの安全規制―』
松岡俊二（国際学術院）著 早稲田大学出版 2012年7月
■『「痛い目」に遭いながら人生を学べ―日本再生のための奥島流「青少年育成論」』
奥島孝康（名誉教授）著 光文社 2012年7月
■『陳情—中国社会の底辺から—』
毛利和子（名誉教授）他編著 東方書店 2012年7月
■『本当の経済の話をしよう』
若田部昌澄（政治経済学術院）他著 ちくま書房 2012年8月
■『ソ連の民主主義と家族―連邦家族基本法制定過程 1948-1968―』
河本和子（政治経済学術院）著 有信堂高文社 2012年8月
■『英語で学ぶMBAベーシックス 増補改訂版』
藤井正嗣（理工学術院）他著 NHK出版 2012年8月
■『原発と原爆―「日・米・英」核武装の暗闘―』
有馬哲夫（社会科学総合学術院）著 文春新書 2012年8月
■『アジア地域経済統合』
浦田秀次郎（国際学術院）他編著 勁草書房 2012年8月
■『もうダマされないための経済学講義』
若田部昌澄（政治経済学術院）著 光文社新書 2012年9月
■『災害に強い社会をつくるために―科学の役割・大学の使命―』
鎌田薫（総長・法学学術院）編／鈴村興太郎（政治経済学術院）／
浦野正樹（文学学術院）／岡芳明・濱田政則（以上、理工学術院）著
早稲田大学出版部 2012年9月
■『現場力の教科書』
遠藤功（商学学術院）著 光文社新書 2012年9月
■『研究活動デザイン―出会いと対話は何を変えるか―』
細川英雄（国際学術院）著 東京図書 2012年9月
■『社会（学）を読む』
若林幹夫（教育・総合科学学術院）著 弘文堂 2012年10月

演劇博物館
①
『グローブ座―現代に甦ったシェイクスピア劇場―』展
②
『不滅の俳優 池部良の世界』展
③
『八代目市川團十郎』展 ④『Finding Shakespeare』展
会場 演劇博物館 ①3階 現代コーナー ②2階 企画展示室Ⅱ
	③六世中村歌右衛門記念特別展示室 ④2階 企画展示室Ⅰ
日程 ① 9月21日㈮〜 2013年2月5日㈫
	ロンドンに再建されたグローブ座がオープンして15年。そのプロジェクトの
足跡をたどるとともに、シェイクスピア劇場再建の意義を考えます。
	②9月21日㈮〜 11月25日㈰
	ご遺族から寄贈された旧蔵品を通じ、映画やテレビでの活躍はもちろん、文
筆家や画家としての一面も併せ持つ、池部良の不滅の足跡を回顧します。
	③10月2日㈫〜 12月2日㈰
	江戸歌舞伎の大名跡市川團十郞家。今回は人気絶頂の中、
32歳の若さで自
殺を遂げた花形役者八代目市川團十郞の魅力に迫ります。
	④10月16日㈫〜 12月16日㈰
	エリザベス朝当時からシェイクスピアがどのように受容されてきたかを探り、
「全て
の時代に生きる人々にとって普遍的である」
と評された所以を検討します。
問 演 劇博物館 http://www.waseda.jp/enpaku/

會津八一記念博物館 ①春城をめぐる印人たち
③大久保山―浅見丘陵の土地利用史―

②富岡鐵斎

会場 ①②1階 富岡重憲コレクション展示室 ③1階 企画展示室
	10：00 〜 17：00 ※日曜・祝日休館
	※ただし、
11月3日㈯、
4日㈰は16：00にて閉館。
12月23日から2013年1月6日
は冬季休業により休館、
1月15日は臨時休館。
日程 ①10月1日㈪〜 11月17日㈯
	市島春城が見出した印人吉田半迂をはじめ、
5世濱村蔵六・初世中村蘭臺の印
を春城コレクションから選び、
展示します。
	②11月22日㈭〜 2013年2月2日㈯
	四季山水、
四季花鳥図をはじめ富岡コレクションの鐵斎作品を一挙に展示。
	③11月16日㈮〜 2013年1月12日㈯
	早稲田大学本庄校地内に位置する大久保遺跡の出土資料を展示。展示では、
遺物だけで調査当時の図版資料も用います。
問 會津八一記念博物館 TEL：03-5286-3835
http://www.waseda.jp/aizu/

講演会「なぜ国境なき医師団は証言するのか」
ミカエル・ノイマン（国境なき医師団財団人道問題研究所 リサーチディレクター）
大隈小講堂 日程 11月14日㈬ 16：30 〜 18：00（開場16：00）
国境なき医師団日本事務局創設20周年および『人道的交渉の現場から 国
境なき医師団の葛藤と選択』の出版に際し、
人道援助の現場をとりまく障壁
について考察します。
国際教養学部 ベーコン研究室 E-mail：sils-soumu@list.waseda.jp

会場

問

オープン教育センター「きもの学」公開講座〜小倉織・縞の粋〜
大隈大講堂 対象：早大生、教職員、一般
1
 1月22日㈭ 13：00 〜 14：30（開場12：30） ※事前予約不要・入場無料
	築城則子（遊 生染織工房主宰）をゲストに迎え、小倉織の歴史と復元、再生
を紹介。縞というデザインから着物（和装）を考えます。
問 オープン教育センター E-mail：open-help@list.waseda.jp
会場
日程

ゆ

う

第2回早稲田駅伝 in 国立競技場
会場 国立競技場
日程 12月1日㈯
	昨年に引き続き、今年も震災復興チャリティイベントとして大規模なランニ
ングイベントを開催します。ぜひ応援にきてください。
問 早 稲田駅伝事務局（ルーツ・スポーツ・ジャパン内） TEL：03-6459-0011

早稲田大学芸術功労者 阿刀田高展
――短編小説を知っていますか――
26号館 大隈記念タワー 10階 125記念室
12月3日㈪〜 2013年1月26日㈯
	阿刀田高が2011年に早稲田大学芸術功労者として表彰されたことを記念
し、これまでの軌跡や活動を紹介する展覧会です。
問 文化推進部文化企画課 TEL：03-5272-4783
http://www.wasedabunka.jp/
会場
日程
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撮影／表紙・写真右：佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）

cover stor y
表紙のお話

最先端医療の可能性を育む揺籃
早稲田の地からほど近い新宿区若松町に立つ“TWIns※”。
2008年、東京女子医科大学と早稲田大学が、医学と理工学の融合を目指して
共同で開設した新しいコンセプトの研究教育施設です。
さまざまなバックグラウンドの研究者や学生たちが、
組織や分野の壁を越えて互いの研究を知り、触発される場。
各フロアの随所に配置された自由なミーティングスペースなど、
知の出会いをもたらす仕掛けがあちこちに。
生命医科学科の全研究室が入るオープンラボもそのひとつで、
設備機器を効率的に共有しながら交流を促す工夫が凝らされています。
40年以上前、人工心臓の共同研究から始まった両大学の医理工連携は、
まさに双子（twins）のごとく新しい医療の道を拓く歩みを共に進めています。
※正式名称は「東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科学研究教育施設（The Tokyo Women’
s
Medical University/Waseda University Joint Institution for Advanced Biomedical Sciences）
」
。早大から
は生命医科学、生命理工学、総合機械工学、電気・情報生命工学、生物学等、東京女子医大からは細胞シー
ト工学再生医療の分野が参集し、両大学共同の大学院「共同先端生命医科学専攻」も置かれています。
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