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世界に貢献する大学を目指して
鎌田総長ロングインタビュー
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　10月21日、校友の皆様をお招きし、交
流・親睦の機会としていただくことを目的
とした、2012年度ホームカミングデー・稲
門祭が開催されました。
　ホームカミングデー記念式典では、
李
イ

亮
ヤンソプ

燮氏に名誉博士学位が贈呈されま
した。同氏は、現代自動車前社長として
韓国の自動車産業の飛躍的な発展に

貢献するとともに、さまざまな分野で教
職員・学生・校友の交流を物心両面にわ
たって強力に支えていただいた高麗大
学校校友会の会長でもあります。また、
ホームカミングデー招待者を代表して、本
学卒業後45年目を迎えられた映画監督
の小栗康平氏より挨拶がありました。式
典後に行われた稲門祭では、収益金が

「稲門祭奨学
金」となる稲
門祭記念品の
販売や、田原総一朗氏がモデレーターと
なり復興への課題を議論した「大隈塾 
稲門会スペシャル」などのさまざまなイベ
ントが開催され、秋晴れの中たくさんの
校友でにぎわいました。

UUNIVERSITY 記念式典にて李亮燮氏に名誉博士学位を贈呈

2012年度ホームカミングデー・稲門祭

李亮燮氏

長年の研究に高い評価

2教授が栄誉あるフェローに選ばれましたPPRIZE

　東京専門学校開校とともに誕生した
政治経済学部が、2012年に創設130周
年を迎えました。
　同学部では昨秋以降、数回にわたり記
念の講演会を催すとともに、11月10日の

「21世紀のリベラルアーツを考える」と題

したシンポジウムでは、知識基盤社会に
おける大学とリベラルアーツ、グローバル
人材育成についてなど今後の大学教育
のあり方を議論。“Waseda Vision 150”
による将来構想の策定とともに、「在野
精神に立ってグローバル社会の未来を

切り開く次世代を創出する」ことを目標
に、新たな歴史を歩み出しています。

UUNIVERSITY 在野精神に立ってグローバル社会の未来を切り開く

政治経済学部130周年

130周年記念ホームページ
▶http://www.waseda-pse.jp/130

　佐藤拓朗理工学術院教授が、世界
最大の研究者・技術者組織であるIEEE

（Institute of Electrical and Electronics 
Engineers）のフェローに選出されました。
IEEEは「アイ・トリプル・イー」と呼称され、

世界160カ国以上に400,000人以上の会
員を擁する非営利団体です。IEEEは、コ
ンピュータ、バイオ、通信、電力、航空、電子
等の技術分野で指導的な役割を担って
おり、今回の佐藤教授のフェロー就任は、
W-CDMA（第3世代移動通信）の標準化
に対する貢献が高く評価されたものです。
佐藤教授は「今回の受賞は、世界に先駆
けて米国でW-CDMAの標準化を推進

し実証したことの成果に
対する受賞ですが、長い
間にわたり、大学や企業
から研究に対する多くの
チャンスや、継続できる環
境を提供していただいたことに対する成
果です。研究活動を支え一緒に進めてき
ていただいた、多くの方 に々心から感謝し
ます」と喜びを語りました。

W-CDMA研究

理工・佐藤拓朗教授が
IEEEフェローに

　石井仁司教育・総合科学学術院教授が、
アメリカ数学会（American Mathematical 
Society, AMS）初代フェローに選出されま
した。2012年に創設された同学会のフェ
ロープログラムは、数学分野の新領域

創造や発展、振興、伝達、活用などに顕
著な貢献をしたメンバーを表彰するもの
で、優秀な数学者の輩出を促進し、社会
において数学者がリーダーシップを発揮
できるようサポートすることなどを目的と
しています。各フェローには、新たなフェ
ローの選出のほか、卓越した数学者の
代表としての公式活動、同会理事長への
助言などの責務を果たすことが期待さ

れています。
　石井教授は「フェロー
の目的を考えると、数学
者の役割を学内的にも
学外的にもより高めるこ
とが期待されています。簡単ではありま
せんが、より一層努力したいと考えていま
す」との抱負を寄せました。

微分方程式の粘性解理論研究など

教育・石井仁司教授が
アメリカ数学会初代フェローに
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　第12回「石橋湛山記念 早稲田ジャー
ナリズム大賞」の授賞作が決定し、11月
7日に贈呈式が行われました。鎌田総長
から、挨拶に続いて各受賞者に賞状と
記念メダル、賞金を贈り、その成果を称
えました。
　鎌田慧選考委員からは「年々優れた
応募作品が増え、選考委員会でも激論
が交わされた結果、今回の授賞作決定

に至りました。大艦巨砲主義の力づく
の報道ではなく、ジャーナリストや個人
の鋭意が感じられるとともに、3.11以後
の価値観の転換や人間の命と自然との
関係など、読者や視聴者にいろんなこ
とを考えさせる作品が選ばれたように
思います」との講評が述べられ、受賞
者からも作品や仕事に対する熱い思い
が述べられました。贈呈式には、受賞

者とともに取材・報道に尽力した取材
班の方々をはじめ、メディア関係者や
ジャーナリストを志す学生など約100名
が出席しました。
　なお、贈呈式に合わせ、2012年5月に
行われた本賞パネルディスカッション
の内容を中心にまとめたブックレット

『ジャーナリズムの＜いま＞を問う』（早
大出版部）が刊行となりました。

UUNIVERSITY 優れたジャーナリズム作品を発表した受賞者を顕彰しました

第12回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式

第12回（2012年度）大賞
部門名 作品名・受賞者

公共奉仕部門

連載「プロメテウスの罠」（朝日新聞）
｢プロメテウスの罠｣ 取材チーム　代表
朝日新聞東京本社報道局特別報道部次長
宮﨑 知己

草の根
民主主義部門

『北の無人駅から』（北海道新聞社刊）
渡辺 一史

文化貢献部門
ＥＴＶ特集「花を奉る　石牟礼道子の世界」（ＮＨＫ　Ｅテレ）
ＮＨＫプラネット九州　制作部　エグゼクティブ･ディレクター
吉崎 健

第12回（2012年度）奨励賞
部門名 作品名・受賞者

草の根
民主主義部門

連載企画「私の３．１１」（石巻かほく）
三陸河北新報社　石巻かほく編集局　代表
桂 直之

文化貢献部門

連載企画「草原が危ない」と阿蘇草原再生キャンペーン
（熊本日日新聞）
｢阿蘇草原再生｣ 取材班　代表　熊本日日新聞社　
編集局地方部次長
花立 剛

宮﨑知己氏 吉崎健氏渡辺一史氏

桂直之氏 花立剛氏

　OECD、APECと本 学は9月12 〜 14
日の3日間にわたり、「超高齢化社会と情
報社会の融合」をテーマに合同国際会議
を開催しました。すでに超高齢化社会に
突入した日本社会を中心モデルに21世
紀の大きな地球規模課題を解決すべく

世界の専門家が一堂に会し、発表、討論、
提言を行う世界で初めての国際的な舞台
となりました。招待スピーカーとして、経済
界からは岡村正日本商工会議所会頭、国
内大学からは清家篤慶應義塾長、海外か
らは7国際機関代表、タマサート大学学長

などを招きディス
カッションを開催。
会 議 に は33カ国
400名の参加者が
活発な議論に耳を
傾けました。

UUNIVERSITY 岡村日商会頭、清家慶應義塾長など基調講演

OECD、APEC、早稲田大学共催国際会議を開催

活発な議論に聴き入る聴
講者たち
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科学・技術による社会貢献を

「研究の早稲田」から着実な成果を発信RRESEARCH&
EDUCATION

　理工学術院の大聖泰弘教授、紙屋雄
史教授が長野市で実証試験を行ってい
る電動バスWEB-3（Waseda advanced 
Electric micro Bus3）の実用化にめ
どがつき、羽田雄一郎国土交通大臣が
9月24日、現地を視察しました。
　電動バス実証実験は「環境省チャレ
ンジ 25」地域づくり事業の一環で、長
野駅発コミュニティーバス「ぐるりん号」

として営業運転されており、誰でも乗車
可能となっています。実験は同事業が
終了となる2013 年度末ごろまで実施さ
れる予定です。
　羽田大臣は、電動バスへの地上から
のワイヤレス空中送電の実演を興味深
く見学した後、そ
の 後電 動のバス
WEB-3 の試 乗で
は、運転席の横よ
り直接紙屋教授や
運転手に操作方法
などを質問。「大変
静かで乗り心地が

良いので、コミュニティーバスとしてぜ
ひとも早期の実用化を目指してほしい」
と感想を述べました。本学は約 10 年
間にわたり電動バス研究を続けており、
今後も電動バスの普及に向けた研究活
動・社会貢献活動を進めていきます。

国交相が視察
「コミュニティーバスとして早期に実現を」

先進電動バス「WEB-3」
長野実証実験、実用化にめど

紙屋教授（右）の説明を受ける
羽田大臣（左）

WEB-3

　理工学術院応用物理化学研究室の
逢坂哲彌教授と門間聰之准教授らは、
リチウム蓄電池材料としての新しいシ
リコン負極材料を開発しました。
　これまでの研究開発報告では、シ
リコン負極は充放電による膨張・収縮
により電極が壊れやすく、およそ 100

回の充放電が限度でしたが、新シリコ
ン負極材料はこうした電極の劣化を防
ぐことに成功し、約
7,000 回の充放電が
可能となりました。よ
り大きな容量を持つ
正極材料が開発され
ることで、蓄電池の
容量・出力の大幅な
向上が期待できます。
同研究室は、携帯電

話や自動車向けに、数年後の実用化
を目指しています。

7,000回以上の充放電が可能に

リチウム蓄電池の新しい
シリコン負極材料を開発

Ⓒ早稲田大学理工学術院応用物理化学研究室

文部科学省
「大学間連携共同教育推進事業」

平成24年度事業に
本学から2件採択

　文部科学省の平成24年度「大学間
連携共同教育推進事業」に、本学参加
事業が2件採択されました（右表）。
　本事業は、今後のわが国におけるイ
ノベーションを推進するために、新たな
課題を自ら発見し、データに基づく数
量的な思考による課題解決の能力を
有する人材を育成する取り組みです。

取組名称 連携協力の概要 期間 事業の理由・目的

データに基づく
課題解決型
人財育成に資する
統計教育質保証

（1）カリキュラムの開発

（2）統計教育の充実に
　   資する事項

（3）シンポジウム等の実施

5年間
（2012年度〜
2016年度）

今後のわが国におけるイノ
ベーションを推進するために、
新たな課題を自ら発見し、デー
タに基づく数量的な思考によ
る課題解決の能力を有する人
材を育成する取り組み。

自動車・ロボットの
高度化知能化に
向けた専門人材育成
連携大学院

（1）連携大学院
　   インテリジェントカー・
　   ロボティクスコースの
　   運営

（2）企業との共同研究、
　   研究インターンシップ
　   の推進

（3）自動車・
　   ロボット関連企業
　   への就職支援

5年間
（2012年度〜
2016年度）

本取り組みでは、自動車・ロボ
ティクス分野において、先端研
究開発を主導する高度専門人
材を継続的に育成するために、
高専から修士・博士課程教育
までに範囲を広げ、実習主体
の実践的教育プログラムを、ス
テークホルダの北九州市及び
自動車・ロボット関係企業との
密接な連携のもとに、強力に
推進する。
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バクテリアを用いたバイオメディア・アート

グループ展「生命美学展」を
理工キャンパスで開催

　「生命」を巡る美学・芸術（生命美学）
の実験・研究・制作を行うプラットフォー
ムである「metaPhorest」は、運営にあ
たる岩崎秀雄理工学術院教授と研究
員・学生ら８組によるグループ展「生命
美学展」を10月18日〜27日にかけて西
早稲田キャンパスで行いました。５年目の
今回は８組のレジデンス・アーティスト／

研究メンバーが、意欲的な成果の一部を
発表しました。
　2007 年に岩崎研究室に設置された

「metaPhorest」は、「生命とは何か？」
という問に根源的な興味を持つアー
ティスト・表現者が 1 年以上にわたっ
て滞在し制作する「アーティスト・イン・
レジデンス」を実践。生命科学研究
の現場で実験設備やセミナーなどを科
学者たちと共有しながら、それぞれの
研究・創作活動するための機会を提供
してきました。国際的にも数少ない先

鋭的な試みとして知られ、注目されて
います。

意欲的な作品が出展された会場

　林泰弘理工学術院教授が所長を務
める本学先進グリッド技術研究所と
経済産業省は、11 月 1 日に日本で初
めての試みとなる、標準通信規格を

用いて複数の異なるメーカーの低圧機
器を相互に連携させて最適なエネル
ギー管理・制御を行い、スマートメー
ターおよびデマンドレスポンス・システ
ムとの連携を検証する施設「Energy 
Management System （EMS） 新宿実
証センター」を、研究開発センター（120
号館内）に開設しました。同施設では

スマートメーター、太陽電池、
電気自動車、電気自動車用
充電／充放電装置、燃料電
池、ヒートポンプ給湯機、エ
アコン、蓄電池などを相互に
連携させ、宅内の最適制御を
行うことで、契約アンペアに
収まる範囲においてリアルタ
イムで電力を制御し、電気料

金が高い時間帯には電力使用量を自
動で抑制するなどの技術（ピークカッ
ト／ピークシフト）を開発しています。
　東日本大震災以降、電力不足が心
配されていますが、こうした制御技術に
より、電力需給が大幅に逼

ひっぱく

迫した場合
でもスマートメーターと Home Energy 
Management System（HEMS）を備え
たハウスやビルであれば無理のない節
電が可能となり、計画停電の実施を避
けることや節電要請に貢献することが
できます。
　EMS 新宿実証センターの開所式で
は、こうした技術の一部を披露し、節
約できた電力量などのリアルタイム表
示やピークカット／ピークシフトの様子
などを実演しました。

標準通信規格を用いて技術開発へ

本学・経産省 
EMS新宿実証センターを開設

テープカットの様子

X線分析で従来の見解を覆す研究成果

飛鳥大仏
ほぼ造立当初のままの可能性

　文学学術院の大橋一章教授らは、
飛鳥時代に造立されたものの、火事で
損傷したために大部分が鎌倉時代や
江戸時代に補修したとされている飛鳥
寺（奈良県明日香村）の重要文化財で
ある本尊・飛鳥大仏について、Ⅹ線分
析調査を行いました。その結果、造立

当初の箇所（左鼻梁、右手第二指甲）
と鎌倉時代以降に補修したとされる箇
所（鼻下、左襟、左膝上）の銅などの
金属組成には際立った差異がみられ
ず、仏身のほとんどが飛鳥時代当初の
ままである可能性が高いことが判明し
ました。大部分が後世の補修とされて
いることが、飛鳥大仏が国宝指定を受
けていない理由であり、これまでの見
解を覆す大変重要な研究成果であると
いえます。 飛鳥大仏調査風景
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　「社会貢献」と「体験的な学習」をキー
ワードに、科目やプロジェクトを展開して

いるWAVOCが10周年を迎え、11月11日、
小野記念講堂にて記念イベントを開催し
ました。第一部では、初代所長・奥島孝
康元総長が設立時のエピソード等を熱
く話されました。引き続き、参加した学生、
OB・OG、教職員が各々のWAVOCとの関
わりや思いについて語ることを通して、共
に歩んできた年月をかみしめる機会とな
りました。第二部では交流会、OB・OG

のスピーチや教職員による出し物も行
われました。設立10年を経て、事務所
が99号館STEP21へ移転、またボラン
ティアプロジェクト募集制度を新設し
たりとWAVOCは新たな歩みを始めて
います。WAVOC稲門会も設立され、
今後も学生、教職員、校友が一丸とな
り、社会貢献の推進役として努めてい
きます。

AACTIVITY ボランティアプロジェクト募集制度も新設

平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）が10周年を迎えました。

　11月9日、「早稲田大学をご支 援い
ただいている皆様との集いWASEDA
サポーターズ倶楽部エグゼクティブ・
フォーラム2012」が開催され、同倶楽部
特別会員のうち約120名が参加されま
した。俳優の北大路欣也氏（校友）に
よる「想いについて」（聞き手は演劇
博物館副館長の岡室美奈子文学学術

院教授）と題した講演会、本学グリー
クラブのミニコンサートに続き、懇親会
ではスポーツ界などで活躍する著名校
友や体育各部学生たちも加わり、和や
かな雰囲気の中、最後は応援部のリー
ドのもと、校歌や「紺碧の空」を全員で
斉唱。盛会裏に散会となりました。

UUNIVERSITY 早稲田をご理解いただく機会として

「ＷＡＳＥＤＡサポーターズ倶楽部エグゼクティブ・フォーラム2012」開催

講演する北大路欣也氏

皆で一丸となって迎えたWAVOC10周年

早稲田の秋を堪能AACTIVITY 各種イベントが盛大に開催されました

　早稲田文化をより効果的に社会に発
信する「早稲田文化芸術週間」が10月
17日〜 11月1日に実施されました。今回
は11のイベントが行われ、新作現代能
として「骨の夢」の公演や早稲田大学
交響楽団によるオーケストラの演奏、

「イクメンによるワークライフバランス
講座」や東日本大震災復興支援ボラン
ティアプロジェクトシンポジウム等々、
大学ならではの多彩な催しは、多くの
来場者で賑わいました。

　「早稲田祭2012」は「心に夢を、明日
に彩りを」をキャッチコピーに11月3日、
4日に開催され、400を超える企画に推
定のべ約16万人が訪れました。
　なお、同時開催の第59回理工展や10

月21日に開催された所沢キャンパス祭
も、学生の力がいかんなく発揮された
学園祭となりました。

　この他、11月2日には体育祭も行わ
れ、約3,400名が各種競技や指導教室
で汗を流しました。

早稲田文化芸術週間2012 早稲田祭2012

早稲田文化芸術週間『新作現代能「骨の夢」』 早稲田祭Ending Festivalの様子
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3月25日㈪

第1回 9：20 政治経済学部 法学部 政治学研究科 経済学研究科 法学研究科
公共経営研究科 法務研究科

記念会堂

第2回 12：00 第一文学部 第二文学部 文化構想学部 文学部 社会科学部
文学研究科 社会科学研究科

第3回 14：40 教育学部 商学部 商学研究科 教育学研究科 ファイナンス研究科
会計研究科 教職研究科

3月26日㈫

第4回 10：00 人間科学部（通信教育課程含む） スポーツ科学部 国際教養学部 人間科学研究科
スポーツ科学研究科 アジア太平洋研究科 日本語教育研究科

第5回 13：30
理工学部 基幹理工学部 創造理工学部 先進理工学部 芸術学校
川口芸術学校 理工学研究科 基幹理工学研究科 創造理工学研究科 先進理工学研究科
国際情報通信研究科 情報生産システム研究科※ 環境・エネルギー研究科

※ 情報生産システム研究科は、博士学位受領者と修士総代は記念会堂にて、それ以外は北九州学術研究都市会議場にて挙行

1.学部合同卒業式、芸術学校・川口芸術学校卒業式および大学院学位授与式

2012年度卒業式および大学院学位授与式について

2.高等学院卒業式　3月20日（水・祝） 14：00　大隈記念講堂　　3.本庄高等学院卒業式　3月9日㈯ 12：30　本庄市民文化会館

■ お知らせ

理事交代および担当業務変更について

本多聖治常任理事の退任に伴い、
12月1日付で守田芳秋理事が就任し
ました（任期は前任者の任期の残
存期間）。これに伴い、理事の担当が
右の通り一部変更となりました。

氏名 担当

理事

谷口　邦生（総長室常勤参与） 募金・校友連携、経営企画、関連会社、本庄プロジェクト

迫田　実（総長室常勤参与） 職員人事・人事、校友連携

守田　芳秋（総長室常勤参与） 総務

キャンパス各所で文化企画展

歴史的書簡から印章まで各種展覧会を開催AACTIVITY

　演劇博物館が、「八代目 市川團十郎
展」を10月2日から12月2日の2か月にわ
たり開催しました。近世後期の江戸歌
舞伎を代表する役者で、「歌舞伎十八
番」を制定した七代目團十郎が天保の

改革による江戸追放から解かれた喜び
などを書き記した書簡や、息子・八代目
團十郎の書簡など未公開の資料11点を
静岡県富士市の伊達家からお借りしま
した。
　また10月30日には、十二代目市川團
十郎丈をお招きし、演劇講座 「花の役
者八代目市川團十郎」を実施。人気絶

頂の中、32歳の若さで、大坂の舞台初日
の朝、自殺を遂げてしまった八代目の
波瀾万丈の人生を振り返りました。

坪内博士記念演劇博物館
八代目 市川團十郎展

「八代目 市川團十郎展」の様子

　10月1日から11月17日の 期間、會 津
八一記念博物館にて本学の初代図書
館長・市島謙吉（号・春城）の65点にの
ぼる印章コレクションの展示会が開催
されました。春城は、終生篆刻の趣味
を持ち、千顆近い印章を蒐集したこと
でも知られています。このうち、旧富岡

美術館所蔵の市島春城印章コレクショ
ンには、七百顆ほどが伝えられていま
す。今回は春城に寄り添うように活動し
た吉田半迂、本学図書館に関わる印も
作っている五世濱村蔵六、寺崎広業の
紹介で春城を訪れた初世中村蘭臺な
どのほか中井敬所、山本拝石、山田寒
山などの篆刻作品を関係資料と共に紹
介しました。
　また11月10日には、同博物館の浅井

京子学芸員によるギャラリートークが
開催され、春城と展示された印とのエピ
ソードなどを分かりやすく解説。参加者
は、興味深く
説明に聞き入
りました。

會津八一記念博物館
春城をめぐる印人たち

五面印
「湘南、廣業、春城、
五峯、象（蔵六）」
吉田半迂刻



Special Report

創立150周年となる2032年を目標に、早稲田大学がアジアのリーディングユニバーシティとして

確固たる地位を築くための中長期計画“Waseda Vision 150”が本格的にスタートします。

4つの大きなビジョンとそれを実現するための13の核心戦略、

さらに具体的なプロジェクトの中で特に重要な取り組みをご紹介します。

世界に貢 献 する大学を目指して

    常に革新し続ける
    大学を目指して

―今、20年後を見据えた中長期ビジョン

を、このタイミングで策定した背景をお聞

かせください。

　グローバル化が進み、環境・エネルギー
問題や貧困・地域紛争など地球規模の課

題が深刻化している今、学術研究の進展
とグローバルに活躍する優れた人材の育
成を担う大学への期待は高まっています。
　本学では「21世紀の教育研究グランド
デザイン」「Waseda Next 125」など早く
から大学改革を進め、教育・研究の質の向
上に取り組んできました。とりわけグロー
バル化に関しては「グローカルユニバーシ
ティ」あるいは「早稲田からWASEDAへ」
をスローガンにさまざまな改革を実行し、
外国人学生は4,000名を超え、国内の大学
では最も多くの留学生を受け入れており、
多くの言語が飛び交うキャンパスとなっ
てきました。日本人学生の海外派遣者数
も年2,000名を超え、グローバルユニバー
シティの実現に向けて着実に前進してき
ました。そして今回、2008年にスタートし
た「Waseda Next 125」の5カ年実行計画

の終了にともない、中長期計画“Waseda 
Vision 150”を策定しました。2010年11月
の現理事会発足後から、理事会や学術院
長会、各学術院教授会などで議論し、全
学的な検討を繰り返してきました。

―“Waseda Vision 150”の目指すと

ころについてお聞かせください。

　少子高齢化や企業就労形態の変化、国
内外の大学間競争の激化、教育研究の技
術的変化などが続く中で、東日本大震災
に見舞われた日本の現状に鑑みると、大
学も従来のあり方では将来立ち行かなく
なると考えられます。そこで本学では、創
立150周年を迎える2032年の本学の姿を
見通した“Waseda Vision 150”を策定
し、大規模な大学改革を行っていきます。
　本学が目指すのは、①世界中から、世界

“Waseda Vision 150”

“Waseda Vision 150”を策定した背景、目指すところ、全体像について鎌田総長に伺います。

ロングインタビュー

“Waseda Vision 150”策定
アジアのリーディングユニバーシティを目指して

鎌田 薫 総長
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に貢献する高い志をもった学生が早稲田
に集い、②世界の平和と人類の幸福の実
現に貢献する研究を行い、③校友が世界
や地域の至るところで、また、あらゆる分
野でグローバルリーダーとして社会を支
え、かつ本学と緊密な協力関係を築き、そ
して④本学がアジアのモデルとなるよう
な大学運営体制を確立しているという姿

（ビジョン）です。このビジョンの実現に向
け、13の核心戦略とプロジェクトを定めま
した（上図参照）。13の核心戦略には「入

試制度の抜本的改革」「グローバルリー
ダー育成のための教育体系の再構築」

「教育と学修内容の公開」「独創的研究
の推進と国際発信力の強化」「教職員の
役割と評価の明確化」「財務体質の強化」
など、大学制度の抜本的改革につながる
ものを多数含んでいると共に、具体的な
数値目標も提案しました（P12-13参照）。
この実現により、本学がアジアのリーディ
ングユニバーシティとして世界に貢献する
ことを目指しています。

    グローバルリーダーを育成し
    社会へ輩出する

―“Waseda Vision 150”の核である

グローバルリーダーの育成に注力すること

の意義を教えてください。

　社会が混迷の一途をたどる今、日本が
世界の発展を牽引するには、どのような
地域や分野であってもグローバルな視点
を持って活躍できる人材の育成が重要だ
と言われています。本学では以前からグ

“Waseda Vision 150”
イチ・ゴー・マル

改革の概念図

教 旨教 旨教 旨教 旨教 旨教 旨教 旨

１．学問の独立　－世界へ貢献する礎－ ２．学問の活用　－世界へ貢献する道－ ３．模範国民の造就　－世界へ貢献する人－

V i s i o n

１．世界に貢献する高い志を持った学生 【基軸１】 人間力・洞察力を備えたグローバルリーダーの育成
２．世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究 【基軸２】 未来をイノベートする独創的研究の推進
３．グローバルリーダーとして社会を支える卒業生 【基軸３】 校友・地域との生涯にわたる連携の強化

教育・研究
ビジョン

４．アジアの大学のモデルとなる進化する大学 【基軸４】 進化する大学の仕組みの創設大学経営
ビジョン

核心戦略

入試戦略
◦入試制度の抜本的改革

教学戦略
◦グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築
◦教育と学修内容の公開
◦対話型、問題発見・解決型教育への移行
◦大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進
◦早稲田らしさと誇りの醸成をめざして　-早稲田文化の推進

展開戦略
◦独創的研究の推進と国際発信力の強化
◦世界のWASEDAとしての国際展開
◦新たな教育・研究分野への挑戦

経営戦略
◦教職員の役割と評価の明確化
◦財務体質の強化
◦進化する大学の仕組みの創設
◦早稲田を核とする新たなコミュニティの形成
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ローバルリーダーの育成に力を入れてきま
した。本学が考えるグローバルリーダーと
は、海外で活躍する人材という狭い意味
にとどまりません。地域社会の隅にあって
も、主体的に考え、多様な価値観を持った
人材をまとめ、新しい方向性を提示し、自
ら行動する人材を含みます。現代は、社会
の隅々にまでグローバル化の波が及んで
いますし、同じ日本人であっても価値観が
多様化しています。どこにいてもグローバ
ルな視点や感覚は必要となります。
　本学では国際感覚を養うため、すでに
春・秋入学の実施や、英語で学位を取得
できるプログラムを6学部10研究科に設
置。さらに、2013年度からはクォーター制

（4学期制）※を順次導入していく予定で
す。これにより、海外の大学で6月や7月に

行われるサマープログラムへの参加が容
易になり、派遣学生や外国人留学生の増
加につながると共に、海外の研究者との
共同研究、さらにはボランティアなどもさ
らに活性化するでしょう。また2014年度に
オープンする中野の国際学生寮では、寮
内での国際教育プログラムを充実させる
計画です。外国人学生と地方出身の日本
人学生が混住し、異なる価値観や文化的
背景を持つ者同士で共に学び生活するこ
とにより相互理解を進め、豊かな人格と将
来にわたる人脈の形成に寄与することを
期待しています。

―グローバルリーダー育成のために、教

育面で力を入れたいことを教えてください。

　グローバル社会の中で、文化的・宗教的

背景や価値観の異なる人 と々意思の疎通
を図るには、それぞれのバックグラウンド
を理解するための幅広い教養が必要で
す。教養を育む方法は二つあります。一つ
は基礎教育と従来型の教養科目です。す
でにチュートリアル・イングリッシュ※、学術
的文章作成能力、数学的思考力、IT技術
の活用など、基礎的なスキルを伸ばすため
の教育プログラムは整いましたので、今後
は教養科目の内容をより一層充実させて
いきたいと考えています。もう一つは、専門
性を高める中で養う幅広い教養がありま
す。例えば私の専門である法律は、経済や
社会、政治、文化などさまざまな知識がな
ければ法律の解釈も新しい法律の作成も
できません。つまり、グローバルリーダーに
求められる洞察力、論理的な思考力、創
造力を涵

かんよう

養するためには、その基礎にな
る幅広い教養教育が必要なのです。
　本学では教養教育シンポジウムを8回
にわたり開催し、教養教育のあり方につい
て全学的な検討を繰り返してきました。手
法の一例として、学部・研究科の垣根を越
えた「学部横断的な教育プログラムの設
置」、新しい教育手法を可能とする「ICT

（情報通信技術）の活用」、学生が主体的
に考え議論する力を育む「対話型、問題
発見・解決型教育の拡充」を図っていま
す。また学生は、教職員とは異なる立場か
ら大学と社会のあるべき姿を考え、教職員
と共に大学を支え進化させる大切な一員
です。教育・研究支援業務などへ積極的
に参画することで大学における自らの存
在意義を自覚し、卒業後には社会を支え
る一員としての責任感を身につけることが
できるでしょう。
　他にも、平山郁夫記念ボランティアセン
ター（WAVOC）による国内外でのボラン
ティア活動をはじめプロフェッショナルズ・
ワークショップ※やインターンシップなど、
社会におけるさまざまな体験型学習の機
会を提供。これらの体験型学習も教養教

“Waseda Vision 150150”

グローバルリーダー育成概念図

グローバルリーダー

叡智 志
実行力

教養教育

体験科目

外国語科目

基礎教育

専門教育

分析・考察・思考力

分析・考察・思考力

◦海外大学院
　進学準備
◦英語による
　卒業論文

◦論文
◦ディスカッション
◦プレゼンテーション

教養教育

◦座学
◦モバイルラーニング
◦対話型学習
◦オンデマンド講義

◦共同研究
◦プロジェクトベースト
　ラーニング（PBL）

◦ボランティア科目
◦インターンシップ
◦フィールドワーク

◦グローバル科目
◦海外実習科目
◦プロフェッショナルズ・
　ワークショップ

理論的
アプローチ

理論的
アプローチ

理論的
アプローチ

実践的
アプローチ

実践的
アプローチ

実践的
アプローチ

実地施行

実地施行

実地施行

全
学
共
通
副
専
攻

科
目
群

専
門
科
目

全学共通教育科目
全学基盤教育科目
文章 英語 数学 情報

キ
ャ
ン
パ
ス
外

キ
ャ
ン
パ
ス
内
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育の一翼を担います。すべての学生が、留
学、海外フィールドワーク、国際ボランティ
アなど海外での学習を経験するためのプ
ログラムも整えています。

―早稲田の多様さを語る上でも、社会人

学生の占める割合は大きくなっていると思

います。社会人向けプログラムについての

展望を教えてください。

　社会において、高度な専門知識を求め
る職業人の増加と同時に、自身の能力を
磨きキャリアアップを図る人の流動化が
進んでいます。大学は、それらの人たちが
学ぶための受け皿として、多様なニーズに
応えた教育システムおよび内容を提供す
るという社会的責任を担っています。
　本学では従来から社会人教育に力を
入れてきました。専門職大学院としては日
本で一番充実した教育カリキュラムを編
成しており、より高度で実践的な能力を求
める社会人学生のニーズに応えています。
さらに従来型の研究大学院の社会人入
試を充実させるなど幅広い受け入れ体制
を整えています。一方で、学位にこだわら
ず専門性を高めたいとのニーズに対し、ノ
ンディグリー・プログラム※、短期集中セミ
ナーなどを設置しています。
　大学内でいろいろな世代や多様な分
野で活躍する人たちが交流することで、
グローバルリーダーの育成に2倍、3倍もの
相乗効果があると考えています。今後も一
層、国内外の社会人に向けたプログラム
の充実を図ります。

    早稲田の魅力を
    世界へ、未来へ

―創立150周年を迎える2032年に残し

たい早稲田らしさとは何でしょうか。

　「早稲田らしさ」とは「在野・反骨・進
取」あるいは「自由・独立・多様性」と形容
され、建学以来の伝統と言えます。その根

本は、教旨「模範国民の造就」に根ざし
た進んで社会のために尽くすという利他
の精神です。個性豊かで進取の精神にあ
ふれた、多様な学生が切磋琢磨する中で

「早稲田らしさ」が育まれています。
　また「早稲田文化」とは、教旨をはじめ
130年にわたる歴史と伝統、校風、そして
集まり散じた多様な人々の総体、かつそ
こから生まれる精神的な価値を指してい
ます。これは歴史の積み重ねが醸し出す
キャンパスの雰囲気、図書館や博物館が
所有する文化資源、さらに文化的な催し
や学生のサークル活動などの中に脈 と々
伝わっています。
　こうした「早稲田らしさ」「早稲田文化」
を受け継いだ学生が卒業し、それぞれの
地域、分野の中で活躍し、早稲田に対す
る信頼を築いてきました。この伝統を継
承し、早稲田の誇りをさらに醸成していき
たいと考えています。

―大学に関わる皆さんへのメッセージを

お願いします。

　社会的存在である大学は、教職員や学
生をはじめ企業や官公庁、地域、校友、ご
父母などと連携を深める中で成り立って
います。ビジョンの実現のためにも、教育・
研究などを通して戦略的パートナーシッ
プを築くと同時に、共に大学を育てるとい
う視点から知恵あるいは精神的、物質的
支援などの幅広いご助力をいただければ
と思います。

――創立150年に向けた意気込みをお聞

かせください。

　現在、大学自体の役割が大きく変わり、
世の中の大学を見る目は厳しくなっていま
す。文部科学省は人材育成の重要性につ
いて触れた大学改革プランを策定、経済
界からも大学に対してさまざまな提言が
あります。大学の現状への批判が多いの
は、それだけ大学に対する社会全体の期
待が高まっているからだと思います。
　“Waseda Vision 150”は、本学がかね
てより進めてきた大学改革を、さらに前進
させるための方向性を提言したものです。
20年、30年先の地球社会に貢献できるグ
ローバルリーダーを育成するという本学
の中長期ビジョンは、日本の大学にとって
今どのような改革が必要なのかを議論す
る起爆剤となるでしょう。そして早稲田の
ブランド力を高めるだけでなく、国際的な
大学間競争の中で日本の大学の地位を引
き上げると期待しています。それが早稲田
の目指すアジアのリーディングユニバーシ
ティなのです。

※ クォーター制（4学期制）：1年を4学期にわけ、
短期集中的に単位を取得できる制度。海外では
クォーター制を採用している大学が多い。

※ チュートリアル・イングリッシュ：チューター1人
に学生4名という少人数で行うグループレッス
ン。英語を「話す」「聞く」力の修得が目的。

※ プロフェッショナルズ・ワークショップ：大学と
企業が一体となって取り組むプロジェクト。企
業の課題に対し、学生がプロフェッショナルズ

（企業人）と共同で課題解決に取り組み、企業
経営陣に解決策を提案する。

※ ノンディグリー・プログラム：学位を取得せず、
専門的な知識の修得に徹した教育課程。
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卒業までに全ての日本人学生が留学・海外フィールドワーク、
国際ボランティアなどを経験します。

現在 2,399人 2032年全学生
全員が海外留学

高等教育・研究に関する国際的環境の変化に対応するため、
20年後には外国人学生を全学生の20％にします。

現在 4,362人 2032年10,000人

5人に1人が留学生

人間力・洞察力を備えた
グローバルリーダーの育成

現在 6学部 ％、 9大学院 ％ 2032年

外国語による授業が半分
学部、大学院
ともに 50％

学生が能動的に授業に参加し、ディスカッションやグループワークなどを活用しながら
理解を深める授業を大幅に増やします。

ほとんどの授業を対話型、
問題発見・解決型に

現在 29学部 ％、 55大学院 ％ 2032年 学部 大学院75 80％、 ％

20年後の早稲田大学がどんな姿になっているのか、
より具体的なイメージを持つために、
数値目標で現在と20年後を比較してみましょう。

2032年の早稲田大学
数字で見るWaseda Vision 150

学部生 43,974人

9,357人大学院生

現在
2032年

学部生 35,000人

大学院生15,000人

学部生を2割減、大学院生を1.6割増に

教育の質向上のために学部生を減らし、社会情勢の変化に対応できる
高度人材を育成するために大学院生を増やします。
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校友・地域との生涯にわたる
連携の強化

ビジネス講座（WBA・WBS）、日本語講座、エクステンションセンターなどの
社会人教育プログラムの拡充と多様化を図り、教育上の社会貢献を行います。
※延べ人数

現在 34,944人 2032年50,000人

社会人学生を5万人※に

進化する大学の仕組み

常勤教員を増やしつつ、全体の科目数を削減し、
一つの授業に注入する教員のエネルギーを高めます。

現在 1,679人 2032年2,000人

常勤教員を約20％増

未来をイノベートする
独創的研究の推進

外部研究資金で研究事業を自立的に推進する体制を作るために、
20年後までに収入の約20％を受入研究費にすることを目指します。

現在 89 億円 2032年200億円

受入研究費を２倍以上に！

財務体質の強化のため、寄付金を20年後までに
収入の約10％にすることを目指します。

現在 22 億円 2032年100 億円

寄付金を収入の約10％に

女性教職員の参画を推進し、多様な視点と思考の導入を進めます。

女性教員を30％、女性職員を50％に

現在 226 人 2032年 600人女性教員 女性教員

現在 344 人女性職員 2032年 537人女性職員

〈絵／薮野 健　理工学術院教授〉
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    自己犠牲を払っても
　 人を助けられる人材

大野　“Waseda Vision 150”は、グロー
バルリーダーを育成するための13の核心
戦略で構成されています。そもそも早稲田
大学は、創立から約20年後の1904年には
清国留学生部を設置し、数多くの留学生
を組織的に受け入れました。ある時期の
アジアからの留学生が全学生に占める割
合は20％を超えていたそうです。近年に
入っても、1998年には日本語と英語の2言
語教育制度を導入したアジア太平洋研究
科をスタートし、2004年には全ての授業
を英語で行う国際教養学部を開設しまし
た。1980年代から増やし続けてきた海外
大学等との協定は、現時点で約500にもの
ぼります。
エルウッド　つまり早稲田は、創立当時か
らグローバルでリーダーとなる人材を育て
ていて、その伝統が脈 と々伝わっているん
ですね。
大野　そうなんです。 “Waseda Vision 150”
で早稲田が育てたいグローバルリーダー
は、他者の幸せを第一に考えられるリー

ダーです。大隈重信は、「人間は知識を身に
つけると、ともすると利己的になる。自分の
ことを優先してはいけない。大学では人格
教育が大切だ」と言ったそうです。知識を
得たら自分のために使うのではなく、他人
のために役立てるという大隈重信の教え
が早稲田の伝統です。例えば、本学出身
者で「日本のシンドラー」と呼ばれた杉原
千畝という外交官は、第二次世界大戦中
にリトアニアの領事館に赴任していました
が、ナチス・ドイツに迫害された難民を救う
ために、外務省の指示を無視して約6000
人にビザを発給して彼らの命を救いまし
た。正しいと思ったことは、自分が犠牲に
なっても行動する。早稲田が育てたいグ
ローバルリーダーは、そういう人です。
エルウッド　グローバルリーダーの活躍の
舞台は、海外でも日本でもいいんですよね。
大野　早稲田は昔から、各地方から学生
が集まり、卒業後は地元で地域のために
働く人材を多く輩出してきました。今は世
界中から学生が集まり、自国に戻って活
躍しています。つまり、グローバルリーダー
とは、一個人がグローバルな人間になると
いう意味ではなく、コミュニティを引っ張っ

ていく人材です。グローバル（世界）、リー
ジョナル（アジア地域）、ナショナル（日
本）、ローカル（地方）のどこで活躍しても
いいんです。しかし今の時代は、どこにい
てもグローバルな視点が必要です。常にグ
ローバルな視野とマインドで世界を見て、
人 を々リードしてほしいと考えています。
エルウッド　素晴らしいですね！ 大野先
生の熱弁を聞いて感動しました。最近、日
本の学生は内向きだと言われますが、米
国に比べれば日本の学生は世界を見てい
ると思いますし、早稲田の学生はそんなに
内向きではないと思います。
大野　いい暮らしをするために勉強しよ
うと思っていた学生が、人 を々幸せにする
ために学ばなければならないことに早稲
田で気付き、世界に散って行けば、世界は
平和になると思います。それくらいの気持
ちで人を育てたいですね。
エルウッド　本当にそう思います。他者の
幸せを第一に考えることは、人として一番
大切なことだし、人生の生き甲斐になると
思います。
大野　人が笑顔でいることがうれしい自
分でいたいですよね。もともと早稲田に

  世界中の人々 を幸せにする
   グローバル リーダーを

  育てる ために 

対   談

おおの・たかひろ
早稲田大学理工学部卒業、同大学院
理工学研究科博士課程修了。工学博
士。同学部専任講師、助教授を経て、
1995年教授。2006年11月国際部長、
2010年11月より教務部長。

      早稲田大学が育てたいグローバルリー ダーとは具体的にどんな人材でしょうか。
              “Waseda Vision 150”の策定に あたった大野髙裕教務部長と

  米国出身のケイト・エルウッド商学学術院 教授が、グローバルリーダーを育てるために、
           教育の現場で感じている課題、目指 したいことを熱く語り合いました。

大野髙裕
理工学術院教授
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はいいハートを持っている学生が多い。
WAVOC（早稲田大学平山郁夫記念ボラ
ンティアセンター）には、多数の学生が参
加していて、東日本大震災の復興支援に
はこれまで延べ約3000人が参加していま
す。そのハートを生かせるように、私たちが
仕掛けを作っていかなければなりません。

　 早稲田のキャンパスを
　 グローバルな環境に

大野　グローバルリーダーを育てるため
に大学にできることは、内向きの学生の殻
を破る仕掛けづくりです。その施策の一
つが、海外からやってくる留学生の数を現
状の約4000人から１万人にする計画です。
早稲田のキャンパスそのものをグローバル
にしたいと思います。面白いと思ったのは、
タンザニアからの留学生と友だちになっ
た日本人学生が「あなたの国に行きたい」
と言って留学先をタンザニアにしたという
話。もし出会っていなかったら、興味を持
つこともなかったかもしれません。そんな
シチュエーションをたくさん作りたいです。
日常がグローバルで、海外に行きたくなる

ような環境にしたいですね。日本全体で
見ると、留学する学生は2004年の８万人
をピークに、現在は６万人弱に減っていま
す。でも早稲田単体で見れば留学する学
生は増え続け、現在では年間約2500名の
学生が長期・短期の留学をしています。グ
ローバルキャンパスができつつあること
が、功を奏しているのではないでしょうか。
エルウッド　そう思います。私は国際教養
学部と一緒の11号館にいるので、エレベー
ターに乗るたびにいろいろな言語が聞こ
えてきます。本当に良いのは留学生と仲良
くなることですが、ほんの少し接点がある
だけでも、相手の国に関心を持つきっか
けになると思います。
大野　やはり、リアルに世界と触れないと
だめですよね。今の若い人たちは、インター
ネットの情報で何でも分かったような気
になっています。しかしそれでは物事の本
質がつかめない。そこで、私が考えている
のは、大学で理論と実践のスパイラルを起
こすことです。例えば、実践で短期留学を
して、語学力だけでなく自分に何も語るべ
き、あるいは貢献できる中身がないことに
気付いて、日本に帰って来てそれに関する

理論を勉強する。それでまた留学をして
手応えを感じ、自信をつけて社会に出て行
く。そんなスパイラルを起こしたいですね。
エルウッド　20年後には、全員が海外留
学するという目標になっていますね。
大野　日本と海外を行き来する学生が増
えることに際し、大学としてはリスク面か
らもコスト面からもしっかりフォローして
いきたいと考えています。現在、早稲田大
学の職員が駐在している海外拠点が10カ
所あり、きめ細やかなサポートをしていま
すし、コスト面では、1か月の滞在でエアチ
ケットも含めて約10万円で行けるような短
期留学も用意しています。
　短期留学を後押しする制度として、2013
年4月から、17の学部・研究科でクォーター

（4学期）制の本格的な導入を開始します。
留学のハードルはますます低くなるでしょ
う。また教員も夏休みと前後のクォーター
を組み合わせるなどすれば、これまで以
上にまとまった研究時間が確保できるだ
けでなく短期の在外研究にも行きやすく
なります。

　 生きて行くために必要な
　 考える力を伸ばしたい

大野　これからは、一人の学生に対して、
教員だけでなく、職員、地域の人、企業の人
が学生に関与していくべきだと思っていま
す。昔の子どもたちは、地域コミュニティの
中でいろいろな大人に関わりながら成長し
ました。その環境を大学4年間で作りたい
と考えています。これからの大学はいろい
ろな年代の人が学ぶ場になるでしょう。 

  世界中の人々 を幸せにする
   グローバル リーダーを

  育てる ために 

対   談

ケイト・エルウッド
1983年にペンシルベニア大学から留学生と
して来日。国際基督教大学に編入、日本史を
専攻。同大学卒業後、日本企業勤務を経て、
コロンビア大学ティチャーズ・カレッジ英語
教授法修士課程修了。2002年より本学商
学部専任講師をつとめ、2009年に商学学
術院教授。研究テーマは異文化語用論。

      早稲田大学が育てたいグローバルリー ダーとは具体的にどんな人材でしょうか。
              “Waseda Vision 150”の策定に あたった大野髙裕教務部長と

  米国出身のケイト・エルウッド商学学術院 教授が、グローバルリーダーを育てるために、
           教育の現場で感じている課題、目指 したいことを熱く語り合いました。

ケイト・エルウッド
商学学術院教授
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大学内に若者も老人も一緒になったコミュ
ニティができたら面白いと思います。そのコ
ミュニティに、早稲田の街全体も巻き込ん
でいけたらいいなぁと思い描いています。
エルウッド　早稲田の「門のない大学」と
いう表現は、本当に素敵ですね。街全体で
ダイナミックに教育を考えると可能性が広が
りそうです。在学中にいろいろな出会いを
通して、考える力を伸ばしてほしいですね。
大野　今の学生は、知識はあっても考え
る力が弱いというのが残念なところです。
エルウッド　ある学生が難しい本を一生
懸命読んで口頭試問に臨んだけれど先
生の質問は「なぜこの本が書かれたの
か」という１問だけで、答えられなかったそ
うです。「なぜそうなのか」を考えていない
んですね。
大野　これからは、一方的に知識を詰め
込む授業ではなく、ディスカッションやグ
ループワークにもっと時間を割くようなカ
リキュラム設計を進めていきたいと考えて
います。
エルウッド　４年間は長いようで短いで
すから、１年生のうちから、自分が何のた
めに早稲田大学で学ぶのかを考えさせた
いですね。商学部では、以前から１年生で
も受講できるプロゼミ（総合教育科目演
習）という科目があり、好評です。早いうち
に自分の課題を見つけるためにもゼミ形
式の授業を充実させられるといいと思っ
ています。
大野　いろいろな学部で１年生のうちか
らゼミの必修化を始めています。モチベー

ションが高い１年生のうちに、少人数のゼ
ミで身近な話題を議論する機会を作り、自
分たちの議論には中身がなく、もっと勉強
しなければならないことに気付いてほし
いです。
エルウッド　ディスカッションするとお互
いの考え方を学ぶことができますし、知識
は何のためにあるのか、知識をどう使うか
を考える機会になりますね。

　 “Waseda Vision 150”で
　 世界をHappy-Happyに

エルウッド　他者の役に立つ人材になる
ためには、他者をよく理解しなければなり
ません。それはまさにコミュニケーション
能力です。コミュニケーションというと、発
音、文法、単語という話になりがちですが、
それはコミュニケーションを支える要素に
過ぎません。本当のコミュニケーション能
力とは、他者の考えを聞く力です。同時に、

伝える力も大切で、自分の常識で話そうと
しても相手は何を言っているかさっぱり
分からないこともあります。例えば、謝罪し
ているつもりなのに向こうが謝罪とは認め
ないような言い方になったりします。あらゆ
る場面で通用するコミュニケーション能力
を教えたいと思っています。
大野　リーダーは聞く力が必要ですね。
相手の意見を受け止めた上で、自らの信
念で行動できる人です。ちなみに、素晴ら
しいリーダーは素晴らしいフォロワーにも
なれる人だと思います。
エルウッド　迎合することもないし、自分
の意見を押し付けることもない人ですね。
大野　もしも20年後の世の中が、私たち
が理想とするリーダーを必要としていな
かったなら、大隈重信が作った早稲田大学
のミッションは終わったということになりま
す。でもそんなはずはありません。賛同して
くれる人を一人でも多く増やし、他の大学に
もこの考え方を広めていきたいですね。
　 “Waseda Vision 150”に込めたのは、
早稲田が世界を救いたいという想いです。
グローバルリーダーを育て、みんなが幸
せだと思える社会に近づけたいと思いま
す。私は勝ち負けが前提にあるwin-winと
いう言葉があまり好きではありません。そ
うではなくてHappy-Happyな社会にした
い。いろいろな価値観のHappyがありま
すが、みんながそれぞれ幸せになれる社
会です。これからの20年間で、たくさんの
Happyを導きだせるような人材育成を実
現しましょう！

20
年
後
も
早
稲
田
の
使
命
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。

他
者
に
役
立
つ
こ
と
の
で
き
る

本
当
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

教
え
た
い
で
す
ね
。
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    考えと情熱を
　 自分の言葉で伝える

— 組織や国境の壁を越えて活動するこ
との楽しさ、グローバルリーダーとして心掛
けていることをお聞かせください。
　いろいろな地域の人たちと新しい仕組
みを作っていくことにワクワクしています
し、達成感を感じています。もちろん、バッ
クグラウンドが異なる人 と々コミュニケー
ションする上では、誤解が生まれ、苦労す
ることもあります。例えば、「ヘルシーな食
生活」と言っても、地域によって捉え方は
違いますし、たくさんの候補の中から支援
先を選ぶときもなかなか意見がまとまりま
せん。しかし、自分たちは何を目指してい
るのか、そのためにはどうすればよいかを
自分の言葉できちんと語ることができれ
ば、必ず共感してもらえます。多少語学力
が貧しくても、自分の考え方と情熱を伝え
ることさえできれば問題ありません。
　また、99％のメンバーが無償のボラン
ティアで参加していますから、楽しさを感
じることができないと、やる意味がありま
せん。各国のTFTのリーダーと話すとき
は、活動のどこにやりがいを感じている
か、楽しんでいるかを気に掛けています。

— 早稲田が育てたいグローバルリー
ダーは「地球市民一人ひとりの幸せの実
現をリードする能力と意志を持ち、地球規
模の視点で思考・実行する人材」です。どう
思われますか。

　「地球市民一人ひとりの幸せの実現」が
謳われているのがよいですね。今、「幸せ」
の定義が変わってきています。経済発展
だけでなく、人々の精神の充実も同時に
実現してはじめて、幸せな社会と言えます。
日本は幸せな社会が実現できる国だと信
じています。

 
    学生が自由な時間を
    最大限活用できる大学に

— 2032年の社会はどうなっていてほし
いですか。
　現在、TFTの国内の協力者は増えてい
ますが、国外では点に過ぎません。今ある
点をつないで、面にしていけるよう、いろい
ろなことにトライし、支援先をアフリカだけ
でなくアジアにも広げていきたいと思いま
す。2032年には、TFTの活動を通じて、食
事を平等に分かち合える世の中になって
いてほしいです。

— 大学に期待することは何ですか。
　就職活動期間を考えると、大学生活は
実質2年半しかありません。ただ知識を得
るだけでなく、さまざまな価値観に触れた
り、友人と心ゆくまで議論したり、こんな
に自由な時間はありません。この時期を
最大限に活用できるよう、大学のあるべ
き姿を、大学と学生、企業が対話していく
ことが必要ではないでしょうか。学生が、
自身の価値観や経験を、アウトプットでき
るような環境を大学がもっと支援できた
らいいですね。これからも、早稲田の進取
の精神で、日本の大学改革のムーブメント
を起こしてほしいと思います。それから大
学では、学生が情熱的な先生にたくさん
出会えると良いと思います。先生が疲れ
ていたら学生も辛くなります。大学に求め
られているのは、情熱に溢れ、キラキラと
輝く先生に出会える場であることではな
いでしょうか。

現在、TABLE FOR TWO International（以下TFT）代表として、世界を飛び回って
活躍している小暮さん。グローバルリーダーとして大切にしていること、大学に期待
することについてお伺いしました。

グローバルな舞台で活躍する卒業生に聞く

2032年には、食事を平等に
分かち合える世の中に

こぐれ・まさひさ
1972年生まれ。本学理工学部卒業後、オーストラリアのスインバン工科大で人工心臓の研究を行う。1999年、同
大学修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。同社米国ニュージャージー支社勤務を経て、松竹株
式会社に入社。その後、先進国の肥満と開発途上国の飢餓という２つの問題の同時解決を目指す日本初の社会貢
献事業「TABLE FOR TWO」プロジェクトに参画し、2007年NPO法人「TABLE FOR TWO Internationalを創
設、代表理事に就任。2011年、シュワブ財団・世界経済フォーラム「アジアを代表する社会起業家」に選出、日経イ
ノベーター大賞優秀賞を受賞。2012年、Forbesが選ぶ「アジアを代表する慈善活動家ヒーロー 48人」に選出。

グローバルNPO法人
「TABLE FOR TWO International」代表

小暮真久さん

ルワンダで給食の時間

小暮真久さんの近著
「社会をよくしてお金も稼げる
しくみのつくりかた」
ダイヤモンド社

小暮真久さんの近著小暮真久さんの近著小暮真久さんの近著小暮真久さんの近著小暮真久さんの近著小暮真久さんの近著小暮真久さんの近著

TFTプログラム参加企業の
食堂の様子

ルワンダの子どもたちと

NPO法人「TABLE FOR TWO International」
先進国のひとりが、対象となるヘルシーメニューの定食や食品を1食購入すると、開発途上国の子どもひと
りに学校給食1食（日本円で20円）が贈られるというプログラムを展開しています。
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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。

［プロフィール］
はせがわ やすちか
1946年生まれ。1970年本学政治経済学部卒業後、武田薬品工業入社。
1993年米アボット・ラボラトリーズとの合弁会社であるTAPファーマシュー
ティカルズ社長、1995年TAPホールディングス社長。2003年６月武田薬品
工業代表取締役社長に就任。2010年からは研究開発志向型の製薬企業の
業界団体である、日本製薬工業協会の会長を務める（〜 2011年5月）。2011
年より経済同友会代表幹事。

―早稲田大学政治経済学部を選ばれ

た理由をお聞かせください。

　私は山口県の生まれ、すなわち明治と

いう近代国家形成の一角を成した長州藩

の出身です。今、振り返ると、私の気質は、

建学の理念である「進取の精神」に通じ、

また、体制や権力に迎合しない性格は、

「在野の精神」「反骨の精神」に合致して

いたのでしょう。早稲田大学の前身である

「東京専門学校」は、政治学と経済学の

融合を目指した学び舎として創設された

経緯もありますので、政治経済学部を選

んだのは自然な流れだったと思います。

とはいえ、実は、数学が受験科目にない大

学・学部で一番レベルの高いところを選

んだ、という面もあります。

——どのような学生時代を過ごされましたか。

　私が入学した当時は、学園紛争の最中

で、授業が無い日が続いていました。親

からの仕送りもそれほど多くなかったた

め、当時一緒に下宿していた姉に勧めら

れてアルバイトを始めたのですが、気がつ

いたら、そちらが本業のようになっていま

した。アルバイトは家庭教師もやりました

が肉体労働がほとんどでした。しかし振

り返えると、さまざまな職種を経験したこ

日本を代表する製薬会社のトップであり、
経済三団体の一つ「経済同友会」の代表幹事としても経済界をリードする長谷川さん。
ご自身の学生時代や「Waseda Vision 150」にも掲げられている「グローバル人材」についてお聞きしました。

国際的な発展に貢献する
真のグローバル人材の育成に期待

essage to the next generation
M

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

長谷川 閑史
さん

自身の気質に合致した
「進取の精神」
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とは決して無駄ではなかったと思います。

大学では一番食事代が安くあがる学食

にはよく行きましたが、勉強をした記憶は

ほとんどなく、アルバイトをしては大好き

な山登りをしていました。

　現在でもそうですが、あの当時から本

を読むことは好きでした。学生時代にた

くさんの本を読んだことが、論理的思考

力を鍛えるのに役立ったと思います。

——武田薬品工業に入社後、ヨーロッパ、

米国と、13年にわたる海外勤務の中で、得

られたものは何ですか。

　米国で生活した10年間でさらに論理的

思考力を高めることができました。米国人

は徹底した論理的思考を持っていますの

で、社長の私が何か頼むと、必ず「Why?」

と返ってきます。こちらは「Because, 1, 2, 

and 3」とディベートの鉄則に則って説明

しなければなりません。サポーティングエ

ビデンスというロジックを使わなければ、

きちんと納得してもらえないのです。ロジ

カルに説明できないと組織も人も動かな

い。こうした日常の訓練が自分の論理的

思考を磨くことに役立ちました。

　ヨーロッパ、米国での生活を通じて、そ

れぞれの文化の違いを実感できました。

ヨーロッパには異文化交流の歴史があり

ますので、違う民族、言語、宗教に対して

理解があります。日本人はいろいろな面で

ヨーロッパの方がなじみやすいと感じてい

ます。一方、米国は一見、平等であり、明る

い印象を受けますが、実は公民権運動の

歴史があるように、依然として偏見や差別

はあります。しかしながら、それを是正し

ようと努力もしています。また米国は、チャ

レンジの機会を何度でも与えてくれる国、

英語では“One door closed, the other 

opens.”という表現が当てはまる国です。

——「Waseda Vision 150」では、グロー

バルに活躍する人材の育成を重視してい

ます。長谷川さんが考えるグローバル人材

とは、どのような人材でしょうか。

　国内市場が縮小していく中、企業が持

続的な成長を実現していくためには、成

長市場でビジネスチャンスを獲得してい

かなければならないのは明らかです。海

外でビジネスを展開していく上で、グロー

バルマインドを持って外国人と対等に交

渉ができ、自社の国際的な発展に貢献で

きる人材が求められています。英語力はも

ちろんのこと、異なった文化や背景、多様

な考え方を持った人 と々議論を交わし、

そこから創造性を発揮できることも重要

な要素だと考えます。また、日本のことに

ついて語れる一般教養も必要です。

　日本は、1,000年以上移民を受け入れて

こなかったため「以心伝心」という言葉に

代表されるように暗黙知が多い。そんな

日本が海外と渡り合うには、議論や説明

をロジカルに行う過程を経て意思決定に

つなげる必要があります。

　学生の皆さんには、論理的思考に基づ

いたディベートによって相手を説得できる

力を養っていただきたいですね。そして、

グローバルに事業を展開する企業に就職

したいのであれば、日本人学生や日本に

来ている留学生だけではなく、海外の学

生とも競争しているという現実を直視し

てほしいと思います。

　当社は、早稲田大学で英語による寄附

講座を開設しています。プレゼンテーショ

ンも、その後の学生とのQ&Aセッション

もすべて英語で行っています。企業側とし

ても、学生の皆さんの前に積極的に出て

行って、企業への理解と我々がいかなる

人材を求めているのか理解してもらうた

めの努力をしています。

——大学の人材育成に対して、どのように

お考えですか。

　卒業生の8 〜 9割が企業に就職するの

であれば、各企業が望む人材の育成に努

めなければならないのは当然です。企業

がどのような人材を求めているのか真剣

にマーケットリサーチをするべきでしょう。

　大学と企業のトップ同士が率直に話す

機会はありますが、双方の現場レベルで

具体的なイメージを持ち、また理解するに

は時間がかかります。大学の就職担当者

と企業の採用担当者が直接会い、企業が

求める人材の育成について忌憚なく話し

合う機会を持つことが必要だと思います。

そうすれば、企業が求める人材と大学が

育てる人材のミスマッチを改善する一助

になるはずです。

——これからの早稲田大学に期待するこ

とをお聞かせください。

　「Waseda Vision 150」では、学部の学

生を現在より2割減らして3万5千人とし、

少人数クラスによる対話型や問題解決型

の授業を増やし、全学生に留学や国際ボ

ランティアを体験させるといったプランが

挙げられています。これらの施策を、私は

非常に高く評価しています。今後も留学

生と一緒に英語を学ぶ機会をさらに増や

し、留学生受け入れ人数No.１を維持し、

グローバルリーダーの育成にさらに注力

して、世界を牽引する人材を各分野に輩

出していただきたいと大いに期待してい

ます。

「Waseda Vision 150」
への期待

徹底した論理的思考を
得た米国時代

昨年6月に本学で行われた「東日本大震災復興支
援プロジェクト」の一環として講演し学生の質問に
答える長谷川氏
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　学生時代、人類学者のオスカー・ルイスの
「貧困の文化―メキシコの〈五つの家族〉」とい
う本を読み、ラテンアメリカに関心を持ちまし
た。メキシコの貧困層の様子を淡 と々綴

つ づ

ったそ
の本は、私に「貧困」への強烈な印象を与えま
した。しかし私の通っていた大学にはラテンア
メリカを専門に研究している先生がいなかった
ため、大学院は他大に進みメキシコの農地改革
や農民運動を研究しました。
　修士課程修了後、筑波大学のラテンアメリカ
特別プロジェクトに準研究員として在籍し、メ
キシコの政治史（19世紀末から1930年代）につ
いて研究しました。政府の奨学金で1年間メキ
シコへ留学する機会もあり、有意義な日々を送
りました。しかし私が日本に帰国するタイミング
で特別プロジェクトは終了。そんな時に上智大
学のイベロアメリカ研究所で助手を探している
との話があり、お世話になることになりました。
こうして、通常とは違う形でしたが、自然と研究
者の道を歩みはじめたのです。
　当時、ラテンアメリカ研究は学問領域として
確立途上にあったこと、そして1982年の債務危
機などにより、この地域に対する日本での関心
が高まっていたことがプラスに影響し、比較的
研究者になりやすかったのかもしれません。法
律学・経済学などすでに体系が整っている他
の分野とは異なり、マイナー分野のためか女性
研究者が多く、苦労といえるものはほとんどな
かったと思います。

　メキシコの魅力は、ちょっとつっぱったスタ
ンスを持っているところです。地理的に隣国ア
メリカの影響を受けやすいにも関わらず、それ
をはねのけて農地改革を行ったり、独自の外交
姿勢を貫いたりしてきました。また、メキシコの
人々には貧困の中にあっても相手を思いやる
心の豊かさがあります。地域研究は現地感覚
が非常に重要ですので、極力年1回は現地に行
くように心掛けてきました。最近もメキシコの
先住民の生活調査に行き、現地の人の温かい
心に触れました。取材した26歳の女性が「遠い
日本から来てくれたのに、何のもてなしもできな
かったから」と、後日私のためにトウモロコシで
作った伝統料理を持ってきてくれたのです。し

かも４kmの山道を徒歩で4人の子
供たちを連れてです。すでにその地
を離れていたため後に知人からその
話を聞き、相手を思いやる心の温か
さや誇り高さに感動しました。同時
に、研究に対する自らの姿勢をしっ
かり定めようと誓いました。

　地域研究は学問領域を横断する多角的なア
プローチや現地の視点を重視します。これまで
私はメキシコの政治史を軸に、農地改革や農民
運動、女性運動、市民社会組織、社会政策など
を研究テーマにしてきましたが、そこに通底し
ているのは「貧困」です。農地改革は貧困を是
正する政策の一つですし、貧困や不公正がある
から農民運動が起こる。つまり学生時代に衝
撃を受けた「貧困の文化」を原点に、さまざま
なテーマを通してメキシコの貧困につながる背
景を研究してきたことになります。
　遠い地域の事象でも、複合的な視点から自分
たちの問題と関連付けながら考えることの大切
さを学生たちに強調しています。ゼミでは、しば
しば現地で私が感じたこと、現地発の情報やさ
まざまな意見・解釈を提示するだけでなく、な
ぜそのテーマに焦点を当てるのか、各自の問題
意識も掘り下げていきます。学生たちにもその
点は理解されていると実感しています。ゼミの
研究発表の場では4年生が後輩に「現地の声
も取り入れた方が良い」「日本ではどうなのだ
ろうか」とアドバイスをしたりしていますし、「現
状をみてみたい」と現地まで出かける学生もい
ます。こうした姿を見るとうれしく感じます。一方
で、学生は私が詳しくないラテンアメリカの音楽
やスポーツ、ビジネスなどに興味があったりする
ので、逆にその魅力を教えてもらうことで、自分
の視野を広げさせてもらっています。
　このたび社会科学総合学術院長に選任さ
れ、教育と研究に加え大学運営の一端に携わ
るようになりました。そこで感じることは、多角
的な視点は教育・研究だけでなく、全てにおい
て重要だということです。例えば男性だけで議
論した場合と女性の観点が入った場合では、結
論が異なることがよくあります。特段、女性を意
識する必要はないでしょうが、さまざまな決定
に複数の視点が入ることは良いことだと思いま
す。最近は育児をしながら教育・研究活動をさ
れている女性研究者も増えていますが、それを
当然のこととして応援し、若い研究者がもっと
活躍できる環境を整えていければと考えてい
ます。それはまた、学生にもう一つの将来の選
択肢を示すことにもつながるでしょう。

私の人生を変えた
一冊の本との出会い

研究者としての姿勢を定めた
フィールドワーク

教育・研究にも大学運営にも
多角的な視点を

▶ いつの間にかたまっ
てしまったメキシコ
の伝統的な織物や
民芸品。色使い、形
の面白さが魅力

▲ 調査で訪れたメキシコの村の小学校で
生徒たちと一緒に撮影（2012年8月）

早稲田で活躍する女性研究者を紹介します。

す
べ
て
に
お
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て

多
角
的
な
視
点
を
持
つ
こ
と
が
大
切
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究
」を
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め
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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
。４
回
目
と
な
る
今
回
は
、畑
惠
子
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

プロフィール
はた・けいこ
津田塾大学学芸学部卒業、上智大学
大学院外国語学研究科修士課程修
了。上智大学助手、中部大学助教授を
経て、1993年早稲田大学社会科学部

助教授、1995年より同教授。専門はメキシコを中心とし
たラテンアメリカ地域研究。主な共編著に「ラテンアメ
リカの国際関係」（新評論）、「ラテンアメリカ世界のこ
とばと文化」（成文堂）、「ラテンアメリカ・オセアニア（世
界政治叢書６）」（ミネルヴァ書房）ほか。
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Sean M. HACKETT, PhD   
Assistant Professor,

WASEDA Business School

ショーン・マイケル・ハケット
早稲田大学ビジネススクール助教

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。

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/

I am a citizen of the United States of America, but since 23 June 2011 I have been living in Tokyo with my 

wife and our young daughter. On 01 September 2011 I joined the faculty of WASEDA Business School (WBS). 

I teach the following courses to our MBA students from Japan and around the world: Logical Thinking & 

Negotiations, Entrepreneurial Management, Discussions on Entrepreneurship, Innovation Strategy, Business 

Presentations & Negotiations, and Strategy & Online Business.  My research interests are at the intersection 

of technology management, entrepreneurship, innovation and the internet. Finally, I serve on two faculty 

committees: International Committee and the Public Relations Committee. 

One subgroup within the Public Relations committee is currently focused on a project to redevelop the 

WASEDA Business School English-language website. My participation in this project has required me to 

benchmark leading MBA programs from around the world and to think both deeply and strategically about 

WBS’ value proposition, resource base, competitors, and strategic direction. In the process of developing 

a content strategy for the new website, I have also had to learn how to coordinate and align the interests 

and concerns of the WBS staff, my WBS faculty colleagues, WASEDA University officials, various vendors, 

Japanese society and, most importantly, current and future WBS students, WBS alumni and the corporate 

partners that employ our students after they graduate.

This project has afforded me numerous opportunities to go deep Inside WASEDA Business School in order to 

understand how we create value and how we can create value going forward. And, as a scholar, I am grateful 

for every opportunity to learn. Below, I describe the Mission of WBS and the Six Unique Advantages of the 

WBS MBA Experience as I have come to understand them. After finishing reading this article, if you know 

somebody with a strong interest in Japan and a strong interest in earning an MBA, please encourage them to 

download and complete an application from our (temporary) microsite at www.WasedaMBA.JP.

Mission of WBS
The Mission of WBS is to create value by preparing the next generation of leaders who, with a global 

mindset,

1. KNOW the latest management theories, frameworks and concepts;

2.  BECOME, through their decisions and their actions, mature, confident and authentic professionals with a 

long-term perspective; and

3.   ENGAGE in the deliberate practice of management for the good of their organizations and society.

Six Unique Advantages of the WBS MBA Experience
1.   KNOW | WBS has designed a rigorous required core curriculum that provides students with a solid 

foundation in business fundamentals.  

2.   BECOME | WBS offers workshops and seminars focused on helping students to master the soft skills of 

leadership and management.

3.   ENGAGE | WBS students who take the initiative to secure an internship can apply what they have learned 

in the classroom during their internship experience. Alternatively, students can broaden their international 

experience by completing an International Rotation at one of our 25 study abroad partner schools.

4.   LOCATION | The Waseda MBA is earned in Tokyo, the business and political center of the world’s third 

largest economy and a hub that connects to the rest of Asia.

5.   NETWORK | Waseda University and Waseda MBA Programs attract students from Japan and around the 

world. Earning an MBA at Waseda University enables students to forge lifelong friendships and opens the 

door to a worldwide Waseda network.

6.   FUN PEOPLE | WBS students work hard and they take their work seriously. But, they also know how to 

have fun.

Japan's leading 
graduate school of 
business

　私は2011年9月から、WBS（早稲田大学ビジネススクール）の教員となり国内外の学生に、ビジネスに必要な
論理的思考やイノベーション戦略等を教えています。授業以外にも、私は広報委員会に所属しておりWBSの英
語サイトの構築を行っています。
　私のこのプロジェクトでのミッションは、世界の一流MBAプログラムを基準にWBSの「価値命題」「資源基

盤」「競合」「方向性」について深くかつ戦略的に考えることです。このプロジェクトは、
WBSの価値をどのように創造するか、そしてこれからどのように進むべきかを考える
ための、たくさんの機会を私に与えてくれました。研究者としても、これら全ての機会に
感謝しています。
　上記に、本ビジネススクールのミッションと強みを紹介しています。日本文化とMBA
の取得に興味がある人は、ぜひWebサイトをご覧ください。

日本の一流ビジネススクール

Waseda Business School : http://www.wasedamba.jp/
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採用担当者に就職活動の最新事情や、普段どのような意識で採用活動に携わっているかをお聞きする

「キャリアの羅針盤」。今回は株式会社ディスコの姜さんに、企業選びのポイントや学生時代の過ごし方

についてお話を伺いました。

の

学生と進路選択

自分の信念を明確にし
納得できる就職活動を

　当社は高度なKiru・Kezuru・Migaku技術に
特化した会社です。スマートフォンや薄型テレビ、
LED、電気自動車など、身の回りのさまざま製品
に組み込まれる半導体を、より小さく、薄く、強固
にするために、ミクロン（千分の一ミリ）単位で加
工するための装置を製造しています。また装置に
搭載して加工を行う精密加工ツール（砥石）も
製造しています。装置と砥石の両方の技術を備
えていることで最良の加工結果を提供できるこ
とが、当社の強みです。
　デジタル製品は半年から1年のスパンで新し
いモデルが発売されるため、私たち装置メーカ
はその先を行くスピードで新しい技術を提案し
なければなりません。そのため当社では、現状に
満足せず、新しいことに貪欲で、進化し続けられ
る人材を求めています。社内では、業務を効率化
するための大小さまざまなアイデアが日々飛び
交い、そのアイデアにより社員個人や各部署がど
れだけ成長・進化したのか、実感しやすいような

“見える化”に溢れています。半導体業界の変化
のスピードに翻弄されない企業体質を維持する
ためにも、“進化”というキーワードを大切にして
います。

　就職活動では、企業の格やネームバリューに
とらわれないことが重要です。例えば合同企業
説明会などで、社名を知らないという理由でそ
の会社を避ける学生がいます。しかし、日本には
相当数の企業が存在し、一般的にはあまり知ら
れていない当社のようなメーカも数多くあります。

「社名を知らない」という理由だけで選択肢から
外すことはせず、できる限り広い可能性をさぐり
ながら、社会に出て働く上で大切にしたいこと、
譲れないことは何か、自分の軸を定めていただ
きたいですね。
　そしていろんな企業の存在を知るためには、
大学のキャリアセンターを存分に利用すると良
いと思います。先輩やベテランの教職員の方か
ら、その時々の経済や就職市場の動向を踏まえ
た適切なアドバイスがもらえると思います。その

中には、知らない企業もたくさんあるはずです。
多くの企業をしっかりとリサーチをした上で気に
なる企業を訪問すれば、社員の話や社内の雰囲
気を通じて、自分が働いている姿がよりイメージ
しやすくなると思います。やはり積極的に動いて
いる学生は、自分で“納得”した企業に就職して
いるように感じます。ここで言う納得とは、自分
の信念と企業の理念が一致しているということ
です。当社の場合は、企業や個人としての方向
性やあるべき姿を明示した企業理念『DISCO 
VALUES』に共感した方が入社しています。企
業と学生のミスマッチを防ぐと共に、仕事へのモ
チベーションを維持し、組織の中で力を発揮す
る人材へと成長していただくためには、この“納
得”がとても大切だと考えています。

　学問のみに打ち込んできた学生が必ずしも社
会で活躍できるとは限りません。学生時代に五
感全てを使ってさまざまな経験をすることで自
信や信念を形成することも、とても大切なことで
す。例え荒削りでも、自分の経験に基づいた自信
や信念であれば、就職活動の際にも際立つはず
です。留学、ボランティア、部活動、もちろん勉強な
ど、早稲田大学はそういった経験を積める環境
が整っていると聞いていますので、大いに活用し
てほしいと思います。私自身も学生時代、海外留
学を通じて多様な価値観を持った人たちと交流
したことで、自分の考えに固執せず、いろいろな
意見を受け入れられるようになりました。グロー
バル化が進む今、多くの企業が外国人留学生や
留学経験のある日本人学生に向けた採用を行う
など、時代に合った採用手法を整えています。学
生生活で身につけた自信と強みを、ぜひとも就職
活動で魅せて（見せて）ほしいと思います。
　最後に、「働く」ということについて、ご家族の
中でもじっくりとお話することをお勧めします。
ご家族の方は、ご自身の社会経験も踏まえた上
でアドバイスをしてくれるでしょうから、具体的な
意見や思いもよらなかった観点など、参考になる
ことが多いはず。「働く」とはどういうことか、ご家
族と本音で話し合い、じっくり考えてみることは、
就職活動において大きな意味をもつ時間になる
と思います。

進化を求める人が
真価を発揮する会社

五感すべてを使って
経験を積むこと

社名や社格にとらわれず
多くの企業を見てほしい

株式会社ディスコ
サポート本部 採用グループ

姜 里奈

Profile
かん・りな
社会学部地域福祉学科卒業。2008
年人材紹介会社に入社。企業様向
け担当営業として転職支援に従事。
2010年株式会社ディスコに入社。
中途採用担当を経て、現在は新卒採
用・派遣採用の業務全般を担当。

株式会社ディスコ

第一製砥所として1940年に設立。
高度な「切る」「削る」「磨く」技術
に特化した精密加工装置・精密加
工ツールメーカ。半導体・電子部品
向け切断・研削・研磨装置、ツール
において、世界シェア70%を誇る。
千名以上の従業員が働く東京大森
の本社には、研究開発部門も集約さ
れており、国内外の顧客が日々加工
相談に訪れる。

１月は定期試験があります。進
級ができなくなれば就職どころ
ではありません。
企業からは説明会の参加やエ
ントリーシートの提出を求めら
れることもあると思いますが、
優先順位をしっかりつけスケ
ジューリングをし、折り合いを
つけることが最も大切です。

キャリアセンターより

優先順位をつけて
スケジュール管理を
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今号のオススメ

■『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　ちくま新書　2012年8月
■『新幹線お掃除の天使たち ―「世界一の現場力」はどう生まれたか？―』
    遠藤功（商学学術院）著　あさ出版　2012年8月
■『日本小説技術史』
    渡部直己（文学学術院）著　新潮社　2012年9月
■『会計学スタンダード』
    広瀬義州（商学学術院）著　中央経済社　2012年9月
■『スポーツビジネス最強の教科書』
    平田竹男（スポーツ科学学術院）著　東洋経済新報社　2012年9月
■『生き延びるための政治学』
    森川友義（国際学術院）著　弘文堂 　2012年9月
■『新たなリスクと社会保障―生涯を通じた支援策の構築―』
    野口晴子（政治経済学術院）他著　東京大学出版会　2012年10月
■『成年後見制度と障害者権利条約―東西諸国における成年後見制度の課題と動向―』
    田山輝明（法学学術院）編著　三省堂　2012年10月
■『独占禁止法の国際的執行―グローバル化時代の域外適用のあり方―』
    土田和博（法学学術院）編著　日本評論社　2012年10月
■『教師コミュニケーション力―場面別・伝え合いの極意―』
    森山卓郎（文学学術院）著　明治図書出版　2012年10月
■『まんが世界の歴史　人物事典』
    近藤二郎（文学学術院）監修　小学館　2012年10月
■『平安文学をいかに読み直すか』
    田渕句美子（教育・総合科学学術院）他編著　笠間書院　2012年10月
■『初級ロシア語20課』
    桑野隆（教育・総合科学学術院）著　白水社　2012年10月
■『逆問題―理論および数理科学への応用―』
    堤正義（理工学術院）著　朝倉書店　2012年10月
■『サービス工学―51の技術と実践―』
    吉本一穂（理工学術院）他監修　朝倉書店　2012年10月
■『比較文化のすすめ―日本のアイデンティティを探る必読55冊―』
    池田雅之（社会科学総合学術院）他編著　成文堂　2012年10月
■『エネルギーの科学史 』
    小山慶太（社会科学総合学術院）著 　河出書房新社 　2012年10月
■『知識ゼロからのニーチェ入門』
    竹田青嗣（国際学術院）他著 　幻冬舎　2012年10月
■『人口学から見た少子高齢社会』
    嵯峨座晴夫（名誉教授）著　佼成出版社　2012年10月
■『小説の聖典（バイブル）―漫談で読む文学入門―』
    渡部直己 （文学学術院）他著　河出書房新社　2012年11月
■『ビジネスマンの知的資産としてのMBA単語帳』
    杉浦正和（商学学術院）著　日経BP社　2012年11月
■『日本の科学技術―振興の主役は国民―』
    大泊巌（名誉教授）著　早稲田大学出版部　2012年11月
■『井伏鱒二という姿勢』
    東郷克美（名誉教授）著　ゆまに書房　2012年11月
■『ジャーナリズムの＜いま＞を問う
　  ―早稲田ジャーナリズム大賞パネルディスカッションより―』
    早稲田大学広報室編　早稲田大学出版部　2012年11月

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2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。
※ 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。

B Eooks vents

会場 早稲田大学27号館 地下2階 小野記念講堂、99号館 STEP21 6階
日程 2月2日㈯〜 2月4日㈪　9：00 〜 21：00予定（開場9：00）
  小野記念講堂（地下2階）とSTEP21（6階）で 2012年度卒業制作上映会

を行います。卒業作品を含め、在校生の選抜作品をご覧いただけます。
 ※入場無料、全席自由、予約不要
問   川口芸術学校事務所　TEL：048-269-7961
 　http://waseda-f.com/

川口芸術学校 2012年度卒業制作展「f ―エフ―」

会場 ①西早稲田キャンパス62号館 1階 中会議室
 ②西早稲田キャンパス62号館 1階 大会議室
日程 ①第5回 1月12日㈯18：30 〜 20：30、第6回 2月9日㈯14：00 〜 16：00
　　 建築デザインに特化した夜間の専門学校。ダブルスクール生も歓迎。説明

会では教員による学校説明・個別相談のほか、スタジオの見学もあります。
 ※HPより要申込
 ②1月12日㈯14：30 〜17：30
  入学検討中の方を対象に、簡単な建築模型製作の模擬授業を開催。建築初

心者でも分かりやすくレクチャーします。　
 ※参加費無料・HPより要申込
問   芸術学校 入試広報担当　TEL：03-5286-3911
 　http://waseda-aaschool.jp/

芸術学校
①2013年度入学者のための学校説明会
②第2回建築模型製作ワークショップ

坪内博士記念演劇博物館
現代演劇シリーズ　第40弾

『グローブ座―現代に甦ったシェイクスピア劇場―』展
会場 演劇博物館 3階 現代コーナー
日程  開催中〜 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

跡をたどると共に、シェイクスピア劇場再建の意義を考えます。
問   坪内博士記念演劇博物館　TEL：03-5286-1829

會津八一記念博物館
富岡鐵斎
会場 1階 富岡重憲コレクション展示室
日程  開催中〜 2月2日㈯　10：00 〜 17：00
  旧富岡美術館所蔵の鐵斎作品を一挙に展示します。高士観瀑図や四季山

水図など最後の文人といわれた鐵斎作品をお楽しみください。
  なお、1月12日㈯13：00より展示室にてギャラリートークを開催します。
  （参加無料）
 ※日曜・祝日休館
 ※新年は、1月7日㈪から開館。ただし、1月15日㈫は臨時休館
 問   會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
 　http://www.waseda.jp/aizu/

會津八一記念博物館
大久保山―浅見丘陵の土地利用史―
会場 ①会期1：會津八一記念博物館 1階 企画展示室
 ②会期2：早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター
 本庄キャンパス内 93号館 2階 情報資料室
 ※埼玉県本庄市西富田1011　TEL：0495-24-6480
日程   ①会期1：開催中〜 1月12日㈯　10：00 〜 17：00
  ②会期2：1月24日㈭〜 3月9日㈯　10：00 〜 16：00
 本庄校地内に位置する大久保山遺跡の出土資料を展示します。
 展示では、遺物だけでなく、図版資料や現在の風景写真も用います。
 ※日曜・祝日休館
 ※新年は、1月7日㈪から開館。ただし、1月15日㈫は臨時休館
問   會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
 　http://www.waseda.jp/aizu/
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『アイルランド紀行―ジョイスからU2まで』
栩木伸明（文学学術院）著　中央公論新社　2012年9月

アイルランドはヨーロッパ西端の島国である。人口は千葉県と同じ
くらいだが、ノーベル文学賞の受賞者4人に加えて、Ｕ２やヴァン・モ
リソンなど優れた音楽家も輩出している。筆者は、並外れてことば
が濃い
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この島を繰り返し歩き、土地に染みついた記憶の声に耳を
澄ませてきた。ジョイスとベケットのダブリン、イェイツのスライゴー、『アンジェラの
灰』のリムリックなどをめぐる30の散歩に写真と地図を添えて、一冊にまとめた。

『五胡十六国
―中国史上の民族大移動―（新訂版）』
三﨑良章（本庄高等学院）著　東方書店　2012年10月

３世紀末から５世紀半ばにかけて展開した「五胡十六国時代」、中
国北部には匈奴や鮮卑をはじめとする諸民族が移動・定住し、前
燕や前秦などの多くの国家が建設された。本書はそうした諸国の興亡の過程と、
漢族と諸民族の交渉・融合の実態を、編纂史料と墓室画像を用いて描写し、中国
における民族大移動によって新たな中国が形成されたことを明らかにする。



『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。

小誌へのご意見、ご感想をお待ちしています。左記発行元まで、
お寄せください。
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大隈記念講堂の屋上トップライトからの昼光を

大講堂内に導く光天井です。

太陽系を模した楕円形のガラス天井には、中央に太陽、十字装飾部の西に三日月。

その周囲には、水･金･地･火･木･土･天･海･冥を表す9つの星が散りばめられ、

講堂の内と外の「世界の融合」を象徴しています。

舞台から客席を見上げれば、光天井を中心に配されたダウンライトと相まって

あたかも満点の星の下で語るかのような感覚に囚われます。

ヘレン・ケラーやジャワハルラル・ネール、スカルノ、

ロバート・ケネディ、ヘルベルト・フォン・カラヤン、コラソン・アキノ、

ビル・クリントンなど、綺羅星のごとき海外からの賓客たち。

そのメッセージを受けとめた多くの学生たちがここから世界へと巣立ち、

これからも幾多の後輩がその後に続くことでしょう。

天空をいただく講堂
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