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「アト秒科学」において世界をリードする研究に評価

新倉理工学術院准教授が「日本学術振興会賞」を受賞PPRIZE
　新倉弘倫理工学術院准教授が、優
れた若手研究者を顕彰・支援する第9回

（平成24年度）「日本学術振興会賞」を
受賞しました。同賞はわが国の学術研究
の水準を世界のトップレベルで発展させ
るため、創造性に富んだ優れた研究能力
を有する人文・社会科学および自然科学
の全分野の若手研究者を対象に、早い
段階から顕彰してその研究意欲を高めよ
うと創設された賞で、新倉准教授は371
名の候補者の中から24名の受賞者の一
人に選ばれました。

　分子を構成する原子核や電子の運動
をアト秒の時間で測定するために、レー
ザー光を測定対象とする分子に照射し、
その分子自身から電子を引き出して測定
の道具（プローブ）とする革新的な測定法
を提案・実証。この測定法は、アト秒（1アト
秒＝10-18秒）時間での分子測定を可能に
した方法の一つであり、アト秒の時間精度
で分子内の原子核の運動を測定したり、
電子の分布（波動関数）の変化を捉えた
りすることに成功しており、その功績が評
価されたものです。

　新倉准教授
は「再衝突する
電子という過程
を用いた方法に
より、アト秒科学
への展開とその
構築に関して、
その初期から貢献することができたこと
は非常に良いことであったと考えていま
す。今後とも、新たな概念に基づく研究を
展開していこうと考えています」と喜びの
コメントを寄せました。

橋本副総長が20年後へ向けた中長期計画の概要を説明

「Waseda Vision 150」全学説明会に300名が参加UUNIVERSITY
　早稲田大学が創立150年を迎える
2032年を見据えた中長期計画「Waseda 
Vision 150」の全学説明会が12月10日
に行われ、鎌田薫総長や橋本周司副総
長、清水敏副総長らが改革について概
要を説明し、来場者からの質疑に応じ
ました。教職員・学生のほか、他大学職
員や一般の方など約300名が参加し、本

学が行う改革内容に熱心に耳を
傾けていました。また、参加され
た出井伸之評議員会長からも校
友を代表して、改革への期待が
寄せられました。

「Waseda Vision 150」を
説明する橋本副総長

早稲田から始まる「国際青年交流センター」構想

早稲田大学中野国際コミュニティプラザに大口の支援決定UUNIVERSITY
　本学では、株式会社ファーストリテイリ
ング会長の柳井正氏（政経1971年卒）と
香港の実業家である曹

ソ ウ

其
キ ヨ ウ

鏞氏、曹氏の
友人である香港の実業家・荻野正明氏
より、2014年度にオープンする「早稲田

大学中野国際コミュニティプラザ」に
柳井氏は個人として3億円のご寄付を、
また、曹氏や荻野氏をはじめとする香
港の実業家グループの皆様方より基金
などを通じたご支援をいただくことにな

り、1月16日、小野記念講堂にて記者会
見を開催し発表しました。
　今回の寄付を契機に、早稲田大学は、
柳井氏、曹氏、荻野氏らが抱いている、
世界各国の学生が相互の認識と理解
を深めて持続的な友好関係を生む「国
際青年交流センター」構想が、「早稲田
大学中野国際コミュニティプラザ」を通
して全国の大学に広がっていくよう、留
学生と日本人学生との共同生活やさま
ざまな寮内教育プログラムを展開して
いきます。柳井氏右から荻野氏、曹氏、柳井氏、鎌田総長
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大学および入学センターの情報が見やすくなりました

スマートフォン向け専用サイトを開設UUNIVERSITY
　2月1日より、スマートフォン（Android
端末、iPhone）向けの専用サイトが開設
されました。スマートフォンの利用者は、
下記のページにアクセスすると自動的に

スマートフォン専用ページが表示される
ようになります。外出先でもご自宅でも、
気になる情報にアクセスしやすくなりま
した。今後も大学のニュースや情報を発

信していきますので
ぜひご利用ください。

スマートフォン専用サイト▶日本語版：http://www.waseda.jp/　　英語版：http://www.waseda.jp/top/index-e.html
入学センターサイト▶http://www.waseda.jp/nyusi/

※ 使用環境によっては情報の反映に時間がかかる場合があります。
※ スマートフォンサイトに掲載する情報は、スマートフォンユーザーの利便性を第一に考え、PCサイトを最適化したものです。したがって

PCサイトで表示されるメニューコンテンツが、スマートフォンサイトでは表示されないことがありますのでご了承ください。

500名に上る稲門経済人の皆様が参加

「WASEDA稲門経済人の集い2013」を開催しましたUUNIVERSITY
　1月28日に、国内外の経済界で活躍す
る本学校友の皆様を迎え「WASEDA稲
門経済人の集い2013」を開催しました。こ
の集いは大学の“今”を伝えると同時に、

稲門経済人同士が交流する機会となるこ
とを目的として、今年で3回目を迎えます。
　当日は約500名のビジネスリーダーの
方々が母校に一堂に会し、第一部は鎌

田総長の開会挨拶で始まり、続いて橋
本副総長が創立150周年を展望する中
長期計画「Waseda Vision 150」につ
いて講演。第二部の交流会では、株式
会社イトーヨーカ堂代表取締役社長の
亀井淳氏から稲門経済人を代表して大
学へ熱いエールが送られたほか、韓国・
高麗大学校経済人会の文

ム ン

奎
キ ュ ヨ ン

榮氏から
も、ご挨拶がありました。稲門経済人の
ネットワーク構築および母校との連携強
化の契機となり、盛会のうちに幕を閉じ
ました。挨拶する亀井社長 会場の様子

東日本大震災 被災5県の全高等学校584校へ

『早稲田大学ブックレット《「震災後」に考える》』既刊26冊を寄贈UUNIVERSITY
　このたび、早稲田大学東日本大震災
復興支援室では、『早稲田大学ブックレッ
ト《「震災後」に考える》』の既刊26冊を、
被災5県（青森・岩手・宮城・福島・茨城）
の全高等学校584校（高等専門学校・
特別支援学校を含む）に寄贈しました。
同シリーズは、東日本大震災の被災地域
復興支援のために、主として本学学生・
教職員によって行われてきたさまざまな
研究・支援プロジェクトを通じて得た知
見・思索・活動を広く社会に提供し、その

一助に資するために刊行されているもの
です。寄贈先の一つ、岩手県立宮古北高
等学校・平賀信二校長先生からは「生
徒たちにもぜひ読んでもらい、彼らが向
う未来への糧としてほしいと考えていま
す」と御礼のコメントが寄せられました。
　なお、今回の寄贈は、本学の教育・研
究活動に伴う各種事業への恒常的な
財政的支援を目的とした「WASEDAサ
ポーターズ倶楽部」のご支援により実現
しました。

問い合わせ先▶早稲田大学出版部
TEL：03-3203-1551
http://www.waseda-up.co.jp/
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本学での運営が決定

欧州連合主催第28期〜30期「EUビジネスマン日本研修プログラム（ETP）」UUNIVERSITY
　1月10日、欧州連合（EU）主催 第28
期「EUビジネスマン日本研修プログラ
ム（ETP）」のオープニングセレモニー
が駐日欧州連合代表部にて開催されま
した。同プログラムはEUが主催する人
材育成プログラムで、EUの若手ビジネ
スパーソンに対して日本でビジネスを行
うためのトレーニングを行うものです。
1979年にスタートし、30年以上の歴史を
誇る同プログラムの運営を25期〜 27期

（2006 〜 2010年）に引き続き、28期〜
30期（2013年1月開始）も本学が行うこ

とになりました。
　開会の挨拶で鎌田総長は、「質の高い
プログラムを提供することで、研修員の
みなさんが日本全般に関する知識と専
門的な知識をさらに深め、EUと日本の

架け橋として活躍する人材になられるこ
とを望みます」と、同プログラムへの期待
を込めました。28期31名は1〜7月の本
学での講義の後、日本企業でインターン
シップを行い、11月に帰国の予定です。

開会の挨拶をする鎌田総長 研修員や関係者たちとの集合写真

科学・技術による社会貢献

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

早大・東海大・
日立・NEC・KDDI研究所が
情報セキュリティ技術を開発

　東日本大震災以降、クラウドの活用
によって低コストで災害に強い業務シス
テムを実現する動きが高まっている一
方で、クラウドの活用に際しては、オー
プンなネットワークを経由してリソース

を共有するという特性から、情報漏洩リ
スクなど情報セキュリティ上の懸念が高
まっています。そこで、被災者支援に貢
献するクラウドサービスとその情報セ
キュリティ確保を両立するため、理工学
術院・甲藤研究室と東海大学、株式会
社日立製作所、日本電気株式会社、株
式会社KDDI研究所は、災害発生時に
自治体が取り組む被災者支援業務を、

クラウドサービスを用いて迅速かつ安
全に行うことを可能とする情報セキュリ
ティ技術を共同で開発しました。この技
術は、総務省の委託研究「災害に備え
たクラウド移行促進セキュリティ技術
の研究開発」のもと開発されたもので
す。この技術を礎に、自治体のサービス
をクラウドで提供することを促進し、円
滑な被災者支援に貢献していきます。

　岡芳明理工学術院特任教授は、放
射能の密封性を損なうことなく水対燃
料体積比を低減できる、核燃料棒を
隙間なく束ねた新燃料集合体を考案
し、世界で初めて軽水冷却原子炉によ
る高増殖性能を計算上達成すること
に成功しました。日本の経験豊富な軽
水冷却発電技術を用いての高速増殖
炉実現や、使用済み核燃料の処分方

策としての核燃料サイクル技術実用化
へ道が開ける研究であり、原子力の平
和利用や国際展開に役立つ成果とい
えます。

※ この研究成果については2012年12月、日
本原子力学会欧文誌（Journal of Nuclear 
Science and Technology）オンライン
版に論文“Plutonium breeding of light 
water cooled fast reactors”として掲載
されました。

軽水冷却による高速増殖炉の実現
核燃料サイクル実用化へ新たな道

図：燃料格子と新燃料集合体

新燃料集合体燃料格子
燃料ペレット

燃料被覆管冷却水



研究・教育R受賞P 学内活動A大学全般U

5

RRESEARCH&
EDUCATION

文科省「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム｣

アジア太平洋研究科のリーダー育成プログラムが採択されました
　大学の国際化を支援する文部科学
省の平成24年度「国費外国人留学生
の優先配置を行う特別プログラム｣に、
大学院アジア太平洋研究科のプログラ
ムが採択されました。採択を受けた「ア

ジアの地域ガバナンス・地域協力を支
える指導者養成プログラム」は、グロー
バル化とともに、東アジア地域では実質
的な経済社会統合が進展するなか、世
界の成長センターといわれるアジア地

域のダイナミックな動向を敏感かつ体
系的に理解し、グッド・ガバナンスと地
域協力を推進、そして地域と日本の未
来を同時に切り開く役割を担うリーダー
を育成することを目的としています。

　理工学術院の渡邉孝信教授、神岡
武文次席研究員らは、電子がバラバラ
の粒子であることから生じる本質的な
電流雑音により、半導体LSIの高性能
化の限界が決まることを、シミュレー
ションを用いた検討によって明らかに
しました。シミュレーションによれば、
数10GHzから100GHzの動作周波数領

域でLSIの素子を流れる電子の数が大
きくばらつき、正常に動作しなくなると
予測され、また、電子数の変動による雑
音は本質的に避けられないため、これ
がLSIの動作周波数の限界を決定する
と考えられます。
　これらの成果は、半導体デバイス
の高速化や省電力化の理論的限界を
明らかにしたという点で、今後の半導
体集積回路技術開発のロードマップ
に影響を与えるものとなります。なお、
この研究は科学技術振興機構の戦

略的創造研究推進事業チーム型研究
（CREST）の一環として行われました。

図：デバイスの主要な雑音である
　  ランダムテレグラフノイズ

技術開発のロードマップにも影響する
理論的限界を解明

　理工学術院総合研究所は産学を
つなぐ大手企業との異分野・異業種
交 流 会「WINeST先 端 研 究 者交 流
会（以下WINeST※）」を発足させ、昨
年11月26日に第1回総会・講演会を開
催し、法人会員およびその候補である
30社の大手企業の方々と本学教員・
若手研究者あわせて120名以上が参
加しました。
　総会では、橋本周司副総長、山川宏
理工学術院長の挨拶に続き、文部科
学省科学技術・学術政策局の工藤雄
之室長、および経済産業省産業技術

政策局の佐藤文一課長より来賓挨拶
があり、これまでに両省で展開されて
きた産学連携事業を振り返りながら
WINeSTという新たな取り組みに対す
る期待が寄せられました。
　「先端研究者交流会」は、産業界と
本学とが国の政策なども鑑みながら、
社会に役立つ新しい価値の創造を、人

材の交流を通じて種々の形で具現化
すること、および若手人材の育成、さら
なる研究と教育の活性化を通じて産と
学との発展に資することを目的とし、
同会が提唱するウィークタイズ（Weak 
Ties：緩やかな絆）なプラットフォーム
をベースに下記の活動を実施していく
予定です。

理工学術院総合研究所、
「WINeST先端研究者交流会」を発足

1.  産業界から早稲田大学への
　 要望・提案に対するハブ機能

2.  産業界に対する早稲田大学からの
　 直接的な情報発信

3.  産業界と早稲田大学との
　 コミュニケーション・ネットワークの
　 構築

4.  産学連携に関する会員相互の
　 情報・意見交換

5.  社会に対する産学一体となった
　 戦略的提言

6.  産学連携プロジェクトの増進

※ WINeST：Waseda Innovation Network for Advanced Science and Technology
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　大学院アジア太平洋研究科は、1月
28日、表題の「第4回早稲田グローバル・
アジア・セミナー」を開催しました。今後
の東アジアにおける効果的な地域協
力制度の構築のためには、政治経済ア
プローチだけでなく、文化学術の力（ソ
フトパワー）が重要であり、同研究科は
2011年12月より「アジア地域統合のため
の東アジア大学院（EAUI）拠点形成構
想」（キャンパス・アジアEAUIプログラム）
をスタートさせています。
　当日は、東アジア地域の文化の力を通

じた地域協力関係の形成のための「東
アジア共同大学院構想」を提唱されてき
た青木保氏（元文化庁長官）が、「21世
紀日本のソフトパワーと東アジア大学院

（EAUI）設立構想」について講演。今、東
アジアは文化の多様性を認識しつつ、東
アジア共同体の問題を捉えなおす時期
であり、そのための人材育成を担う知のプ
ラットフォームを創設すべきとの話があり
ました。続いて、天児慧・同研究科教授と
青木氏との対談が行われ、ソフトパワー
を通じた東アジア地域協力のあり方につ

いて議論が交わされました。
※ 同セミナーの詳しい内容は2月20日の朝日

新聞朝刊（東日本版）に掲載されました。ま
た、本キャンパス・アジアEAUIプログラム
の詳しい内容は、Webサイト（http://www.
waseda.jp/gsaps/eaui/）をご覧ください。

対談で議論を交わす天児教授と青木氏

グローバル時代のアジアリーダー人材の育成を考える

「21世紀日本のソフトパワーと東アジア大学院（EAUI）設立構想」セミナー開催RRESEARCH&
EDUCATION

　早稲田大学の教養教育のあり方を
探るべく2012年1月から連続開催され
てきた「Waseda Vision 150シンポジウ
ム 教養教育を考える」が、12月13日に最

終回を迎えました。最終回のこの日は、
まず、副総長の橋本周司理工学術院教
授が「Waseda Vision 150と教養教育
―これまでの議論を振り返る―」と題し
て講演し、これまでの議論を振り返りつ
つ、本学における「教養教育」の意味や
現在考えられている施策などについて
言及。続いて、神尾達之教育・総合科学
学術院教授をファシリテーターに、橋本
教授、吉田文教育・総合科学学術院教

授によるパネルディスカッションが行わ
れ、多くの質問や意見が出て活発な討
論が行われました。
　最後に、総評に立った教務総括理
事の田中愛治政治経済学術院教授が

「早稲田の卒業生は物事をつかみ取る
洞察力を備えている、と言われるような
リーダーに育成していきたい」と述べ、
計8回にわたったシンポジウムが終了し
ました。シンポジウムでは活発な議論が

変化を予見する力の源泉が早稲田の教養教育

「Waseda Vision 150シンポジウム 教養教育を考える」が最終回RRESEARCH&
EDUCATION

　平成24年度「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〜」において、本学プログラ
ムより2件の採択が決定しました。
　同事業は、世界に雄飛する日本とし
て誇れる人材の育成を目指し、国際的
な枠組みで単位の相互認定や成績管
理などの質の保証を図りながら、日本人

学生の海外留学と外国人学生の戦略
的受け入れを行う東南アジア諸国連合

（ASEAN）の大学などとの大学間交流
の形成を行う事業に対して重点的に財
政支援することを目的としています。
　本学では「地球資源工学グローバル
人材養成のための学部・大学院ビルド
アップ協働教育プログラム」（創造理工

学部・研究科、九州大学と共同）、「“日本
語教育学”総合学習プログラムを通じ
た重層的・循環的人材育成事業」（日
本語教育研究科）の2つのプログラムが
採択を受け実施されます。
詳しくはこちら
▶http://www.waseda.jp/jp/
 news12/120927_asean.html

ASEANとの大学間交流でグローバル人材を育成

文科省「大学の世界展開力強化事業」に2件が採択RRESEARCH&
EDUCATION
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高等学院もアメフト日本一に

2012年度も体育各部が大活躍AACTIVITY
　2012年10月28日・29日、庭球部男子が
東京・有明テニスの森公園で行われた
全日本大学対抗王座決定試合におい
て、法政大学を下し史上初の8連覇とい
う栄光をつかみとりました。また庭球
部女子も、決勝では苦戦を強いられた
関西学院大を見事に下し7連覇の偉業
を成し遂げました。さらに年明け1月6日
の国立競技場で行われた全日本大学
サッカー選手権決勝では、ア式蹴球部
が3―1で福岡大を退け、5年ぶり12度目

のインカレ優勝を果たしました。そのほ
か、全日本学生大会での少林寺拳法部
の団体優勝など、各種リーグ戦、ブロッ
ク大会といった試合や個人戦を含める
と44部が優勝を飾り、引き続き冬季に
行われる大会での活躍が期待されてい
ます。
　一方、12月23日には、高等学院米式
蹴球部が全国高校アメリカンフット
ボール選手権「クリスマスボウル」で関
西学院高等部を下し3年連続4回目の日

本一に輝き、28日に鎌田総長へ優勝を
報告しました。

鎌田総長に優勝を報告した高等学院アメフト部

ア式蹴球部（写真提供：早稲田スポーツ新聞会）

庭球部（写真提供：横山芳治）

2012年度 体育各部 団体学生日本一（2013年1月末現在）
部名 大会名等 日程 成績等

野球部 第61回全日本大学野球選手権大会 6/12 – 18 優勝

庭球部
第66回全日本大学対抗テニス王座決定試合 10/26 – 29 男子：優勝

第48回全日本大学対抗テニス王座決定試合 10/26 – 29 女子：優勝

漕艇部 第39回全日本大学選手権大会 8/23 – 26 女子総合：優勝

ア式蹴球部 第61回全日本大学サッカー選手権大会 12/19 – 1/6 男子：優勝

フェンシング部 第62回全日本学生王座決定戦 6/17 男子フルーレ：優勝

軟式庭球部

第32回全日本学生ソフトテニス王座決定戦 6/19 – 6/21 女子：優勝

第66回文部科学大臣杯
全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 8/4 – 5 男子団体戦：優勝

女子団体戦：優勝

ソフトボール部 第47回全日本大学ソフトボール選手権 8/31 – 9/3 男子：優勝

少林寺拳法部 第46回少林寺拳法全日本学生大会 11/4 男子団体の部：優勝

■ 2013年度 早稲田大学大学暦
入学式 学部  4 月  1日㈪

大学院  4 月  2日㈫

前期
（春学期）

前期（春学期）開始日  4 月  1日㈪
授業終了  8 月  2日㈮

夏季休業 自  8 月  3日㈯
至  9 月20日㈮

9 月学部卒業式、芸術学校卒業式および
大学院学位授与式  9 月 15日㈰

9 月入学式  9 月 21日㈯

後期
（秋学期）

後期（秋学期）開始日  9 月 21日㈯
創立記念日 10 月 21日㈪

冬季休業 自 12 月22日㈰
至  2014 年1月5日㈰

授業終了  2 月  5日㈬

春季休業 自  2 月  6日㈭
至  3 月 31日㈪

学部卒業式、芸術学校卒業式および
大学院学位授与式

 3 月25日㈫
 3 月26日㈬

■ 2013年度入学式

2.大学院合同入学式
　　4月 2日㈫ 10：00 記念会堂（情報生産システム研究科※を除く）
  ※情報生産システム研究科は北九州学術研究都市会議場にて挙行
3.高等学院入学式
　　4月 8日㈪ 10：00 大隈講堂

高等学院中学部入学式
　　4月 8日㈪ 14：00 大隈講堂
4.本庄高等学院入学式
　　4月 7日㈰ 13：00 大隈講堂
5.芸術学校入学式
　　4月 2日㈫ 18：30 西早稲田キャンパス63号館03会議室（予定）

1.学部合同入学式　　4月1日㈪　　戸山キャンパス 記念会堂

第1回 9：30 政治経済学部　法学部　　　　文学部

第2回 11：45 教育学部　　　人間科学部（通信教育課程含む） 　
国際教養学部

第3回 14：15 文化構想学部　商学部　　　　社会科学部

第4回 16：15 基幹理工学部　創造理工学部　先進理工学部　　
スポーツ科学部

※ 原則として前期（春学期）授業開始日は4月6日㈯、後期（秋学期）授
業開始日を9月26日㈭とします。
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Special Report

―本日は地域活性化に関わる研究に

取り組んでいる先生にお集まりいただき

ました。まず自己紹介をお願いします。

早田　減退地域、停滞地域、被災地域と

いった問題を抱えた地域で、市民が行政

に頼らず再生を目指すための提案をして

います。社会科学では「社会デザイン」と

呼んでいる分野です。

浦野　私が地域研究に関わるようになっ

たのは大学院時代からですが、とくに災害

研究との関わりで地域に入ったのは、シ

ンクタンクの研究員としての社会調査が

きっかけでした。この当時、大地震発生時

の対応策を検討しており、その後1990年

に噴火した雲仙普賢岳の地域復興を考え

るときに、従来からの地域社会調査と震

災研究が結びつき、現在の研究に至って

います。

鵜飼　私は町工場の研究を通じて地域の

産業活性化を研究しているうちに、町工場

を通して地域活性化に取り組むようにな

りました。

―具体的にどちらの地域で、研究や教

育を行っていますか。

早田　新宿区のインナーシティと呼ば

れる都心部、郊外では川口市をケースに

研究を行い、まちの条例提案や盛人大学

（社会人のための教育機関）のお手伝いな

どをしています。また、早稲田とつながりの

深い岩手県の田
た の は た

野畑村でも、学生と一緒

に復興まちづくりを応援しています。

浦野　ゼミでは地域のローカル・ガバナン

スを学びたい学生が集まっていて、各自が

東京周辺でフィールドを見つけて、ゼミ論

にまとめますので、それをバックアップす

る形でいろいろな地域に関わってきてい

ます。私自身のフィールドは、若い頃は都

市地域を中心にしていましたが、ある時期

から過疎地も歩くようになりました。都市

と過疎地を対比しながら、地域社会のあ

り方を見ていきたいと考えています。現在

地 域 で 活 躍 す る グ ロ ー バ ル リ ー ダ ー を 育 て る

創 立150周 年となる2032年 に 早 稲 田 のあるべき姿 を 示した中 長 期 計 画
“Waseda Vision 150”。ここで掲げられるグローバルリーダーとは、海外で活
躍する人材だけではなく、グローバルな視点や感覚をもって地元に戻って地域
のために活躍する人材という意味も込められています。こうしたグローバルリー
ダーを育成することで大学と地域の連携は一層深まるでしょう。よりよい地球の
未来を築くため、早稲田にできることは何かを探ります。
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は、東日本大震災で大きな被害を受けた

岩手県大
お お つ ち

槌町の水産加工業が集積してい

る安
あ ん ど

渡という地域を調査していて、大学院

生を巻き込みながら、数年は関係を継続し

て復興支援をしたいと考えています。

鵜飼　私の調査単位は企業なので、中小

企業という視点から地域を研究していま

す。フィールドは大田区、墨田区、葛飾区、

北区、日立市などで、町工場の経営や後

継者問題などのアドバイスをしています。

最近増えているのは、マッチングです。大

田区の社長と葛飾区の社長を結びつけた

り、若手の経営者を数人集めた座談会を

開催したりしています。ゼミでは、今年は

学生が墨田区の企業にインタビューを行

い、行政や企業の人に報告をしたり、町工

場で作られたものに対して意見を出したり

しています。

浦野　東京は1980年代後半に一変しま

したね。

鵜飼　地域は生態系のようなもので、道

を一本通すだけで変わってしまいます。し

かも、一度変わったものはもう戻りません。

都市計画は、そこで暮らしている人たちや

産業を営んでいる人たちのことを総合的

に把握することが必要です。例えば、町工

場が多い地域には、必ず面白い商店街が

あります。職住が一緒で、事業は家族経営

がほとんど。奥さんも工場を手伝っている

ので、料理を簡便にするために商店街には

お惣菜屋さんが充実しています。三世代家

族も多く、人々が町にしっかりと根付いて

いるので、祭りも盛んです。

浦野　祭りは地域のシンボルですね。住

民にとっても自分たちの手で祭りを続けて

いることが誇りになっています。祭りがあ

る地域は、高齢者も元気で、産業も活性化

しています。地域研究はそのような地域の

総体を捉えることが必要ですね。

―今、先生たちが対象としている地域

では、どのような課題を抱えているので

しょうか。

浦野　都心ではとくに1980年代後半か

ら、都市のコミュニティが弱まっています。

自分の地域に対する当事者意識が希薄

で、浮遊しているような感覚というのでしょ

うか。例えば、自分たちが住んでいる地域

の環境や生活を支えているエネルギー資

源がどうなっているか、東日本大震災がな

ければ、注目されることもなかったでしょ

う。地域がさまざまな弱みを抱えているの

に、気付かずに生きているのです。

早田　都市は文明を生み出す牽引装置

ですから、文明が生まれる力が弱まってい

るということにもなりますね。都市にはバ

リューチェーンがあって、人々がお互いに励

まし合い、良いところを貸し借りして創造

的コミュニティが地域ごとに成立していた

のですが、どこかの段階から身の回りとい

う感覚が希薄になり、チェーンがぶつ切れ

になっています。携帯デバイスが普及して、

ますますその傾向は高まるばかりです。こ

うした都市の負の側面が悪化すると、一

緒に暮らしているのに会話のない家族み

たいに、崩壊してしまいます。

鵜飼　反対に、地域に根ざしているとい

う感覚がしっかりと残っているのが、町工

場で働く生業の人たちです。とはいえ、私

が調査を始めた昭和60年頃は、例えば大

田区には8,000軒の町工場がありました

が、今は4,000軒と半減しました。自分の

代で廃業しようと考えている経営者が多

い地域をなんとか元気にしたいと思って

さまざまな視点から地域活性化に関する研究を行う3名の教員が、地域が抱える課題、大学の教育にできること、

地域で活躍するリーダーに求められることについて語り合いました。

浦野正樹 文学学術院教授
（地域社会論）

早田 宰 社会科学総合学術院教授
（都市計画、住宅政策、コミュニティ開発）

鵜飼信一 商学学術院教授
（中小企業論）
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応援しています。明るい話題では、大田区

の町工場が集まって「下町ボブスレーネッ

トワークプロジェクト」を立ち上げ、ソチオ

リンピックに向けてボブスレーのそりを作

りました。よい記録も出しているそうです。

多くの町工場が参加してのものづくりが

祭りの御神輿みたいになって、起業家魂を

燃え上がらせ、地域が活性化しています。

地域に根ざした企業に火をつければ、社

会は明るくなるのではないでしょうか。

浦野　日本は少子高齢化で人口が縮小し

ていますが、それを最も厳しく受け止めて

いるのが、過疎地です。全般的な縮小社会

化のなかで、地域をどう再編するか、商業

や行政の集約地、中核的な人間関係が凝

縮する施設など、地域の核をどう作るかが

課題になっています。

早田　私は農村の活性化の可能性は無

限にあると思っています。例えば田野畑村

のブロッコリーは単体なら輸送コストが

かかるので仙台までしか出荷されません

が、鮭と牛乳をセットにしてブイヤベース

セットとして売れば、付加価値がつき価格

も2 〜 3倍になって東京まで届きます。そ

ういった価値づくりをすることが面白い

ですね。

鵜飼　高知県の馬
う ま じ

路村のゆずジュースも

そうですね。規格外で出荷できないゆずを

さまざまな製品に加工してブランド化し、

成功しました。逆に全国展開しなくとも、

地場に根ざしたものを作れば、地場の中

で生きていく道があります。岩手県釜
か ま い し

石市

にある新日鉄の元下請けの企業は、鉄を

溶接する技術を使って、いくらの自動計量

機、わかめの自動塩漬け装置、煙が出にく

い薪ストーブなど、地場のニーズを満たす

自社製品を開発し、特許も取得しました。

東日本大震災で設備が全部だめになり、

再投資で借金が倍になってしまいました

が、漁師さんが製品を再購入してくれ、停

電などで薪ストーブの需要も高まり、以前

より売上が伸びているそうです。

早田　被災した地域は、自治体をバック

アップするNPOの支援が届いている地域

とそうでない地域で明暗が分かれていま

す。そんなときこそ、学生の「力を引き出す

力」に期待できます。学生が被災地の現状

を目の当たりにし、地域の皆さんと共に苦

しみ、喜びを感じることは教育上も

大変意義があると思います。

鵜飼　学生が来るだけで、

地域の人々は元気になりま

す。中小企業論の授業で

は、試験ではなくレポート

を課しているのですが、町

工場の社長にインタビュー

するだけではなく、握手して写

真を撮り、ものづくりをする人の手の感触

もレポートさせています。さらに、お礼のは

がきを出すことも条件としているので、1月

頃は大田区などの産業集積地にお礼のは

がきが200 〜 300枚飛び交っています。

訪問先の社長にも喜ばれていますよ。

早田　学生は民俗学で言うところの「マ

レビト」なんですよね。たまにやって来て、

よそ者の視点で斬新なアイデアを出し、地

域にあるものに価値を見出す。地域の皆さ

んも学生の新鮮な提案に耳を傾けてくれ

ます。

浦野　町おこしを考えている人たちと学

生が接点を持つだけで、いろいろな再発見

が期待できますね。

鵜飼　本学のインキュベーションセンター

にも、地域の観光資源の売り方の提案な

どを行っている「アジール」という企業を

運営している学生がいます。学生は、我々

では気付かないようなニーズを発掘できる

力を持っています。

早田　早稲田の学生は新たな発見をす

るだけでなく、コミュニティに入り込んで

「やってみようよ！」と周囲を引っ張ってい

くことのできるリーダーシップも持ってい

るのではないでしょうか。

鵜飼信一 商学学術院教授
うかい・しんいち
1971 年早稲田大学商学部卒、1980 年同大学
院商学研究科博士課程修了。社会工学研究所、
三菱総合研究所勤務を経て 1986 年早稲田大学
商学部専任講師、1988 年同学部助教授、1994
年同学部教授。2011 年より早稲田大学インキュ
ベーション推進室長。NPO 法人ものづくり品川宿
理事長。大田区優工場選考委員長。

浦野正樹 文学学術院教授
うらの・まさき
1973 年早稲田大学政治経済学部卒、1981 年同大学院
文学研究科博士課程単位取得退学。未来工学研究所研究
員、早稲田大学第一・第二文学部助手を経て、1986 年同
学部専任講師、1989 年助教授、1994 年教授。2001 年
より早稲田大学地域社会と危機管理研究所所長。2010 〜
2012 年文学学術院長。2005 〜 2006 年デラウェア大学
災害研究センター客員研究員。2007 〜 2011 年関東都市
学会会長。

大槌町安渡地区の
ワークショップの様子
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―卒業して社会に出て、地域のために

活躍するリーダーになるために、必要なこ

とは何でしょうか。

早田　日常に埋没せず、常にフレッシュな

感覚を持ち続けることです。変化を楽しみ

に変えていくことができ、自分とは違う考え

を持った人に刺激を受け、喜びを感じられ

ることが大切です。

浦野　地域で起きていることに興味を持

ち、違う世代、違う考えを持った人の動向

を見ながら、自分の方向性を見定める慎

重さが必要だと思います。そして、自分がや

ろうとしていることをサポートしてくれる人

材を発掘し、良い人材とつきあう能力が必

要ですね。

鵜飼　早稲田の卒業生が地方都市に行く

ケースで最も多いのは、一般企業の社員と

して転勤するパターンだと思います。たと

え数年でもその土地に溶け込み、仲間を

作って、自分がいた痕跡を残そうとするマ

インドを持ってほしい。その地域出身者で

なくとも、よそから来たからこそ、愛着を持

ちやすいということもありますよね。

浦野　知らない地方に行くことをチャンス

だと思い、積極的に地域の人とつきあい、

地域の良さを発見しようとするメンタリ

ティを教育したいですね。

鵜飼　明治以降、柔道家や空手家などの

武道家が海外に行って現地化しています

よ。自分たちがやりたいこと、広めたいこ

とを持って世界に出て、ローカルに根付く

という発想だったと思います。昔はグロー

バルという発想はありませんでした。そも

そもグローバルというものの実態はなく、

ローカルの集合体がグローバルですから。

浦野　もう一つ別の視点で言うと、グロー

バルリーダーは地域の文脈に合わせて、自

律的に行動する力が必要です。自分の価値

観を変容させながら、地域と関わっていく

柔軟さが求められます。

鵜飼　地域に入ってい

くには、その地域に

対応して自分を変え

ないといけませんね。

「世界は一つ」と思っ

ていたら大間違いで、

「世界は一つひとつ」です。

浦野　地域の状況に合わせたさ

まざまな戦略メニューをたくさん持てば、

選択肢が広がって、さまざまな可能性があ

ります。

早田　多様性を良い方向に活かしていけ

るのが、グローバルリーダーではないでしょ

うか。そして、各地域の多様性をチェーンで

つないでいく力も必要です。

浦野　地域によってスタンダードが違うと

いうことを十分わきまえた上で、それらを

つなぐ仕組みを考えていかなければなりま

せんね。難しいですが、その知恵を作り出

せる人間こそ、グローバルリーダーです。

鵜飼　自分と他者の違い、多様性を理解

するためにも、やはり一般教養が重要です

ね。教養と言えば、学生は早稲田のことに

無関心ですが、例えば演劇博物館など、早

稲田が持っている文化はそのまま世間で

通用する教養なので、知っておくべきです

よ。そもそも身の回りにあるものに関心を

持つことが教養の出発点ですから。

浦野　早稲田に関わる歴史上の人物を知

るだけでも、教養になります。

―では最後に、今後の抱負をお聞かせ

ください。

早田　海外では地域学の人気が高く、優

秀な学生が専攻するいわば憧れのコース

です。日本ではまだよく理解されていない

ので、地域学を学問体系のなかに位置づけ

るように取り組んでいきたいと思います。

浦野　研究、教育、社会的な実践をつなげ

る仕組みを作り、地域に根ざした発想で

物事を考えられる人材を育てたいと考えて

います。

鵜飼　活動範囲を広げ続けてきたので、

今後はテーマを絞って深入りしていこうと

思っています。改めて自分の目と足で町

工場をみつけ、中小企業エバンジェリスト

（伝道者）として、地域活性化のお役に立っ

ていきたいと思います。

Special Report
地域で活躍する
グローバルリーダーを育てる

早田 宰 社会科学総合学術院教授
そうだ・おさむ
1989 年早稲田大学政治経済学部卒。1993 年同
大学院理工学研究科建設工学博士課程単位取得
退学。1994 年東京都立大学工学部助手。1995 
年早稲田大学社会科学部専任講師。1997 年同
助教授。2002 年より現職。2003 年英バーミン
ガム大学都市・地域研究所名誉研究員。2004 年
中国・北京大学環境学部 訪問研究員。

川口市盛人大学。市民・行政職員・
早大生が机を並べてワークショップ
でコミュニティ・デザインを学ぶ
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「演習I（地域資源論）」

柏 雅之 人間科学学術院教授

「地理学演習Ⅰ B（人文地理学の演習科目）」

箸本健二 教育・総合科学学術院教授

　人文地理学は、社会、経済、文化など人間の営みに関する地域
間差異を論理的に検討する学問です。毎年、夏休みから秋にかけ
て特定の地方都市に学生が入り、視察・見学のほか、地域の方々へ
のヒアリング調査やアンケート調査を主体とするフィールドワーク
を行い、その成果を報告会、報告書などの形で地域にフィードバッ
クする活動を行っています。大学や教員にとっては、学生が「生き
た教材」である地域と向き合うことで、地域の特性や資源、抱える
諸課題を、見て聴いて感じる「学習の場」を得られると考えていま
す。中長期的には地域の人と学生との個人的なネットワークが卒
業後も続き、息の長い交流に発展することを期待しています。
　実習では、個人宅へ寄宿させてもらう「民泊」など、少人数で地域
の人と向き合う機会をつくる工夫をしています。早大生という立場
を背負い1対1での意見交換を経験することで、情報を得るだけでな
く、得た情報をお世話になった人や地域にどうお返しするかという
意識が育つと考えています。地域にとっても、利害関係やしがらみの

　「地域資源論」というと分かりにくいかもしれませんが、従来の
分野で言えば「農業経済学」を指します。演習では理論を学ぶと
ともに、日本農業の隘

あ い ろ

路を突破しようとしている先端の実践につ
いて、その意義と限界を実態調査します。具体的には、地域営農
と地域資源（農地・水等々）管理の担い手システムの再建のあり
方を重要なものと考えています。
　学生は実態調査を通して、農業、とりわけ水田農業のような土
地利用型農業において、経済理論では一筋縄で理解できない困
難さや面白さを見出すことができます。それが実態研究の醍醐
味でしょうか。われわれ教員は、学生と共に地域の先端的な実態
を学ぶのみでなく、他の多様な知見の蓄積をベースに当該地域
が抱える問題解決のあり方を地域の人たちと共に考えます。そ
れには地域連携は必須ですし、長年の相互信頼がなければ成立
しません。
　学生は、経済理論から得た農業のイメージと地域農業の実態

との乖離に悩むところから農業問題の難しさと面白さに気づ
いていくようです。調査とは言っても過去の調査結果や多様
な情報源から事前準備を十分していくので、調査の半分は具
体的情報を教えてもらうのではなく、調査対象の担い手経営
者たちとの真剣な議論になることが多々あります。これが重要な
のです。
　たとえばTPPの世の議論をみても、抽象的な空中戦が少なくあ
りません。学生には、若い感性を持って農業・農村の実態と深く
対峙する経験を積む中で、農業・農村再生や政策・
制度設計に関わっていける人材に育ってほ
しいと考えています。農学部のない早
稲田大学ですが、学内各箇所や海
外拠点を含む学外との連携をさら
に深めながら演習を充実させてい
きたいと思います。

フィールドワークを通じて、地域と協働しながらグローバルリーダーの育成にあたっている3名の教員に、

講座に込めた思いや大学の教育とご自身の研究が地域活性化に貢献するポイントを伺いました。

2013 年1月に戸越銀座銀六会商店街
（東京都品川区）を訪問。亀井理事長
にインタビューする学生たち

静岡県浜松市でのフィールド
ワーク。地域をまわり、地域
の人の話を聞き、そこで得た
情報を現地報告会という形で
地域に還元します

富山県南
な ん と

砺市で役場職員と地域農業を
守る第 3 セクターの共同調査をしました
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「『本庄早稲田の杜』農業プロジェクト」

大野髙裕 教務部長、理工学術院教授ない“よそ者”である学生が地域で活動し発言することは、何らか
の刺激となり、気づきにつながるのではないでしょうか。
　こうして地域経済の活性化について考え、学生が「地域が持つ
多様性」を理解することが大切です。また、特産品のブランド化を
進める地域でも、農家と加工業者の利害が対立することが珍しく
ないことなどを踏まえ、両者が共有可能な目標や戦略を考え出す
ことが重要です。地域間格差が意識される中で、成功地域の事例
を安易に模倣するのではなく、地域の特性や資源、競争環境の違
いなど対象地域の多様性を理解し、資源を発見し、利害を超えて
共有可能な目標を構築することが重要です。そうした能力は、グ
ローバルなステージでも通用するでしょう。
　今後は、地理学の専門性や独自性を活かしたフィールドワーク
調査プログラムの実現と、専門分野が異なる研究領域の学生がコ
ラボレーションして一つの地域で異分野交流型の調査ができれば
と考えています。

　「本庄早稲田の杜」農業プロジェクトは、本庄キャンパスのあ
る埼玉県本庄市・児玉郡美里町などをフィールドとした取り組み
です。本庄市は農業に適した豊かな土地があるにも関わらず、農
産物が全国区になりきれていないという現状があり、その他にも
農業に関するさまざまな課題を抱えています。大学としても農や
食を今後の重要な研究・教育テーマとして考えているため、初め
の一歩として、このプロジェクトをスタートしました。学生が農業
体験を通して地域の課題を理解し、その解決策を提案するという
ものです。
　これまでにも本学では、企業が抱える問題解決に学生と企業
人が共同で取り組むプロフェッショナルズ・ワークショップを実施
してきました。しかし相手が大企業の場合、ものづくりのシステム
が大きく、全体像を把握するには限界があり、どうしても部分的な
関わりになってしまいます。そこで農業なら、半年間農作業をお手
伝いすることによって全体を理解することができ、より当事者意
識を持って課題解決に取り組めるのではないかという期待があり
ました。2012年度は「農産物のブランド確立のためのイメージ戦
略企画を提案せよ!!」をテーマに学生を募集したところ10名が参
加し、ブランド論の講義や4回の農業実習（1泊2日）、地域の皆さ
んに対する報告会、販売実習を行いました。

　参加した学生たちは、地域の農業に関わる中でさまざま
な課題を理解した一方、一年の活動では不完全燃焼

と感じたようで「2013年度もぜひ参加したい」「来
年度のテーマ設定は自分たちで決めたい」と情

熱を燃やしています。自ら現場に入り込み、仲
間と一緒にさまざまな壁を乗り越え、地域
の課題解決に取り組む。その姿を見て、こ
のプロジェクトが早稲田の目指すグローバ
ルリーダー育成への効果的な取り組みに
発展していくことを確信しています。

Special Report
地域で活躍する
グローバルリーダーを育てる

新潟県上越市櫛
くしいけ

池地区で社会的
企業の調査をする学生たち 本庄市地産地消イベントに

参加し、アンケート収集を
する学生たち

出荷体験を通じて農業の
流通を実体験する地元の方に教わりながら

そばうち体験をする学生
たち
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早稲田大学では課外活動の一環として、社会連携推進室とWAVOCを中心に、地域について学ぶ機会を提供しています。

プロジェクトの一部を紹介します。

　大学は広く社会に開かれた存在であり、決
して高等学校からの進学者だけのものでは
ありません。人材育成の窓はいつも地域や
社会に開かれてきました。しかし、文系の学
術知識が社会に貢献できる可能性が多くあ
る一方で、研究分野に比べ教育分野の産学
連携が盛り上がりに欠けてきたのが日本の
現状です。
　早稲田大学はその長い歴史の中で、常に社
会連携における教育を試みてきました。會津
八一による昭和初期の奈良実習もその草分
け的活動の一つです。2006年に発足した社
会連携推進室は、この伝統を受け継ぎ、社会
と大学とが共に学生を育てる場を創りだすと
いう目的のもと、両者の架け橋として重要な

役割を担っていると言えます。また、2007年
発足の「プロフェッショナルズ・ワークショッ
プ」も実践型連携教育の一例で、企業や自治
体と大学とが協働で人材育成を行うという取
り組みも積極的に進めています。木島平村の
プロジェクトは今年で4年目を迎えました。
　日本各地で過疎化が進み限界集落が深刻
化している今、早稲田のような都市型の総合
大学に通う学生にとって、地域の方々に触れ
現実を知ることは、何にも替えがたい“学び”
の機会です。フィールドワークと大学という、実
体験と理論学習の融合により、学びの枠を広
げつつ本質に迫りながら、学問の必要性を再
認識することができるからです。
　近年“グローバル人材”がクローズアップさ

れていますが、グローバル人材育成に欠かせな
い要因の一つに「ローカルな視点」がありま
す。他国の文化や考え方に触れた時に、それま
で“いかに自分が生まれ育った地域を見てこ
なかったか。日本人としてのアイデンティティ
や特徴を理解していなかったか”に気づく人
は多いでしょう。グローバルとはリージョナル
の集合体に過ぎないのです。
　また、近頃は学生が自主的に地域とつなが
る活動も盛んで、このような学生たちの「社会
/地域のために」と思う純粋な気持ちをサポー
トすることも、社会連携推進室の守備範囲に
入る気がしています。“集まり散じて人は変われ
ど”社会とつながり、地域を大切にする人材を
育てる大学でありたいと考えています。

社 会 連 携
推 進 室根本 進 教務部事務部長、社会連携推進室長

農山村である木島平村の課題である山間集落の活性化を目
指し、プロフェッショナルズ・ワークショップの一つとして実施
しているプロジェクト。“若者視点”や“よそ者視点”で村を捉
えた学生の企画提案の一部は、村の事業として動き出してい
ます。住民、学生、村職員の3者のコミュニケーションが新たな
気づきや発見をもたらしています。

活動の始まりは、早稲田の“建学の母”であり宿毛市の郷土の誇りで
ある小野梓の功績をたたえる「梓

し り つ さ い

立祭」に学生ボランティアを派遣し
たことがきっかけです。現在は、小中高の児童・生徒へのキャリア教育、
商店街の活性化、シニア層から宿毛の昔話を聞くことで地域の価値を
発見するなど、地域の皆さんと協働で学生の育成に取り組んでいます。

食を通じて地域の課題解決を図りながら人と地域を
元気にし、夢を実現できる協働のしくみづくりをめざ
した墨田区食育推進計画。早稲田の学際的な視点を
もとにワークショップを開催し、早大生を含む20 〜
80歳の多様な立場の方々が熱い意見を交わしまし
た。地域・大学・行政が協働することで課題を突破し、
創造的な環境づくりを可能にします。

大学と奈良県が連携し、この4年間に13のプロジェクトを行っています。
その一つに、子どもの規範意識の向上および暴力件数の減少を目指し、
奈良県内の私立学校において早稲田大学教育・総合科学学術院の本
田恵子教授らが実施するプロジェクトがあります。子どもの人間力を育
てることが奈良の未来を創るとの構想のもと、さまざまな取り組みをモ
デル的に進めています。
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隈重信を縁とした連携強化の
ため、佐賀県と早稲田大学は

2006年に協定を結び、研究・教育・
人材育成など、さまざまな分野で連携
しています。2012年度は、同県出身の
在学生30名で組織された公認サーク
ル「佐賀学生稲門会」と連携し、漁業
体験プログラムと佐賀城築城400年
記念シンポジウムへの参加という2つ
の連携事業を行いました。
　漁業体験プログラムでは、佐賀の
漁業（海苔）の現状や有明海の自然
環境について漁業者と意見交換を行
い、消費拡大策を探りました。また、シ
ンポジウムでは佐賀をより魅力的なま
ちにするための活動を提案。佐賀城
周辺の調査や、住民との意見交換な
どを通して、学生は多くの学びを得ま
した。

大

　今回のプロジェクトは、学生が佐賀のまちで暮らす多くの人に
直接会うことで、「人」を知り、「本当の故郷」を肌で感じてほしいと
いう狙いで企画しました。「地域を知る」という目標はその地域の

「人を知る」という要素を外しては達成できません。こういった考え
で企画を進め、学生と行動する中で、人を通して故郷を改めて見る
過程や、その地域が抱える課題を同じ目線で考える過程から故郷
への「誇り」が生まれてくるのだと実感することができました。
　実際に、現場で学生を本気にさせたのは、熱心に現状や課題を
説明していただいた地域の方々の姿勢でした。私は、学生の意見
に対して「それが解決策なら、なぜそうしていないのだろう」と、常
に相手の立場に立って考える質問を繰り返しました。しかし、そう
言いながらも、私自身が同じ目線に立つことで初めて知った“佐
賀”という地域の深さに気づかされていました。
　私は今後、佐賀に戻るわけですが、このプロジェクトによって得
た経験を元に、深く地域に関わり、「人」を中心とした地域の魅力
に触れ、それを発信し続けたいと思います。

社会連携推進室（佐賀県庁より派遣）

大串晃平さん

　「同郷を基盤とした気軽な交流の場」として立ち上げた佐賀学
生稲門会。大串さんとの協働により地元佐賀への貢献に幅がで
ました。佐賀城築城400年記念シンポジウムでの提案を検討す
るため県庁職員の方々と議論したときのこと、私自身「これで良
いじゃないか」と思った意見に対して、職員の方々は何度も吟味し

「本当にこれでいいのか」と考え続けていらっしゃいました。その
姿勢から、実社会では多種多様な価値観や考え方を持った人に
自分の意見を論理的に伝えることが重要だと痛感しました。
　普段は気づかなくても、視点を変えると地域の資源はたくさん
見えてきます。以前は佐賀の魅力をうまく伝えられず、佐賀出身で
あることをアピールするのにためらいがありましたが、プロジェク
トに参加したことで佐賀の良さを再認識。全国で圧倒的なシェア
を誇る佐賀海苔、幕末から明治にかけて活躍した偉人など。何よ
り大隈重信侯も佐賀出身です！ 今は“佐賀県観光大使”のつも
りで、日々生活をしています。佐賀は素晴らしいところですよ！

佐賀学生稲門会 幹事長

井口航太さん（人間科学部4年）
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気仙沼市教育委員会

白幡勝美教育長 

　今回翻訳をお願いした「報告書」は、被災直後の
学校の様子や児童の学びの有り様を記しています。
そのため行間に潜む思いを汲み取ってほしい、それ
が可能なのは被災直後から瓦礫の撤去や学び支援
など幅広く活動していただいた早稲田の学生以外に
ないと考えました。同時に、学生の皆さんには翻訳を
通して学校現場での対応を改めて理解いただき、災
害と災害に立ち向かった多くの人々の有り様を後世
に伝えてほしいとの願いもありました。地域に出て人
と関わることは、人間的資質を養い、学びの新たな
方向性が得られます。本市では持続発展教育を開
始して10年になります。ぜひ学生の皆さんに飛び込
んでいただきたいです。本市のリーダーの多くが実は
早稲田の卒業生であることも、地域における皆さん
の活躍の意義を一層大きくしてくれているでしょう。
　支援の形は次第に変化し、創造的復興に本質的
に関わる知的要素の高い支援が必要になっていま
す。早稲田との連携は、本市にこれまで以上の誇り
と、さまざまな分野で新しい活力をもたらすものと期
待しています。

下元翔太郎さん
（法学部4年）

　以前から社会問題に関心があった私は、東日本大
震災後にWAVOC東日本大震災復興支援プロジェ
クトの活動を始めました。学生チームを立ち上げ、仮
設住宅・観光案内所・高校を拠点とした継続的な支
援を行っています。今は気仙沼地域の復興に貢献し
たいという思いに加え、気仙沼の人 と々早稲田、自分
とのつながりへの関心が強まっています。今後も、後
輩と共に試行錯誤しながら、何十年経っても校友と
してボランティアや交流に携わり続けたいと考えて
います。

AVOCは、学生・教職員・校友の総合力・多様な力で長期的
に東日本大震災の復興支援に関わることが大切だと考え、こ

れまで延べ26の被災市町村へ学生を中心に3,336名のボランティ
アを派遣しました（2013年1月末現在）。特に気仙沼市では現地校
友との連携を図り、さまざまなプロジェクトを展開。泥かき・瓦礫撤
去のボランティア派遣とともに、震災関連科目の提供を行いました。
また、チャリティイベントやシンポジウムなども開催。学生が、ボラン
ティア現場での経験から気づいた課題を社会の中に位置づける力を
養うことができると考えています。
　多くの活動が地域の信頼につながり、市の刊行する報告書『記録
―東日本大震災・被災から前進するために』の翻訳ボランティアを
企画。海外への発信に尽力しましたし、同報告書は今後心配される
世界各地での大震災に向けた防災教育の一つの指針として重要な
ツールとなると期待されています。“オールワセダ”の協力体制でこれ
らの活動が実現しました。

W

平 山 郁 夫 記 念
ボ ラ ン テ ィ ア

セ ン タ ー
（ W A V O C ）

▲ 作業終了後の一コマ。中央は本学校友高橋正樹氏

▲  191 ページに及ぶ報告書。表紙は龍
の姿となった岩井崎の松

▲ 早稲田大学周辺商店連合会のかつお祭りで早
稲田と気仙沼を盛り上げた

▲ 気仙沼市観光戦略会議で学生のプレゼン
テーションの様子

▲ 小野記念講堂で被災地の“いま”を知るた
めのシンポジウムを開催



Special Report
地域で活躍する
グローバルリーダーを育てる
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グローバルリーダーとして地域社会の中で活躍する2名の校友に、早稲田で学んだことがどのように生かされているか、お話を伺いました。

　特に志があって地元に戻ったわけではありません
でした。それでも、国内外から多様な価値観を持つ
人たちで溢れた刺激的な4年間を早稲田で経験し、
大海を知った蛙が井の中に帰ってできることは何
か、常に考えていました。その答えの一つが、2011年
のゆるキャラグランプリを獲得した“くまモン”です。
　くまモンは、2011年の九州新幹線全線開業に向
けて、地元熊本で展開した「くまもとサプライズ運
動」のキャラクターとして生まれましたが、新幹線で
つながる関西地域での熊本県の認知度アップを
図ったKANSAI戦略の主役に抜擢しました。新幹
線が開業する期待感とともに、何もしなければただ
の通過駅として埋没するという危機感のもと、当時
所属していたくまもとブランド推進課のメンバーや
県庁内外の協力者と共に「チームくまモン」を立ち
上げました。とにかく目立つことをしようと、お笑い文
化を意識し面白いコピーを使った名刺を配り、ツイッ
ターやブログで双方向コミュニケーションを図りまし
た。おかげで全国のマスコミに取り上げられ、今では
多くの方がくまモン会いたさに熊本に来られます。県

外から熊本の物産展を開催したいとの依頼も増え
ました。お目当てはくまモンです。県外企業もくま
モングッズを製作し、全国で販売するまでになっ
ています。すべて熊本のPRにつながっています。
　くまモンは今、新たなミッションとして全国各
地に元気をお届けしようと東北地方の被災地
をはじめ全国に出没しています。もちろん海外
も視野に入れています。上海やシンガポール、
アメリカにはすでに出没していて、ウォール・ス
トリート・ジャーナルにも取り上げられました。
世界中の皆さんに愛されるようなキャラクター
になってほしいと思いますし、必ずそうなると信じ
ています。「願いは熊モテ県！」。早稲田で得た多様
な価値観をベースに、理解ある蒲島知事のもと、こ
れからも熊本のためにできることを探していきたい
と思います。

熊本県庁 地域振興課 審議員

成尾雅貴さん（1982年・法学部卒）

なるお・まさたか　1982 年熊本県庁に入庁。2010 年
4 月から2 年間くまもとブランド推進課でくまモンと共に
KANSAI 戦略を担当。『くまモンの秘密（仮題）』（幻冬
舎新書）を 3 月に出版予定。

　地域を意識したのは高校時代。新聞部の活動
で地元会津の歴史に触れ、この伝統と歴史を後
世に残すために生き様を誇れる会津人になりた

いと考えました。早稲田在学中は哲学や文学、
宗教など専門外の勉強も積極的に取り組
み、そうするうちに、より一層自分は故郷か
ら離れられないとの思いを強くしたのです。
　卒業後は会津でITベンチャーを起業。地
元の産品の販路拡大をと考えた時に愕然
としました。売れるものがない、売れるもの
をつくれる人がいないのです。ITを使って
も、地域の個性がなければ他と差別化で
きません。そこで、10年前から会津のブラン

ド米生産を始めました。農家の協力のもと、
まず5年かけて土づくりです。5年かけるとその

土や水田は地域の財産になる。そうした地域
の資産を見出し、付加価値化することが地域ブラ
ンドには重要です。一方で、新商品を開発しても流
通しなければそれまでです。そこで私が力を入れ
ているのは海外ブランドとのセッションです。震災
後、福島は海外からも多くの支援をいただき、注目
度も高まっている。これを活かし、イタリアの有名

ブランド「Orobianco」と会津のコラボ商品を企
画。今までにないものが生まれ、販路も開拓でき
ました。また、フランスの学生に会津版ミシュラン
ガイドのようなものを考えてもらうフィールドワー
クは、地元にとって、その魅力を海外に伝えるとと
もに、海外の視点を知るきっかけにもなりました。
　会津以外でも活動をしていますが、どこも同じ
課題を抱えています。日本は海外から新しい文化
を取り入れる一方で伝統をかたくなに守り続けて
きた。そのため現実のライフスタイルから伝統が
取り残されてしまったのです。伝統に注目が集ま
る今は、日本あるいは地域の伝統を世界へと発
信する良い機会です。人は父母、師、そして地域の
3つの恩を受けて生きているという会津藩校日新
館の「三大恩」の考えのもと、これまで日本を支え
てきた地域に報いるために、さまざまな挑戦をし
ていきたいと考えています。

本田勝之助さん（1997年・政治経済学部卒）

ほんだ・かつのすけ　㈲会津食のルネッサンスおよび
㈱ヒルサイドコネクション代表。地域経営という視点で、
会津地方や福島県内を中心に食やモノづくりのプロデュー
ス、ならびに伝統産業のコンサルティングやリノベーショ
ン事業を展開。

❶ ❷

❸ ❹

❶�イタリアンブランド「Orobianco」とコラボレートした会津の漆食器
❷�大河ドラマを県のブランド開発に活かした「八重セレクション」
❸�ヴィンテージ米としてブランド化した「会津継承米氏郷」は
　今年で 10 年目
❹�デニム（KOJIMA）Betty Smith と会津木綿の
　コラボレーション

❶ ❷

❸ ❹

くまモン活動記録

❶�九州物産フェアでシンガ
ポールへ
❷ �1 万枚配った名刺 32 種

類の 1 枚
❸�熊本名産の晩

ばんぺいゆ

白柚を抱え
て大阪城前
❹�関西の大学で講演
❺�ファン作品（大阪なんば

での熊本逸品縁日）

❺



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］
そのだ・てんこうこう
1919年生まれ。1940年東京女子大学英語専攻部卒業、1942年早稲田大
学法学部を卒業し、1944年から海軍省報道部嘱託。1946年、第22回衆議
院議員総選挙で旧東京2区から餓死防衛同盟の代表として立候補し当選、
日本初の女性代議士に。現在、社団法人日本ラテンアメリカ婦人協会名誉会
長、NPO法人世界平和大使人形の館をつくる会理事長、自民党各種婦人団
体連合会会長など、数々の要職を務める。

―当時は女性が普通の大学へ進学す

ることは稀だったと思いますが、なぜ早

稲田大学に入ろうと思われたのですか。

　父に「男女の別はない」と教えられて

いたこともあり、これからの女性は、男性

と同じ理解力を持たなければいけない

と考えていましたので、東京女子大学を

卒業後、早稲田大学を受験しました。当

初は政治経済学部に行くことを考えた

のですが、最終的には法学部に入学し、

政治経済学部の講義も聴講することに

なりました。

―どのような学生時代を過ごされまし

たか。

　楽しかったですね。法学部の同期300

名ぐらいの中で女性は3名しかいません

でしたが、女性だからという引け目を感

じたこともありませんし、男子学生も自

然に接してくれ、平等にお付き合いして

いました。

本学が初めて女性を正規生として受け入れたのが1939年。その1期生4名に続いて、
翌年、2期生として入学した園田天光光さん。数えるほどしか女子学生がいなかった学生時代の思い出や、
早稲田大学に期待すること、今取り組んでいらっしゃることなどをお聞きしました。

世界平和を実現するために
子どもたちに平和を願う心を

essage to the next generation
M

園田天光光さん

女子学生
受け入れ直後から
男女平等だった早稲田

18



　授業の合間には、たまり場になってい

たひいきの書店に行って、お昼を食べた

り、勉強したり、仲間と議論を交わしたり

していました。本を何でも手当たり次第

に読み、自分の知識が肥えていくことが

楽しかったことを覚えています。

　最近の学生はインターネットばかりの

ようですが、本を読むことを強く勧めま

す。世の中を良くするには、まず自分が教

養豊かな立派な人間にならなければな

りません。そのためには本を読むことが

不可欠です。

―戦後および男女普通選挙制度の下

での初の選挙となった第22回衆議院議

員総選挙で当選され、日本初の女性代議

士の一人として活躍されました。代議士

になったきっかけを教えてください。

　戦時下の繰り上げ卒業で1942年9月

30日に卒業となり、翌日には男性の同級

生は皆入隊しました。多くの同級生が

戦地で亡くなって、私は何のために生き

残ったのだろうかと自問する日々が続

きました。そんなとき、ラジオで上野で

は餓死者が出ているという話を聞いて、

居ても立ってもいられず、父と上野に向

かったのです。地下道にはたくさんの餓

死者がいて、こんなことで良いのかと考

えながら新宿まで行き、往来の人に自分

が考えていることを呼び掛けました。街

頭演説というより、ただ呼び掛けただ

けなのですが、皆さんが話を聞いてくだ

さって、同志が集まり、餓死防衛同盟と

いう名前をつけて活動するようになりま

した。家のない人たちに兵舎を開放する

ことや保有米の放出などを国会に陳情

したところ、当時の弊原総理と面会する

こともできました。そうこうしているうち

に、1946年に、衆議院選挙があり、同志

の代表として立候補することになったの

です。ですから最初から代議士になりた

かったわけではなく、やりたいことを訴え

ていたら自然と国会に出ることになりま

した。

―早稲田大学は創立150周年に向け

た新たなビジョンを策定しました。グロー

バルな視野を持って世界で、または地域

社会で活躍する人材の育成を指針として

掲げています。今後の早稲田大学に期待

することをお聞かせください。

　早稲田と言えば、大隈重信先生が描

いた教旨に尽きるのではないでしょう

か。その精神を守り続けていくことを期

待しています。あの雰囲気の中で成長で

きたことを誇りに思っています。昨年4

月、女性の卒業生の集まりである稲門女

性ネットワークの会合でお話しさせてい

ただくことになりキャンパスを訪問しまし

たが、現役の女子学生さんたちが明るく

活発で、これからの時代も安心だと思い

ました。

―現在もさまざまな分野でご活躍に

なられていますが、今後成し遂げたいと

思っていることは何でしょうか。

　世界平和を実現するためには、子ど

もの頃から平和を願う気持ちを持つこ

とが大切です。1979年の国際児童年に

「世界の平和は子どもから」をキャッチ

フレーズに、日本から在日各国大使館の

大使夫人を通して世界100カ国に、100

組200体の市松人形が贈られたのです

が、その答礼に57カ国から平和へのメッ

セージとともに、その国の衣装をつけた

人形が贈られてきました。お届けするの

に最も躊躇したのは中東戦争などで戦

火が激しかったイスラエルだったのです

が、迷った末に最後に贈ったにも関わら

ず、一番乗りで答礼人形が送られてきて

驚きました。「分かってください、私たちは

それほどさように平和を待ち望んでいる

のです」とのことでした。これらのお人形

たちを保存、公開するための「世界平和

大使人形の館」の建設を実現し、日本の

子どもたちに世界からの平和のメッセー

ジを伝えていきたいと強く考えています。

―女性の地位向上に取り組んでこら

れた園田さんから、女性たちに向けて

メッセージをいただけますでしょうか。

　子どもが平和を願うようになるには、

母親の力が重要です。世のお母さんたち

が、そして女性たちが平和を真に願う気

持ちを持って、子どもたちを育んでいっ

てほしいと思います。

餓死をなくすために
女性初の代議士に

母親の教育が
世界平和の源

早稲田の教旨を
守り続けてほしい

園田天光光さんの近著

『へこたれない心』
学研パブリッシング
危機や苦難を乗り越
え前向きに生きてい
くための秘訣を余す
ところなく公開。

1978年　訪中し鄧小平夫妻と会談
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　文学と聞くと情緒や審美的な面を想像され
る方が多いでしょう。私もその一人。もともと医
者を目指していた私は皮肉にも英語で受験に
失敗し、馴染みのなかった英文学科へ進学し
ました。大学卒業間近のこと、卒業論文のテー
マを当時唯一イギリス関係で興味のあった

「ビートルズ」にすると教授に申し出たところ、
「大学院への進学を考えているなら、文学を
テーマにした方が良い」と勧められました。そ
のときには就職先も決まっており進学など考え
てもいませんでしたが、不本意ながらもテーマ
を変更。第二次世界大戦や旧ソ連に関する政
治的なモチーフをなぞらえた寓話小説『動物
農場』の著者であるジョージ・オーウェルを選
びました。ところがそれがきっかけで文学作
品に伏在する著者の意図を解き明かす面白さ
を知り、もっと学びたいとの欲求が沸き、教授
の思惑通り研究の道へと踏み出したのです。
　大学院では「文学とは何か」「主体やテクス
ト、そして社会との関連」などを追究する文学
理論に出会い、本格的に研究するため、日本よ
り研究の進んでいたイギリスのウォリック大学
に留学しました。そこで学際的なカルチュラル・
スタディーズ（文化研究論）を学んだことで、研
究領域はさらに拡散。最終的に落ち着いたの
が、現代イギリス地域研究です。多角的な知識
が必要な地域研究は、興味の幅が広い私の
性格に合っていました。

　私の担当するゼミにはUKロックなどイギリス
の若者文化に関心があって入ってくる学生が
多く、まずはそうした学生の興味の枠を広げる
ことが必要だと考えています。私がそうであっ
たように、知らないままで通り過ぎるのはもった
いないですから。そこで特に3年生のゼミでは
歴史、文学、芸術、建築、スポーツ、音楽などテー

マ別に数名のグルー
プを作り、イギリスや
英連邦諸国のさまざ
まな側面を研究・発
表してもらうのです。
学生同士で採点し
た結果が成績につ
ながるとあって、皆で
必死に調べ、工夫し

ていますね。研究・発表を通して多くの知識を
身に付け、それまで知らなかったイギリス地域
の魅力を知ることができるでしょう。またプレ
ゼンスキルは、将来、社会で活躍する際にも力
を発揮します。自分は周りからどのように見ら
れているか、相手を納得させられる論理を展
開するにはどうすれば良いかを考える力を身
に付けてほしいと考えています。

　現在は20世紀イギリスの文化外交史を中心
に研究しています。文化と外交という2つの分
野の隙間を埋める比較的新しい研究領域で
す。文化を利用したイメージ戦略は国と国の関
係を円滑にし、経済はもちろん、平和のツール
としても重要な役割を果たします。特にイギリ
スでは1990年代半ばから“クール・ブリタニア”
を謳い、文化の力を外交のツールとして積極的
に活用してきましたが、その萌芽は実は両大
戦間期にまでさかのぼれます。そこで2011年
度にサバティカル※でケンブリッジ大学へ在外
研究に赴いた際も、ロンドンの公文書館に足し
げく通ってイギリスの文化外交に関する膨大
な一次史料にあたりました。また、ケンブリッジ
大学ではバックグラウンドの異なる研究者たち
との親睦を通してイギリスの伝統的な社交文
化に触れたことは貴重な体験です。
　ただし、研究と子育ての二足のわらじ生活
のため、思うように研究が進まないという苦労
があります。ずいぶん前に子どものいる女性研
究者が呟いた「子ども1人、論文10本」 という
一言。当時は独身だったためピンときませんで
したが、今、就学前の2児の子育てに翻弄され
満足に研究時間を確保できない日々の中で、こ
の言葉の意味を痛感しています。とはいえ、こ
の境遇を嘆いているわけではありません。まさ
に今が正念場ですが、子育てを通して身に付
いた寛容さや広い視野は、これからの研究生
活に良い影響を与えてくれると信じています。
※ サバティカル：研究休暇制度。教員の研究活動を促進す

るため、数年に一度、約一年間にわたり在外研究などに
時間を活用できる制度。

卒業前に呼び覚まされた
学びへの衝動

知らないままで終わるのは
もったいない

「子ども1人、論文10本」

▲�ケンブリッジ大学コレッジのパーティにて

▲�家族で参加したゼミ合宿

早稲田で活躍する女性研究者を紹介します。
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プロフィール
わたなべ・あいこ
1996年英国ウォリック大学大学院
英文科修士課程修了。1997年同大
学大学院イギリスおよび比較文化研
究所修士課程修了。2002年東京大
学大学院総合文化研究科博士課程

満期退学。2004年本学文学部専任講師、2007年文学学
術院准教授を経て、2012年より現職。
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Robert Ferenc VESZTEG
Associate Professor,

Faculty of Political Science and 
Economics

ヴェステグ ロバート フェレンツ
政治経済学術院准教授

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/

The Nobel-laureate James Tobin once claimed that incentives is the single word that sums up what 

economics is all about. As an economist, I believe in incentives and the importance of providing the correct 

ones, and this is exactly what I teach in my classes on game theory and on the economics of information. 

At the same time, I am also aware of the risks that trying to provide too many incentives can entail, even if 

they are meant to be the correct ones. It is not only so because I also teach experimental economics, but my 

personal experience seems to suggest likewise.

The country in which I was born almost four decades ago in Central Europe was imposing numerous strict 

rules on its citizens’ actions. Those rules did not only govern economic and social transactions, but were also 

meant to apply to one’s private life and even thoughts. Let us give the benefit of the doubt to the inventors, 

as for my purpose here it suffices to recall the disaster they originated by trying to hold perfect control. The 

disaster lies not in that they failed in achieving the clearly impossible, that is to specify a complete set of 

rules without internal contradictions and in benefit of the public interest, but that the very subjects to those 

rules learnt how to bend them. People learnt to ignore the official rules and grew resourceful in finding the 

backdoors. Now, while the wave of economic and political change of 1989 swept away the system with its 

rulers and rules, Hungary has been unable to change its people’s mindset which has arguably been hindering 

its development for more than 20 years now.

The country in which I earned my graduate degree almost a decade ago in Western Europe was operating 

with much fewer rules. The freedom it was offering was a refreshing experience as most problems could 

be solved with the help of face-to-face communication on an individual basis. Nevertheless, it also created 

unexpected troubles when the very same question had different correct answers on different days depending 

on the person on duty. And occasionally it was a terribly wasteful system because everybody felt entitled to 

a personalized treatment and solution to her problem. Spain is today one of Europe’s troubled countries with 

no light at the end of the tunnel, under the burden of severe corruption which seems to be widely expanded 

in the political elite, it has been affecting professional sports and has reached even the royal family.

The country in which I live and work now has uncountable rules and a system that makes it impossible 

to bend or ignore them. Yet, Japan gives the background to an exciting innovative project which I am 

participating in: the creation and management of an English based degree program in Political Science and 

Economics at Waseda University. We are in a privileged and crucial situation, because we get to set the 

incentives. Our task is to find the golden middle way between too few and too many rules. While the latter 

might look tempting, we should be careful not to overwrite students’ intrinsic motivation and common sense. 

In the classroom, I tend to rely on students’ curiosity and sense of responsibility as much as possible (and a 

few specific rules take care of the rest). In other words, I prefer being a professor who teaches students to 

being a policeman or salesman taking care of his clients with the help of complex contracts. I am glad and 

thankful that I have found supporting partners, both colleagues and students, at Waseda in this endeavor. I 

hope that our efforts will be rewarded with success and that we can efficiently work together on these terms 

for a long time to come.

(If you have not heard about our program yet, do not hesitate to approach our office, faculty or students for 

more information. If you are a student, you may want to have a firsthand experience by registering for our 

courses and earning credits.)

S       ome thoughts 
on rules

　日本に来て、私は大きなチャンスを得ました。早稲田大学政治
経済学部の英語ベースプログラムの構築とマネジメントに携わる
ことです。プログラムを進める中で、ルールを設定しすぎないこと
は一つの重要なタスクだと思っています。授業の中では、学生の
興味の向く先や、彼らの責任感をできる限り尊重しながら進める
ようにしており、その中で必要最低限のルールを適用しています。
ここ早稲田で、同僚や学生が、私をサポートしてくれることに感謝
し、今後もこのプログラムの成功にむけて努力していきたいと思
います。

抄訳：ルールについて思うこと
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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」。今回は野村総合研究所で採用を担当されている酒田さんにお話を伺いました。

の

学生と進路選択

いま取り組んでいることに真剣に向き合い
“自分らしさ”を見つけ出してほしい

　当社が一番大切にしているのは、「どうすれ
ばお客様が成長するか」ということです。この大
きな使命のために、お客様の経営課題や業務
課題を見つけ、解決策を提案します。私たちは
これらを経営コンサルティングとITソリューショ
ンの両輪で実現しています。お客様の業界は
多種多様であるため、それぞれに課題も解決
策も異なります。仮に海外展開することが成長
につながるのであればそれを支援しますし、同
時に私たち自身がグローバルな視点を身につけ
ることも必要でしょう。しかしグローバル化自体
が目的ではありません。「お客様の成長のため
に」という当社の根底を見失わないことが肝心
です。そのため、お客様の業務に深く興味を持
ち、自分で積極的に踏み込んで調べ、お客様の
ために何ができるかを真剣に考え抜くことがで
きる、そういう人材を求めています。お客様の業
務にしろ、システム知識にしろ、覚えなければな
らないことがたくさんある仕事ですが、知らな
いことを言い訳にして挑戦しないのではなく、
知らないけれどお客様のためになるから勉強
するという意欲があればよいのです。その思い
さえあれば、経験の有無や出身大学・学部に関
わらず、当社で活躍ができると思います。

　最近は即戦力を求める企業が増えているた
め、就職に有利な経験や社会に出てから役立
つ能力・技術を身につけようとする学生がいる
と聞きます。しかし変化の著しい今、数年後に
どのような能力が役立つかなんて誰にも分かり
ません。さらに言えば、取り組んできた学業・研
究が実際の仕事に直結するかどうかも分かり
ません。そうであれば、学生時代は自分が今や
りたいことに打ち込み、その中で「自分らしさ」
とは何かを見つけることが重要だと考えていま
す。将来がどうであろうと挑戦していく、自分で
切り拓いていく、という方が面白いと思います。
　私は学生時代にスキーサークルに所属して
いました。技術や意欲の高い仲間の中で、壁に
ぶち当たりながらも自分なりに工夫して「自分
らしさ」を出す努力をしました。チームの技術を

高めるために自分にできることは何かを考え、
いろいろな場所をまわって条件に合うコーチを
探したこともあります。これは私の経験に基づ
くあくまで一例ですが、早稲田大学にはさまざ
まな経験を積むことができる素晴らしい環境
があります。研究やゼミ、サークルや部活動、ア
ルバイトなど何でも良いでしょう。
　取り組んできた内容そのものが活かされると
は限りませんが、身につけた「努力する姿勢」や
「価値観」「考え方」あるいは「問題に突き当たっ
たときの自分なりの対処の仕方」はどこでも求
められる能力です。社会に出ると自分とは異な
る価値観の人と仕事をすることがあるでしょう。
学生時代の経験を活かして、どうすればこのメ
ンバーで成し遂げることができるのかを考え実
践してほしいと思います。

　就職活動期間が短くなり、学生さんは連日の
セミナー参加などで大変だと思います。多くの
企業を見るうちに違いが分からなくなり、「同業
他社との違いは何ですか？」と質問する学生も
います。そこは答えを焦らず、ぜひ自分で考え抜
いてください。同じように聞こえるかもしれませ
んが、よく聞けば各社の違いが分かるはずです。
そうしてさまざまな企業を見ながら、働く上で自
分が大事にしたいと思うことは何かを見つけて
ほしいと思います。働き方なのか、業界なのか、
企業規模なのか。その時に自身の大学生活を
振り返り、自分は何を大切にしてきたのかを見
極めると良いでしょう。それが将来のキャリアを
考える上での基礎にもなってくると思います。
　とはいえ、まだ社会に出ていない学生の皆さ
んは将来のキャリアを想像できないと思いま
す。特に就職活動が始まると目先のことでいっ
ぱいでしょう。そこで大切なのは、学生がもっと
先のキャリアを想像できるような機会を与えて
あげることです。例えばご父母の皆さんが、自
分はどのような仕事をしてきたのか、どのように
キャリアを重ねてきたのかという話をされると
良いと思います。将来を見据えて良い経験を積
ませてあげること、決して就職がゴールではな
いこと、キャリアは積み重ねていくものであって
終わりがないこと。それを意識させてあげるこ
とが、周りの大人にできることだと思います。

初めてのことにも
積極的に挑戦する人材

働く上で大事にしたいと
思うことを見つけてほしい

やりたいことに打ち込む中で
“自分らしさ”を見つける

株式会社野村総合研究所
上級専門スタッフ
人事部 採用課

酒田篤也

Profile
さかた・あつや
2000年、早稲田大学理工学部建築
学科卒業。アプリケーションエンジ
ニアとして入社。食品スーパーマー
ケットを中心とした流通業界の顧
客に対して、業務改善提案、システ
ム企画・設計・構築・保守を担当。
2009年より本部内人材育成、新人
研修担当を兼務。2010年10月より
現職。

株式会社野村総合研究所

日本初の民間シンクタンクとして
誕生。コンサルティング、金融ITソ
リューション、産業ITソリューション、
IT基盤サービスの4つの事業を通し
て、社会の仕組みづくり、お客様の
ビジネス、人々の快適な暮らしを支
えている。「未来創発」を企業理念
に掲げ、その軸となる「ナビゲーショ
ン×ソリューション」を機能させなが
ら、社会や産業、企業の発展につな
がる価値を提供している。

　大学生活は、自分と社会と
のかかわり方や、自分らしい生
き方を見つけるための旅でも
あります。「自分がどうやって
生きていくのか。これまで紡い
できた『自分だけの物語（人
生）』から、自分の将来を考え
たい」と言った学生がいまし
たが、このことばと酒田さんが
おっしゃる「自分らしさ」との
間には、通じるものがあると
感じます。

キャリアセンターより

自分らしい生き方を
見つけましょう
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今号のオススメ

■『知的財産に携わる人のための標準民事手続法』
    高林龍（法学学術院）著　発明推進協会　2012年12月

■『同時にわかる！ 日本・中国・朝鮮の歴史』
    小口彦太（法学学術院）監修　PHP研究所　2012年12月

■『医療事故と刑法』
    甲斐克則（法学学術院）著　成文堂　2012年12月

■『うばわないで！ 子ども時代
       ―気晴らし・遊び・文化の権利〈子どもの権利条約第31条〉―』
    増山均（文学学術院）、他編著　新日本出版社　2012年12月

■『論理的に読む技術―文章の中身を理解する“読解力”強化の必須スキル！―』
    福澤一吉（文学学術院）著　ソフトバンククリエイティブ　2012年12月

■『トコトンやさしい光合成の本』
    園池公毅（教育・総合科学学術院）著　日刊工業新聞社　2012年12月

■『エストニアを知るための59章』
    小森宏美（教育・総合科学学術院）編著　明石書店　2012年12月

■『現場女子―輝く働き方を手に入れた7つの物語―』
    遠藤功（商学学術院）著　日本経済新聞出版社　2012年12月

■『実験心理学への招待〔改訂版〕―実験によりこころを科学する―』
    中島義明（人間科学学術院）、他編　サイエンス社　2012年12月

■『アロマザリングの島の子どもたち―多良間島子別れフィールドノート―』
    根ケ山光一（人間科学学術院）著　新曜社　2012年12月

■『ゴルフ解剖学』
    川上泰雄（スポーツ科学学術院）他訳・監訳　ベースボール・マガジン社
    2012年12月

■『一目惚れの科学―ヒトとしての恋愛学入門―』
    森川友義（国際学術院）著　ディスカヴァー・トゥエンティワン　2012年12月

■『「領土問題」の論じ方』
    最上敏樹（政治経済学術院）他著　岩波書店　2013年1月

■『近代という教養―文学が背負った課題―』
    石原千秋（教育・総合科学学術院）著　筑摩書房　2013年1月

■『15のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』
    堀越宏一（教育・総合科学学術院）、甚野尚志（文学学術院）編著
    ミネルヴァ書房　2013年1月

■『コーポレート・ファイナンス―CFOを志す人のために―』
    岩村充（商学学術院）著　中央経済社　2013年1月

■『魂の殺人〔新装版〕―親は子どもに何をしたか―』
    山下公子（人間科学学術院）訳　新曜社　2013年1月

■『ふたつの講演―戦後思想の射程について―』
    加藤典洋（国際学術院）著　岩波書店　2013年1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5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 総合学術情報センター 国際会議場
日程  ①5月10日㈮　午後のみ　②5月11日㈯　午前・午後
　　 留学に興味のある方は、留学への第一歩として留学フェアに参加し、多彩な

早大留学プログラムの魅力と概要についての話を聞いてみませんか。
問   留学センター　TEL：03-3208-9602　http://www.cie-waseda.jp/jp/
 　※ 留学フェア詳細スケジュールについては、上記留学センター Webサイトを

参照ください。

春の留学フェア

坪内博士記念演劇博物館
①『佐野碩と世界演劇
　   ―日本・ロシア・メキシコ “芸術は民衆のものだ”―』展
② 現代シリーズ第41弾
　 『大学路1980s―韓国現代演劇とソウル―』展
③『六世中村歌右衛門展―思い出の名舞台―』
会場 坪内博士記念演劇博物館
 ①2階 企画展示室Ⅰ　②3階 現代演劇コーナー
 ③六世中村歌右衛門記念 特別展示室
日程  ①3月1日㈮〜 5月22日㈬
 　 本展では佐

さ の

野碩
せ き

のグローバルに生きた足跡と、同時代の演劇人たちとの
交流を紹介し、20世紀世界演劇を再検討します。

 ②3月1日㈮〜 8月4日㈰
 　 ソウル市内で現在140余りの劇場がひしめく演劇の街、大学路（テハンノ）。

この大学路の移り変わりを中心に1980年代の韓国演劇を紹介します。
 　 共催：日韓演劇交流センター
 ③3月25日㈪〜 4月25日㈭
 　 本年の六世中村歌右衛門展は、4月2日の歌舞伎座新開場を記念し、中村

歌右衛門の歌舞伎座での「思い出の名舞台」を振り返ります。
 　 協力：松竹株式会社、日本俳優協会、文学座
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
①動物たち
②ペンから剣へ―学徒出陣70年―
会場 會津八一記念博物館
 ①1階 富岡重憲コレクション展示室　②1階 企画展示室
日程  ①3月1日㈮〜 4月20日㈯　10：00 〜 17：00　※日曜・祝日休館
      富岡重憲コレクションの全分野から動物を表現した作品を選び、展示します。
      4月6日㈯　13：00 〜　当展示室にてギャラリートークを開催（無料）
 ②3月25日㈪〜 4月27日㈯
       学徒出陣から70年。在学のまま陸海軍へ入営・入隊し、二度と学窓に還るこ

とのなかった学生たちの遺品を展示し、彼らが何を思い、考えていたのかを
追想します。

問   ①會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
　 　http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html
　 ②大学史資料センター　TEL：03-5286-1814
　 　http://www.waseda.jp/archives/

川口芸術学校「f ―エフ―」早稲田松竹映画劇場上映会
会場 早稲田松竹映画劇場
日程  3月12日㈫　10：00 〜 20：30（予定）　※全席自由、予約不要
  今年度の卒業制作上映会を、早稲田松竹映画劇場で行います。コンペティショ

ンの受賞作品などの選抜作品をはじめ、秀逸な卒業生、在校生の作品をご覧い
ただけます。映画館の音響設備を使用し、作品を上映・視聴できるまたとない
機会です。　※入場無料

問   川口芸術学校事務所　TEL：048-269-7961（代表）
 　http://waseda-f.com/

3-5月

『限りなく遥かなる旅路の果てに
   ―バランス感覚のある人間を育てる教育論―』
渡邉重範（教育・総合科学学術院）著　恒文社　2012年12月

「雑草という草はない」と言われるように、雑草のどの1本にも
それぞれ名前がある。本書はそんな想いをこめた教育論であ
る。長年にわたる早稲田実業学校長としての経験に基づき、
生徒、学生に「明日」を託す43編の物語からなる。「駄文雑文
いりまじって、さながら駄菓子屋の店先」のようだと思われる
かもしれない。本書には今日では忘れさられ、どこかに置き忘
れてきた駄菓子屋のぬくもりが感じられる。

『人類の夢を育む天体「月」
   ―月探査機かぐやの成果に立ちて』
長谷部信行（理工学術院）、他編著　恒星社厚生閣
2013年1月

月はいつも同じ面を地球に向けて、地球の周りをまわっている。
その表面にはおびただしいクレータや大量の溶岩流が見られ
る未だ謎の多い魅力的な天体である。わが国の月探査衛星「かぐや」は2007年
9月に打ち上げられ、その観測を通じて月の誕生と進化に関わる多くの重要な研
究成果が得られ、いろいろなメディアを通じて発表されている。これまでの研究
成果に基づいて、身近に親しまれている“月”についてやさしく解説している。



『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。

■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL    http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/

※CAMPUS NOWは年5回発行の予定です。次号は、4月下旬発行を予定しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ふかくこの生を愛すへし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 かへりみて己を知るへし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 学藝を以って性を養ふへし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 日々新面目あるへし

秋
しゅうそう

艸道
ど う じ ん

人の雅号で歌人・書家としても知られる會津八一博士は、

自ら揮毫した「学規」を多くの門下生に贈っています。

早稲田大学在学中は坪内逍遙のもとで英文学を学び、

のちに東洋美術史の研究を志し、やがて母校の教壇に立ちました。

美術史の教育・研究にとって実物と文献は車の両輪のごとしとの信念に基づき、

私財を投じて中国の明器、鏡、瓦
が せ ん

塼など4,000点余りを収集。

そのコレクションを柱として、本学の蓄積した学術研究資料や貴重な寄贈資料など

約18,000件を収蔵、展示しているのが、ここ會津八一記念博物館です。

かつて図書館の大閲覧室だった展示室を歩けば、

静謐の中、数々の文物から先人たちの思いが伝わってくるかのようです。

先人の思いを伝える文物たち
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