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平成17年度に続き2回目の快挙

堀江敏幸文学学術院教授が読売文学賞を受賞

文学学術院の堀江敏幸教授が、
「正

堀江教授は今までも三島由紀夫賞や

弦曲線」で第61回読売文学賞
【随筆・紀

筆・紀行賞、
評論・伝記賞、
詩歌俳句賞、

芥川賞、
川端康成文学賞、
谷崎潤一郎賞

行賞】を受賞しました。読売文学賞は、
1

研究・翻訳賞）について最も優れた作品

など数々の賞を受賞していますが、
本賞

年間に発表・刊行された文学作品の中か

に授与される賞です。

の受賞は今回で2回目です。

U

UNIVERSITY

本年9月より派遣学生を受け入れ

ベトナム教育訓練省国際教育開発局と覚書

2月10日、
ベトナム教育訓練省国際教育
開発局と本学は、
ベトナム教育訓練省で

進、
相互理解および友好促進など、
多方面
にわたる協力連携の推進を目指します。

調印式を行い学術交流覚書を締結しま

本学は、
「アジア太平洋における知の

した。本年9月からベトナム政府の博士育

共創」のミッションのもと、
アジア地域を

成計画による派遣学生の受け入れを開

中心とした発展途上国が行う博士育成

副首相、
教育訓練大臣などが臨席した調印式

始し、
本学によるベトナム人学生の教育面

計画による政府派遣学生を、
積極的に受

け入れ・教育は勿論、
本学とベトナムとの

や、
両国間における学術・教育活動の促

け入れています。今後も、
派遣学生の受

交流を一層深めていく予定です。

U

UNIVERSITY

介護ロボットなどへの情報通信技術の転用を推進

情報通信研究機構と協定を締結

2月22日、
独立行政法人情報通信研究
機構（NICT、
宮原秀夫理事長）と本学

転用できる基礎的技術などの研究が推
進されます。

は、
情報通信分野における連携推進に

本学は、
すでに音声情報処理に関する

関する協定を締結しました。今後、
NICT

国際的コンソーシアムのInterACTに参

の音声認識・翻訳に関するヒューマンイ

加しており、
日本発の技術が世界標準に

ンタフェース技術と本学のロボット技術

なるためのネットワーク作りを進めるとと

や翻訳・文法に関わる研究の蓄積とを融

もに、
国際標準化を見据えた高度な人材

合し、
音声を理解して適切な介護や生活

育成を推進することを目標に活動を続け

支援などを行う介護用ロボットなどにも

ていく予定です。

U

UNIVERSITY

署名を終えた協定書を手にする白井総長（左）と
宮原理事長

その生涯を讃える記念展も開催

初代図書館長 市島春城の胸像を建立

本学図書館の初代館長である市島謙

苗（後に初代学長、
第3代総長を歴任）の

吉（号・春城）の生誕150年にあたり、
永く

勧めで館長に就任した市島は、
自らの目と

その功績を讃えるため、
中央図書館入口

足でさまざまな資料の収集に奔走。さら

前に「春城市島謙吉像」が建立され、
3月

に、
どんなに貴重な資料も、
所蔵している

また「生誕150年記念 市島春城展」
（3

5日には春城関係者の出席のもと除幕式

だけでは無いものと同じ、
「死蔵」である

月5日〜 4月21日）
では、
図書館所蔵の自筆

がとり行われました。

との考えから、
資料の積極的な公開を目

資料や彼が収集した貴重資料などが展

指しました。その精神は、
現在の図書館に

示され、
随筆などを残した市島自身の言

も受け継がれています。

葉を通して、
その生涯が紹介されました。

本学が東京専門学校から早稲田大学
と改称した1902年、
学監であった高田早

2

ら各部門（小説賞、
戯曲・シナリオ賞、
随
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希望を胸にそれぞれの新しい道へ

2009年度卒業式、
2010年度入学式を挙行

3月25日、
2009年度学部・芸術学校卒

同じ『自主』
『独 立』
『進 取』のDNAを

業式、
大学院学位授与式がとり行われ、

携えており、
今日は久遠の絆の始まりで

12,281名が 巣 立って行きました（写 真

す」と締めくくると会場内から大きな拍手

上）
。当日はあいにくの雨で厳しい寒さと

がわき起こりました。
また、
4月1日、
2日には2010年度入学式

なりましたが、
色とりどりの振り袖や袴、
そして卒業生やご家族の笑顔でキャンパ
スは華やいだ雰囲気に包まれました。

（学部・大学院）が行われ、
13,771名の新
入生を迎えました（写真下）
。新しい環

白井克彦総長が式辞の最後に、
「今日

境への期待と不安を胸に式に臨んだ新

の別れは悲しい別れではなく、
意欲と期

入生たちに、白井総長は「自己の可能

しい問題に果敢にチャレンジする力を

待に満ち溢れた別れ。
卒業生も教職員も

性を最大限に引き出し、
新しい時代と新

養ってほしい」と激励しました。

U

UNIVERSITY

多くの優れた業績・貢献を顕彰

名誉博士学位贈呈、
功労者表彰行われる

卒業式・入学式において、
学問、
芸術、
社

に対する名誉博士号の贈呈、
芸術またはス

に贈られる芸術功労者、
スポーツ功労者お

会または人類のため顕著な貢献をなした方

ポーツの振興に顕著な功績のあった校友

よび特別功労者の表彰が行われました。

氏名／学位名
ひえだ

ひさし

日枝

久

名誉博士号
Doctor of Laws
まつうら

こういちろう

松浦

晃一郎

名誉博士号
Doctor of Laws
さくらい

まさみつ

桜井

正光

名誉博士号
Doctor of Laws
しゅう

きほう

周

其鳳

名誉博士号
Doctor of Science
い

李

名誉博士号
Doctor of Laws
てらしま

寺島

じつろう

実郎

名誉博士号
Doctor of Laws
氏名／表彰名
きたむら おさむ

北村

治

芸術功労者
ひ げ た

みのる

日下田 實
スポーツ功労者

奥島

贈呈時の職など
㈱フジ･メディア･ホールディングス代表取締役会長
㈱フジ・テレビジョン代表取締役会長
本学商議員会長

アジアから初のユネスコ事務局長を務め、教育の普及、文化財
の保全等に貢献した。本学における国際理解の浸透に寄与し
た功績による。
（2010.4.1）

前ユネスコ事務局長

株式会社リコーを総合オフィス機器企業へと躍進させ、経営
上の成長に多大な貢献をした。また、経済界全体を牽引した。
本学の発展についても寄与した功績による。
（2010.4.1）

㈱リコー代表取締役会長
経済同友会代表幹事

液晶高分子学の分野に多大な貢献をなすとともに本大学と
の協定に基づく友好協力関係の促進に貢献した功績による。

（2010.4.1）

北京大学校長

法学の分野に多大な貢献をなすとともに本大学との協定に基
づく友好協力関係の促進に貢献した功績による。
（2010.4.2）

高麗大学校総長

産業界、学界、政府機関、民間全ての分野を卓抜した判断力、
提言力で牽引した。本学においてもアジア地域の理解浸透、
教育研究の発展に多大な寄与をした功績による。
（2010.4.2）

多摩大学学長
㈱三井物産戦略研究所会長
㈶日本総合研究所会長

ぎ す

基秀

おくしま

贈呈理由（贈呈年月日）
卓越した指導力と先見性を持った経営戦略の展開により株式
会社フジ・テレビジョンを牽引すると共に、放送界の発展に貢
献した。本学の商議員会長等として維持、発展に寄与した功績
による。
（2010.4.1）

たかやす

孝康

特別功労者

概要・贈呈理由（贈呈年月日）

贈呈時の職など

能 楽 小 鼓 方 大 倉 流 の人 間 国 宝として、11歳 で初 舞 台を勤
めて以 来、繊 細で 深みのある芸 境を確 立した 功 績による。

（2010.3.25）

能楽師小鼓方大倉流

マナスル世界初登頂の成功など、卓越した登山活動による後
進の育成、ならびに本学への永年にわたる多大な功績による。

（2010.3.25）

元登山家

教員として、また多くの要職で大学の発展に尽力し、多方面に
わたる改革により大学の活性化と本学第二世紀への礎を築い
た功績による。
（2010.3.25）

早稲田大学前総長（法学学術院教授）
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中高一貫教育と高大連携で人材育成

新たな附属・系属校で1期生が入学
附属初の中学校開校

附属校として初の中学校「高等学院

大隈重信の生誕地に系属校
早稲田佐賀中学校・高等学校も、
大隈

中学部」では、
まだ小学生の面影が残る

重信の出身地・佐賀県の唐津に開校し、

128名の新入生を迎えました。
4月8日の

本学の教旨銘板とともに附属・系属校の

入学式で白井総長は「中学生というの

シンボルである大隈重信の胸像も設置

は将来を切り開くための基礎を築く大

されました。
1期生として中学校123名、
高

切な時期ですから、
建学の精神を胸に、

等学校129名が4月7日の入学式を迎え、

切磋琢磨してください」と期待を述べま

白井総長は「早稲田大学の卒業生は幅

した。

広い分野で活躍している。その原動力

開校にあわせて新校舎3棟を新築、
こ

は早稲田大学の建学の精神にある。早

れらの新校舎は地上3階の3棟構成で、

稲田佐賀の建学の理念は『学問の独立』

明るい吹き抜けのある総合情報センター

『進取の精神』
『地球市民の育成』
。学園

新入生代表宣誓：早稲田佐賀中学校・
高等学校

同校は唐津城の麓に広がる県立高校
跡地に建ち、
旧校舎に耐震補強を施し
て内装や外壁などを一新しました。男女

（図書館など）
を中心に、
中高合わせて約

生活で、
ぜひその精神を自分のものとし、

292名を収容できる新設の寮は、
大隈重

1,300名の生徒を収容できる教室棟を備

力を合わせて新しい伝統をつくりあげて

信の幼名にちなみ「八太郎館」と名づけ

えています。

ほしい」と挨拶しました。

られました。

R

RESEARCH
&
EDUCATION

最高レベルの性能・低消費電力処理を実現

試作チップ写真

次世代家電向けLSIを開発

本学理工学術院の笠原博徳教授・木

力性能比37GOPS（Giga Operations

村啓二准教授の研究室は、
株式会社ルネ

Per Second）
／ Wの高性能かつ低消費

サス テクノロジ（開発時）
、
株式会社日立

電力処理を実現しました。当LSIはカーナ

製作所、
東京工業大学前島研究室ととも

ビゲーション機器やデジタルTV、
スマート

たコンパイラは世界初のヘテロジニアスマ

に、
複数の中央演算処理装置（CPU）コ

フォンなどさまざまな用途に応用可能で

ルチコア用プログラムの自動並列化、
電力

アと特定用途向けプロセッサを搭載した

あり、
これらの用途において情報処理能

制御を実現し、
手作業では長期間を要し

ヘテロジニアスマルチコア型システムLSI

力や省電力化を強化するものです。

ていたソフトウェア開発期間を大幅に短

を共同開発し、
業界最高レベルとなる電

U

UNIVERSITY

その中で、
笠原・木村研究室が開発し

縮することができます。

バリアフリー新法施行下で、大学では国内初

視覚障がい学生を支援する「トーキングサイン」
を導入

人間科学学術院では、
視覚に障がいを

4

家族で記念撮影：
高等学院中学部

により音声で知ることができるシステムです。

持つ学生や教職員の自立歩行やアクセスの

これにより101号館では、
教室やトイレなど約

円滑化を支援するため、
所沢キャンパス101

30箇所への音声案内が可能となりました。

号館に、
赤外線方式による音声案内システ

設置プロジェクトの中心となった同学

ム「トーキングサイン」
を整備導入しました。

術院の畠山卓朗教授は「現時点で、
所沢

トーキングサインは、
公共施設や交通機関な

キャンパスに視覚障がいの学生は在籍し

天井の「電子ラベ
ル」からの信号が
手 元 の「携 帯レ
シーバ」
で音声に

どで、
その場に不案内な人が、
場所やサー

ていないが、
教職員や障がいを持たない

リー化を進めるきっかけにしたい」と期待

ビスなどの情報を、
携帯端末の簡単な操作

学生の意識を変え、
大学全体のバリアフ

を寄せています。

U 大学全般
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厳しい状況の中、幅広い分野へ進出

2009年度の就職状況について

2009年度業種別就職状況（学部･大学院）
業種名称

2009年度の就職戦線は、マスメディ

広い視野と活動量が鍵

アでは「就職氷河期の再来」と伝えら
れました。2008年9月のリーマン・ショッ

就職活動を成功させるためには、
①早

クから始まった世界的不況の直撃で、

く動き始めること、
②OB・OG訪問などで

「空前の売り手市場」と言われた前年度

多くの社会人に会うこと、
③数多くの企業

の楽観ムードは吹き飛び、就職活動を

にアプローチすること、
が重要だと言われ

始めたばかりの学生からは「1年早く生

ています。活動量の多い学生が企業とう

まれてきたかった」という声も聞かれま

まくマッチングできるということを実感した

した。

1年でもありました。
現 在2009年9月、2010年3月卒業生

優秀な人材への採用意欲は堅調

の進路報告を集計中ですが、
学部生の

しかし、企業の採用担当者と情報交

進路報告者9,147名のうち就職5,750名

換する中で感じられたのは「業績が厳し

（62.9 %）
、進学2,239名（24.5%）
。また、大

い時期であるからこそ、核となる優秀な

学院生（修士課程）の進路報告者2,501

人材を獲得したい」という強い思いでし

名のうち就職した者は1,699名（67.9%）
と

た。実際、
大卒者の求人状況の指標であ

なっています。全体として就職率が低下

る「大卒求人倍率」
（民間企業就職希望

し、
学部生の大学院等への進学率が高く

者に対する求人数の推計値。リクルート

なっているのが目立ちます。
就職先を業種別で見てみると、
依然とし

ワークス研究所調査）を見ると、
2010年3
月卒業生の求人倍率は1.62倍であり、
前

て金融機関、
メーカーが大きな割合を占め

年度の2.14倍と比べると厳しい数値では

ます。また、
マスコミ・広告の減少、
インフラ

あるものの、
学生100名に対し162名分の

関連・地方公務員の増加が目立ち、
求人状

求人がある計算でした。

況を反映しています（表参照）
。

かつての就職氷河期に採用を極端に

就職支援について

絞り込み、
その後の人員構成に悪影響を
与えたという教訓から、多くの企業は新

キャリアセンターでは、
年間を通して多く

卒採用を重視していますし、
中堅・中小企

のキャリア形成・就職支援イベントを開催

業の中には優秀な人材を獲得できる好

する他、
優良企業を直接キャンパスに招聘

機ととらえる向きもありました。応募者が

し、
これまで以上に学生と企業との接点

殺到する人気企業だけでなく、
いわゆる

を強化していく予定です。また年間延べ

B to B（企業を顧客としてビジネスを行

8,000名近い個別相談にも応じています。

う）企業などの隠れた優良企業まで視

就職活動がうまくいかない学生には、
早め

野に入れると可能性は大きく広がった

に当センターを訪ねるようご紹介ください。

のです。

キャリアセンター Webサイト：

http://www.waseda.jp/career/

2009 年度進路状況
進路報告者

就職

進学

資格試験

その他、
進路未定

学部

9,147 名
（100.0%）

5,750 名
（62.9%）

2,239 名
（24.5%）

326 名
（3.5%）

832 名
（9.1%）

大学院

2,501 名
（100.0%）

1,699 名
（67.9%）

276 名
（11.0%）

256 名
（10.2%）

270 名
（10.9%）

農業
鉱業
建設業
食品製造業
繊維工業
繊維製品製造業
木材・木製品製造業
パルプ・紙製造業
新聞業
出版業
印刷業
化学工業
石炭・石油製品製造業
ゴム製品製造業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
一般機械器具製造業
電気機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
精密機械器具製造業
その他の製造業
総合商社
中堅商社
専門商社
卸売業
百貨店・スーパー
衣服・身の回り品小売業
食料品小売業
飲食店
自動車・自転車小売業
家具・什器小売業
その他の小売業
政府系金融機関
普通銀行
信託銀行
外資系銀行
信用金庫・信用組合
その他の金融業
証券業
生命保険業
損害保険業
共済事業
不動産業
旅行業
運輸業
通信業
電気・ガス・水道業
教育（国公立学校）
教育（私立学校）
教育（その他）
放送業
広告業
制作業
通信社
情報サービス業
専門サービス業
観光・興行・娯楽業
医療・保健業
宗教
非営利団体
その他のサービス業
国家公務員
地方公務員
国際公務員
外資系企業
元職復帰・自営

就職者数
人数
3
12
167
185
6
24
2
20
66
80
57
247
32
21
34
52
42
22
117
362
179
77
45
119
8
51
268
79
40
12
25
2
27
59
72
405
66
9
24
59
138
228
191
19
125
57
285
268
128
117
145
74
146
91
68
4
530
343
88
22
7
96
192
118
379
2
42
369

構成比
0.04%
0.16%
2.24%
2.48%
0.08%
0.32%
0.03%
0.27%
0.89%
1.07%
0.77%
3.32%
0.43%
0.28%
0.46%
0.70%
0.56%
0.30%
1.57%
4.86%
2.40%
1.03%
0.60%
1.60%
0.11%
0.68%
3.60%
1.06%
0.54%
0.16%
0.34%
0.03%
0.36%
0.79%
0.97%
5.44%
0.89%
0.12%
0.32%
0.79%
1.85%
3.06%
2.56%
0.26%
1.68%
0.77%
3.83%
3.60%
1.72%
1.57%
1.95%
0.99%
1.96%
1.22%
0.91%
0.05%
7.12%
4.60%
1.18%
0.30%
0.09%
1.28%
2.58%
1.58%
5.09%
0.03%
0.56%
4.95%

※進路報告率…学部 94.1％、大学院 86.0％、合計 92.2%
※表はいずれも 2010 年 4 月 7 日現在のものです。
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R e p o r t

A タンザニアの地で、平和を考える駅伝開催
スポーツによる社会貢献の力を実感

ACTIVITY

人口基金親善大使）
、
競走部員を含む本

2月19日、アフリカのタンザニアで、国
連 難 民高等 弁務 官 事務 所、国連人口

学学生などが、
ブルンジ難民や地域住民、

基 金および 本 学ボランティアセンター

元オリンピック選手のジュマ・イカンガー氏
とともに参加しました。

（WAVOC）は「EKIDEN FOR PEACE
IN TANZANIA」を開催しました。たすき

3月11日に本学で開かれた実施報告会に

をつなぐことで、
皆がひとつになりゴールを

は、
帰国したばかりの瀬古氏、
有森氏や学

目指すという、
スポーツの素晴らしさや、
励

生などが出席。この大会の意義や課題、
ア

まし助け合う大切さを難民の方たちにも

フリカ難民問題への問題提起などが語ら

感じ取ってもらいたいという願いが込めら

れました。特に学生からは、
貴重な体験を

れた企画です。
2回目の今年は、
タンザニア

忘れることなく今後も活動していく決意が

西部のウルヤンクル難民居住地にて行わ

述べられました。

れ、
同企画提唱者の瀬古利彦氏（校友、
WAVOCアドバイザー）
、
有森裕子氏（国連

ⒸUNHCR E.Wolfcariu

本番前、
1列に並んで笑顔のランナーたち

難民問題について熱く語る瀬古、
有森の両氏

WAVOCでは他に「エコミュニティ・タン

農作物破壊の防止などに取り組み、
野生

ザニア」
プロジェクトとして、
同地の象による

動物と地域住民の共存を目指しています。

U「レジデンスセンター」を設置

寮内教育でグローバルリーダーの育成を目指す

UNIVERSITY

2010年1月、
早稲田大学の学生が利用

地方出身学生の大学寮に対する要望

デスク」を設置し対応をしてきました。
しか

する学生寮全体の窓口となる「レジデン

や、
留学生数の増加に対応するため老朽

しながら今後の学生寮のありかたを見据

スセンター」が開設されました。本学では

化した田無寮を立て替え、
2008年4月に工

えた政策を重点的に行う専門セクション

現在、
田無学生寮（男子／女子寮）
、
東伏

事が完成しました。大学はこれを機に、
学

が必要となりました。そこで新設されたの
が、
レジデンスセンターです。

見学生寮（男子寮）
、
市嶋記念千駄木学

生寮を学部1・2年生対象の寮として位置

生寮（女子寮）を直営するほか、
提携など

づけた新たな学生寮政策をスタートさせ

同センターでは、
学生寮全体の政策面

による国際学生寮や推薦学生寮など多

ました。学生寮ではNext125が標榜する

から、
生活サポートや交流活動の支援、
入

くの住環境を提供しています。同センター

国際化に対応するため地方出身の日本人

退寮手続きなどの実務までを細やかに

は、
こうした寮や宿舎に関するさまざまな

学生と留学生に混住の場を提供し、
この

フォロー。学生寮を、
それぞれの特性に合

業務を総合的に取り扱うための窓口とな

環境での経験を生かしてグローバルセン

わせて効果的に運営し、
「生活の場」
「学

ります。

スを有した人材の育成を目指しています。

びの場」を通した寮生の人間力向上を図

しかしながら、
今まで育っ

レジデンスセンターの機能と業務階層
グローバルリーダーの育成
世界へ羽ばたく寮生
学生寮運営政策の
企画・立案
寮内教育
プログラムの
企画・立案

学生部レジデンスセンター
【戦略機能】
◦マネジメント
◦企画・立案と行程管理
◦学生寮と業務価値の最大化
◦ Waseda Next 125 と学生寮の整合性

学生寮
運営に係る
予算管理

パートナーシップ【重要機能】

RA（レジデント・
寮内教育
寮生活の
アシスタント）の
プログラムの
指導・支援
育成・管理
実施
寮生
学生寮
卒寮生との
交流企画の 立地地域との
連携
実施
連携
寮生の
募集
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入退寮
管理・
手続き

業者
管理

◦教 務部、国際部、キャンパス
企画部との連携
◦業務管理
◦プロセス標準化
◦サービスレベルの向上

（寮）ニーズ ハードウェア
の把握
管理

ベンダー【日常機能】
◦現場業務実施
◦データ管理
◦スキルの提供

ります。特に田無学生寮においては、
文部

た生活環境と全く異なる

科学省の公的助成「新たな社会的ニーズ

学生寮で、
留学生と日本人

に対応した学生支援プログラム」
（学生支

学生が共同生活を始める

援GP）を積極的に活用し、
インテンシブイ

ことは決して簡単ではあり

ングリッシュコースやテーマディスカッショ

ません。
コミュニケーション

ンなどのアカデミックプログラムなどが実

の問題に加え、
今まで生活

施されています。

してきた文化背景さえ全く
異なるのです。

今後さらに、
国際性を生かした寮内教
育プログラムやキャリア支援プログラムな

このような問題に対応

どを実施することによって、
本学の目標で

するため本学では学生部

もあるグローバルリーダーの育成に貢献

学生生活課内に「学生寮

することを目指します。

U 大学全般

U

UNIVERSITY

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

リーフレット
「あなたと情報
セキュリティ」は、
学 生・教 員・職 員
向けの3種類

情報セキュリティ体制の確立を目指して

推進室の設置で全学的取り組みを強化

理体制の確立を目指しています。

情報化社会が進展するとともに、
コン

本学では従来から、
個人情報や著作

ピュータウイルスによる被害、
ファイル交換

権の保護などを中心に情報セキュリティ

この4月からは、
教職員の意識向上を図

ソフトを介したネットへの情報流出、
メモリ

に取り組んできましたが、
昨今の状況を

り、
事件・事故の発生を未然に防ぐため

媒体の紛失といった過失によるものから、

受け、
昨年11月に情報セキュリティ推進室

のオンデマンド研修も開始されました。今

PCの盗難やハッキング、
内部者による情報

を設置。情報セキュリティに関する施策を

後、
「情報セキュリティガイドライン」などの

漏えいなど故意によるものまで、
さまざまな

全学展開し、
学生・教職員に対する教育

整備により組織的な取り組みも強化して

事故や事件が頻発するようになりました。

や啓発活動を行うとともに、
施策推進・管

いく予定です。

U

UNIVERSITY

大学の研究や人材育成の基盤強化を訴え

9大学トップが緊急政策提言を発表

3月19日、北海道・東北・東京・名古屋・

激しい国際競争の中で、
日本が持続的

基礎研究などの推進、
③大学の国際競争

京都・大阪・九州・慶應の各大学と本学の

発展を遂げるためには、
「知の拠点」であ

力の強化、
④体系的な大学予算システム

総長・塾長が「国家の成長戦略として大

る大学の研究・人材育成基盤の抜本的充

の確立、
⑤明確な投資目標を設けての公

学の研究・人材育成基盤の抜本的強化

実を図ることが不可欠であり、
早急に取り

的投資の大幅拡充など5項目を挙げ、
政

を」
と題した緊急の政策提言を発表し、
研

組むべき課題として、
①若手研究者の育

府の新成長戦略、
次期科学技術基本計

究や人材育成の基盤強化を訴えました。

成・支援、
②研究者の自由な発想に基づく

画などに盛り込むことなどを求めました。

■ 国民の祝日における授業実施について
各曜日ごとに半期15回の授業日を確保するため、以下の国民の祝日にも授業が行われます。
海の日

7月19日㈪

体育の日

10月11日㈪

※左記に授業を行う代わりに、
次の休業日を設けます。▶ 4月30日㈮・5月1日㈯

■箇所長の嘱任について
箇所名

役職名

総合研究機構
ナノ理工学研究機構
先端科学・健康医療融合研究機構
アジア研究機構

WASEDA ONLINE
讀賣新聞のWebサイト上で早稲
田大学の情報を国際的に発信す
る「WASEDA ONLINE」を日英

機構長
機構長
機構長
機構長

氏名
（新）森原 隆
（再）川原田 洋
（新）浅野 茂隆
（新）小口 彦太

任期
2010.4.1 〜 2010.9.20
2010.4.1 〜 2010.9.20
2010.4.1 〜 2010.9.20
2010.4.1 〜 2010.9.20

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

Opinion
本学教員が、
専 門を 生 か
して 社 会 的
テ ーマ に つ
いて執筆

News
大学ホームページ
とはひと味 違うト
ピックをお届け

2カ国語で展開しています。ぜひご
覧ください。
” WA S E DA O N L I N E ” t r a n s m i t s
information of Waseda University
in both Japanese and English on an
international basis on the website of
Daily Yomiuri online. Please be sure
to visit the website.

ワセダオンライン

検索

Culture
大学で開催される
展示などに関係し
た話題を詳説

Research
本学研究者のプロファイルや研究
プロジェクト最新情報を紹介

Waseda
Movie
ト ピッ ク 映
像を配信
※上記は、
コンテンツの一部です。
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Special Report

「
の宝庫 早稲田大
早稲田大学図書館の始まりは1882年。早稲田大学の前身である東京専門学校の創立
と同時に設置された図書室でした。その後、
大学の発展とともに拡大し、
現在、
中央図
書館と4つのキャンパス図書館、
6つの学生読書室、
その他各所に点在する教員図書室
や資料室など、
26施設からなる日本有数の図書館となりました。
多くの学生、
研究者を魅了し、
進化し続ける早稲田大学図書館の今をご案内します。

杜をめぐる

図書館の

メインキャンパスの図書館・読書室等
早稲田キャンパス

中央図書館
中央図書館は、図書館の歴史が始まって110年目の1991
年、
大学創立100周年記念事業の重要な柱のひとつとして安
部球場跡地に設立されました。

所沢キャンパス

中央図書館入口（写真右）に掲げられているラテン語は、
QUAE SIT SAPIENTIA DISCE LEGENDO
知恵の何たるかを読むことによって学べ
ローマ時代の政治家カトーが、
息子に向けた教訓です。
西早稲田キャンパス

戸山キャンパス

「春城市島謙吉像」
早稲田大学図書館の初代館長である
市島謙吉（号・春城、
1860-1944）の生誕
150年を記念して、
2010年3月に設置され
ました。市島謙吉は1902年に図書館長
に就任し、
15年の長きにわたって資料の
収集と積極的な公開に尽力しました。

平山郁夫「熊野路・古道」
2階から3階へと続く階段の踊り場に
掲げられているのは、
故平山郁夫氏の絵
画「熊野路・古道」です。
「真理探究の奥
深さ」をテーマに描かれた作品です。森
の奥深く消える古道は学問の深遠さを
象徴し、
上方に輝く曙光は厳しい道の果
てにある希望と安らぎを暗示しているそ
うです。
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学図書館」
本 読 む ひ と び と

棚の間で過ごす
何物にも代え難い時間
教育・総合科学学術院

和田敦彦教授（日本近代文学）

閲覧個室

地

教職員と大学院生が利用できる個
室。中庭に面した落ち着いた雰囲気の

階

中で学習･研究ができます。
昔から、先生の授業を聴くよりも図書
館で勉強するほうがいいとまで絶賛さ
れてきた早稲田大学図書館。多種多様
な所蔵資料はもちろんのこと、利用しや
すさという点においても段違いに素晴ら
しいですね。開架式でこれだけの量の
本を手にとることができる図書館はあり

坪内逍遥先生の文庫。

ません。棚の間を行き来し、そこに並ん
でいる背表紙を眺めるだけでも勉強に
なります。また、
古典籍総合データベース

研究書庫
主として教職員・大学院生が研究に利

についても、あの内容と量を無料で公開
する力には感服します。図書館は、研究

用する図書が配架されており、他大学に

者にとって命綱のようなもの。これまで

はないような古い図書も数多くあります。

助けられてきた図書館に恩返しするた

早稲田大学に縁のある人から寄贈され、

め、
2年前より教育プログラムの一環とし

元所蔵者の名前がつけられた文庫は40

て、
学生たちと未整理史料の整理を行っ

以上。

ています。

岩波文庫も全巻
揃っています。
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Special Report

知の宝庫「早稲田大学図書館」

2

階

参考図書コーナー
辞書・事典等の参考図書が配架されてい
ます。会話はできませんが、
PCなどの機器の
使用が可能なゾーンとなっています。

グループ学習室
蔵書検索システムWINEの整 備とと
もに図書目録カードはその役目を終え、
カードボックスの置かれていた場所は、
ス
チューデント・コモンズとしてグループ学
習の空間へと生まれ変わりました。

3

階

新聞・雑誌コーナー
世界各国の雑誌約6,000誌、新聞約150紙
を閲覧することができます。ソファはなんと
W型。

中央図書館は、音に関する3つのゾーンに分かれて
います。会話が可能なグループ学習のゾーン、会話は
不可だがPCなどの機器使用は可能なゾーン、会話も
機器使用も不可の静かなゾーン。サインはユニバーサ
ルデザインで分かりやすく表示しています。

本 読 む ひ と び と

本物に触れて学ぶ贅沢
こちらの皆さんは、
図書館に眠る未整理史料の整理作業を行ってい
る図書館連携調査グループ。文書史料の扱いや整理、
保存作業につい
ての知識を実践的に身に付けることを目的としています。
「誰も整理して
いない史料を初めて手にするので、
感動があって面白い」
「森鴎外や西
園寺公望の書簡を直接手にすることで、
文豪や歴史上の人物が身近に
感じられた」
「本物を見ることで関心の幅が広がり、
研究テーマが見え
てきた」と真剣に作業を進めています。
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大学院教育学研究科国語教育専攻の皆さん
大木しおりさん、鍵山千晴さん、小林雄佑さん、中野綾子さん

4

本 読 む ひ と び と

階

800年前の
古典籍に触れる喜び

AVルーム

文学学術院

クラシック、
邦楽、
ジャズ、
講演、
演劇、
落語

兼築信行教授（和歌文学）

など多彩なジャンルの音声資料と、音楽、映
画、
ドキュメンタリー、
講演などを収録した映
像資料を個別ブースで視聴できます。定年退
職した教員の最終講義DVDなども所蔵して
います。

早稲田大学図書館には、国宝・重要文

特別資料室
江戸時代以前の古文書、
版本、
写本、
近代

が24時間保たれた貴重書庫があり、国宝2

の書写資料、
また、
1800年以前刊行の洋書な

点、重要文化財5件を含む約4万点の貴重書

どの貴重な資料が所蔵されています。特別

を保管しています。

資料室内には、温度20℃、湿度55%の環境

化財をはじめとする、
数多くの古典籍が収
蔵されています。それらを単に保存するだ
けでなく、
古典籍データベースを通じて利
用・研究できる点が、
国内外の研究者から
高い評価を博しています。この度、
私が専
門とする藤原定家の日記『明月記』の自筆
本の一部を購入していただきました。この
断簡は、
紙背に2通の書状を存する貴重な
ものです。さらに研究を重ねていくことで、
当時の文化を解明する新しい発見もある
ことでしょう。古典籍のコレクションは、
長
年にわたる歴史の中で図書館が築き上げ
てきた宝です。さまざまな古典籍に直接触
れ、
学んだり、
研究したりできるのは、
早稲
田大学図書館ならではですね。

貴重書庫
国宝や貴重な資料・文化財も収蔵されています

●国宝『礼記子本疏義』
儒教の経典『礼記』の注釈書。
8世紀以前の古写本

●国宝『玉篇』
梁・顧野王編の中国字書。唐時代の古写本

●維新志士遺墨
田
 中光顕寄贈の維新志士直筆
資料のコレクション、
155点
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図書館は将来の目標を
みつけられる場所

学

生
読書室

2010年3月社会科学部卒業
モ

ン

ミ

ャ

ッ

テ

その他の図書館と学生読書室
各学部には学生読書室があります。学部ごとに、
日常の学習に必要とす
る雑誌や図書が集められています。

ュ

MON MYAT THUさん

私が早稲田に入学したきっかけは図
書館です。250万冊もの蔵書がある中央
図書館は、夢のような場所だと思いまし
た。そして、社会科学部で、国際協力の
実践方法や理論を学ぶ中で、自分だか
らこそできる支援は何かと考えたのが、

頂新国際グループ記念学生読書室
（商学部・国際教養学部学生読書室）
黒い棚と木目調のテーブルが配され、

法学部学生読書室
扇形に配された棚と高い天井が印象
的な読書室。旧憲法下の大審院を初めと

落ち着いた雰囲気の読書室。商学部の学

する各種の判例集や「〜法」という背表

生向けのビジネス雑誌や国際教養学部の

紙がずらり。将来の法曹を目指す学生が

学生向けの洋書が豊富にそろっています。

多く利用しています。

母国に図書館を作ること。私の母国ミャ
ンマーでは、いまだに家業を手伝うため
に通学を断念する子どもたちがいます。
しかし、通学できなくなったとしても図

坪内博士記念演劇博物館図書室

書館があれば、本と出会い、いろいろな

坪内逍遙博士の古稀祝いと、その半生を傾

体験をすることができます。私もこの図

倒した「シェークスピヤ全集」全40巻の翻訳完

書館で将来の目標をみつけることがで

成を記念して設立された国内唯一の演劇専門

きました。大変なことがあっても、図書

博物館の図書室として、日本はもとより世界各

館に来ると不思議とリラックスできるん

地の貴重な演劇・映像資料をそろえています。

ですよ。

数字で見る早稲田大学図書館
早稲田大学図書館は、
規模においても内容の深さにおいても誇るべき点が多くあります。
数字で切り取ってみましょう。

128

年

冊

年間の総貸出数。

図書館の歴史。1882年に大学の前身である東京専
門学校の図書室が開設しました。独立した図書館が作
られたのは、1902年に早稲田大学に改称した年です。

212

万人

12

850,000

年間の利用者数。26施設を利用した
延べ人数です。

5,000

席

すべての図書館、読書室の閲覧席の総数です。

本 読 む ひ と び と

図書館は情報の
ライフライン
大学院先進理工学研究科
応用化学専攻博士後期課程2年

戸山図書館

若林隆太郎さん

理工学図書館

文学学術院がある戸山キャンパスの

雑誌・洋書を中心とした理工学系専門

学習および研究図書館機能を合わせ持

資料の研究図書館。カリキュラムに即し

つ図書館。文化構想学部・文学部のシラ

た和書を中心とした学生読書室（52・53

バスで指定される参考図書を年度初め

号館地下）とともに、早稲田の理工学研

にはほぼそろえて好評です。

究教育を支える重要な基幹と位置付け
られています。

理系の研究者にとって、
図書館の学術
情報検索システムは情報のライフライン
です。研究をするためには、
学術誌を読む
ことが欠かせません。昔は調べたいこと
があると学術誌を一つひとつ手にとって
探したそうですが、現在はキーワードで
電子ジャーナルに掲載された論文を検索

所沢図書館

高田早苗記念研究図書館

人間科学学術院とスポーツ科学学術

現中央図書館の開館に伴って空きス

院における研究・教育に対応した専門

ペースとなった旧図書館（2号館）の書庫

書、学術雑誌はもちろん、一般教養に資

部分を利用して、政治経済・法・商・教育・

する図書・雑誌も所蔵しています。日本

社会科学部の教員図書室および関連研究

人で初めてオリンピックで金メダルに輝

所図書室の図書を集約し、
大学院生・教職

いた織田幹雄氏（校友）から寄贈された

員専用の研究図書館として1994年に開館。

「織田文庫」があります。

高田早苗は本学初代学長・第3代総長、第
2次大隈内閣では文部大臣を務めました。

85,000

し、
ワンクリックで読むことができます。プ
リントアウトもせず、
端末上で読むことの
ほうが多いですね。
早稲田大学図書館が契約している電子
ジャーナルの数は多く、
よく企業や他大学
の研究者からうらやましがられます。読み
たい論文がすぐに読めるかどうかは、研
究のスピードや成果に大きな影響があり
ますから、
本当に感謝しています。

5,070,000

冊

早稲田大学で利用できる電子ジャーナルのタイトル数。私立大

総蔵書数。

学の平均値2,393タイトルに比較しても高い水準を誇ります。そ
の多くを蔵書検索システムWINEで検索することができます。書
籍を電子化した電子ブックも40万タイトル以上を利用できます。

56,000

㎡

すべての図書館、読書室の総面積です。

中央図書館地下3階には自動書庫が設置され、検索用端末で自由に図
書が取り出せます。
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進化する図書館、つながる図
利用者の立場に立って利便性を追求し続けてきた早稲田大学図書館を
「進化」と「連携」という面から紹介します。

進化する図書館の仕事
利便性を高めるためのさまざまな仕組み
○蔵書検索システムWINE
（Waseda University Library Catalog）

○古典籍総合データベース
2005年より、図書館が所蔵

早稲田大学が

する約30万冊の古書、貴重書

持っている資料（図

をデータベース化し、
国宝2件、

書や雑誌等）が学

重要文化財5件を含むあらゆ

内のどこにあるの

る分野の資料を鮮明なカラー

かを調べるツール

画像で一般公開しています。

（OPAC、オ ーパッ

「洋学コレクション」
「江戸文

ク：オンライン公開

学コレクション」
「大隈重信関

目録）です。また所

係資料」
「資料でたどる日本の

在だけでなく、早大

歴史」
「近代日本と早稲田」
「中

学位論文や電子ジャーナル、古書／貴重書の全文画像などの電子

国の民間信仰と庶民文芸」と

資料本体を直接利用することもできます。端末さえあれば学外から

いったテーマ別のギャラリー

も検索でき、
いつでもどこでも利用することができます。

になっています。

interview

利用者に積極的にかかわるアカデミック・リエゾン

早稲田大学図書館 利用者支援課

鈴木 努さん
大学の図書館は小中高の図書室や公

は図書館内に留まらず、学術院や各種セ

共図書館とは性質が異なり、あらゆる学

ンターと連携して、より積極的に利用者

術書がそろっています。新入生にはまず、

にサービスを提供します。例えば学部1年

大学の図書館にどのような魅力があるの

生の基礎演習の講義に出向き、図書館の

かを知ってほしいと考えています。その上

活用法や、電子ジャーナルなどの利用法

で、資料の探し方・使い方などを伝えてい

を説明しています。また、来館者へのサ

きたいです。大学で学ぶべきことは情報

ポートだけでなく、ネットからアクセスす

の探し方だけではなく、探した情報を読

るユーザーに向けても「リサーチNAVI」

み解き、課題を解いていくということ。そ

などの各種ガイドを充実してきました。

うした学習サポートの導入として図書館

今後さらに、一人でも多くの学生に「早

情報リテラシーを広めることが図書館の

稲田の図書館はすごい！」という気付き

ひとつの大きな使命です。

を与えられるような接点を増やしていき、

それに向けて2009年度には総合閲覧

そこから図書館情報リテラシーへとつな

課を利用者支援課に改組し、アカデミッ

げていくことが我々に期待されているこ

ク・リエゾン（学習支援連携 担当者）制

とだと思います。

度ができました。アカデミック・リエゾン
14

書館
世界とつながる図書館の仕事
海外とのつながり
○早稲田大学リポジトリ
早稲田大学の研究者

○海外の大学図書館との
協定

が作成したさまざまな知

早稲田大学図書館は、高麗

的生産物を永続的にデジ

大学（韓国）
、イエール大学（米

タル保存し、インターネッ

国）
、コロンビア大学（米国）と

ト上で公開するシステム。

協定を結び、資料交換や人材

一般公開され、国内外か

交流を行っています。

ら閲覧されています。早稲
田大学図書館が運営して
います。

interview

急速に普及する電子ジャーナル
版元と図書館のwin-winの関係を目指す
公私立大学図書館コンソーシアム
早稲田大学図書館 調査役

今村昭一さん

電子ジャーナル※1 ・データベース等の電

シアムが形成されましたが、
2003年、早稲

子媒体資料をよりよい条件で導入するため

田大学をはじめとする8私立大学が私立大

に、複数の図書館が連合して「図書館コン

学図書館協会※2の加盟館にコンソーシアム

ソーシアム」
（以下、コンソーシアム）という

への参加を呼びかけました。これが、
今日、

ものを形成しています。このコンソーシアム

公私立大学を対象としたコンソーシアムで

が出版社と直接交渉を行うことにより、
個々

ある公私立大学図書館コンソーシアム =

の図書館がそれぞれ交渉するよりコスト削

Private and Public Universities Libraries

減や値引きなど有利な条件で契約を結ぶこ

Consortium（PULC）の基となっており、現

とが可能になります。

在までに公私立大学あわせて360余りの大

この背景には、
毎年10%以上に及ぶ学術
雑誌の価格高騰の問題がありました。これ
に対処するため、欧米をはじめ各国でコン
ソーシアムは形成されてきました。
我が国でも国立大学が先行しコンソー

学が参加する、
世界的にみても最大級のコ
ンソーシアムへと発展をとげてきました。

また、早稲田大学は、電子ジャーナル・
データベースの導入状況において国内でも

早稲田大学は、
PULC設立当初より幹事

トップクラスのアクセス環境を整備してお

館・事務局としてコンソーシアムの運営にお

り、
本学における教育・研究に大きく寄与し

いて中心的な役割を担っています。

ています。

※1 学
 術論文を掲載する雑誌を一般に学術雑誌と呼ぶが、
これら学術論文をオンライン上で提供するサービスを、
印刷
版の学術雑誌に対して電子ジャーナル、
オンラインジャーナルなどと称する。
※2 h
 ttp://www.jaspul.org/
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加藤哲夫図書館長インタビュー
加藤哲夫図書館長に、早稲田大学図書館の取り組みと今後の課題についてお話を伺いました。

充実、

教育・研究に不可欠な存在として、
図書館近代化の
先駆的存在

いかなければなりません。
50年先の図書

――早稲田大学図書館の価値と歴史に

書館が利用者にとって蔵書に直接触れる

ついて、お聞かせください。

ことのできる施設であるとともに、情報探

早稲田大学図書館の蔵書規模は、500
万冊を超え、日本の大学図書館の中でも

館が電子図書館といった形になっている
可能性もないわけではありませんが、図

索を実現できる有用な施設であることは、
この先も変わらないと思っています。

一、二を争うトップクラスです。歴史が古
いことは言うまでもありませんが、図書
館の近代化、情報化においても最先端の
取り組みを行ってきました。例えば、蔵書

教育の中枢としての
役割も強化

のデータベースをいつでもどこでも検索

――大学図書館としての使命は何だと思

することができるWINE検索システムは

いますか。

10年以上前から稼働していますし、江戸

大学図書館は教育、研究の中枢です。

早稲田大学図書館長

期以前の資料を電子化した古典籍総合

従来、大学図書館は伝統的な価値観のも

法学学術院・博士（法学・早稲田大学）

データベースも完成しています。通常、古

と、
どちらかというと研究支援の面を重視

典籍は難しい手続きを経て初めて目に

してきました。

加藤哲夫教授

できるものですが、インターネットにつな

ところが、個人的な話になりますが、か

がった端末さえあれば、
いつでもどこでも

つて学部長として学部の学生の教育を真

早稲田大学第一法学部卒業、同大学院法

貴重な古い資料の内容を見ることが可能

剣に考えていく中で、学部生が図書館を

学研究科博士課程単位取得満期退学。専

になりました。また、図書館のデータベー

十分に学習上活用しているだろうかとい

スは、国際規模のデータベース機関であ

うことを疑問に感じてきました。そのた

部長兼 任）。06年より図書 館長。法務省

るOCLCにも提供され、世界中に公開さ

め、図書館のもつ一つの役割である学生

司法司験考査委員、日本学術振興会学術

れています。

や大学院生のための教育的機能をいっそ

プロフィール
かとう・てつお

門分野は民事訴訟法、倒産法。02年法学
部長就任、04 〜 06年法学学術院長（学

システム研究センター・プログラムオフィ
サーなどを歴任。現在、文部科学省科学
技術学術審議会専門委員、国立情報学研

――インターネットが普及し、図書館デー

な対応を考えました。

究所（NII）客員教授、最高裁判所・下級裁

タベースの充実だけでなく、電子ジャー

米国の大学では随分と前からこのこと

判所裁判官指名諮問委員会（東京）委員

ナルなどの電子ブックが増え、端末上で

に気づき、学生や大学院生が図書館を十

中身を読むこともできるようになりました。

分に活用することが、教育の質の向上に

図書館は今後どのように対応していくので

つながると認識して、
大学図書館が運営さ

しょうか。

れています。学部などと図書館が連携し、

などを務める。
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う重視したいと考え、そのための組織的

図書の電子化は図書館にとって避けて

普段の授業の予習・復習、
さらには自学自

通ることのできない課題です。大学図書

習に図書館が欠かせない存在になること

館に限らず、公共図書館も同様ですが、蔵

が大切です。

書スペースが限られていますし、電子ブッ

そこで、
二つの大きな柱を立てて、
図書

クの普及という社会の流れにも対応して

館の教育的機能の充実に取り組んできま

、進化する大学図書館
図書館は大学の命

の育成・養成が将来における課題になる

書館と各学部、
大学院が連携し、
図書館が

――大学図書館が抱える課題と対策につ

――加藤館長にとって、図書館とは何で

持っている情報をより一層活用してもらう

いてお聞かせください。

しょうか。

した。一つは、
学習支援という柱です。
2年
前に学習支援連携委員会を立ち上げ、
図

ことを協議してきました。また、
オープン教

一 つは、財 政 面で の 制 約 で す。電子

と考えています。

一言でいえば、図書館は大学の命です。

育センター、
ITセンター、
遠隔教育センター、

ジャーナルの普及に伴ってこれに要する

館長の職についてからますます、
図書館は

国際部、
ライティングセンターといった全学

経費も増大しています。図書館としてはさ

大学の教育、
研究の要であるという思いを

的な基盤教育を推進している部署とも連

まざまに工夫して、
有効な予算の執行にこ

強くしています。図書館で資料に接し、論

携しながら、
学習支援を強化しています。

れまで努めてきましたが、図書館が教育

文やレポートにこれを活用するという過程

具体的には、
先行的なプログラムとして政

研究の中枢であるとの認識に立って、
限ら

は、教員の立場からいえば非常に重要で

治経済学部、
文化構想学部、
文学部、
基幹・

れた予算をいっそう有効に活用するよう

あると考えています。なぜならば、それは

創造・先進理工学部においては、
教員、
助

図書資料を収集することが課題になると

私たちの研究だけでなく、
学生のみなさん

教、
助手のみなさんとともに学習支援プロ

思います。貴重書コレクションの充実は大

の人間形成の上で資するところが大きい

グラムを企画し、
1年生の演習などの授業を

学図書館のステイタスにつながっており、

と考えるからです。学生たちがさまざまな

通じて、
図書館データベースの活用などを

今後もそれは変わりがないと思いますが、

情報を図書館で探索し学習成果や研究

啓蒙する活動を積極的に展開しています。

図書館の蔵書は、社会全体の共有財産で

成果を獲得することで、
大学の使命である

もう一つの柱は、図書館サービスの充

あるという認識に立って、
図書館間の連携

「若者たちへの知の伝承」が可能になると

実です。
2009年4月に総合閲覧課を改組

によって図書資源を共有・補完し合うよう

考えているからです。学生時代にこの図書

し利用者支援課を発足させました。図書

に将来的にはなるでしょう。早稲田大学図

館で学んだ経験が社会に出て役立ち、校

館職員全員が「アカデミック・リエゾン」と

書館はそういった意味では、多大な社会

友になっても、図書館に戻ってきてくれた

して利用者・各学部などと図書館をつな

貢献ができると自信を持っています。

らこの上なくうれしいですね。

ぐという重要な役割を担います。レファレ

もう一つの課題は、図書館職員の養成

ンス業務の充実はもちろん、学部や研究

です。利用者支援、学習支援、研究支援と

科における図書館情報リテラシーに関わ

いった大学図書館の多様な活動をトータ

る学習支援や研究支援に積極的に参画

ルで見ると、
図書館を支える人材にはさま

しています。利用しやすく、利用者のため

ざまな意味での専門性が必要です。そう

になる図書館サービスを考え、
開かれた図

した図書館業務に精通している若手人材

書館を目指しています。
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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。

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
有人宇宙環境利用ミッション本部
JEM 運用技術センター 主任開発員

西川岳克

さん

［プロフィール］

にしかわ・たかよし
1971年生まれ。早稲田大学人間科学部スポーツ科学科卒業。同大学大学院人間
科学研究科修了後、
1997年に宇宙開発事業団［NASDA］
（現：宇宙航空研究
開発機構［JAXA］
）に入社。国際宇宙ステーション（ISS）に搭乗する宇宙飛行士
候補者に対する基礎訓練、
ISS計画の利用推進に関する国際調整、
「きぼう」日本
実験棟の射場作業、
運用準備等に従事。 2008年11月にフライトディレクタとし
て認定を受け、
2009年4月より第19次／第20次長期滞在ミッションを担当（若田
光一宇宙飛行士が滞在）
。現在、
「きぼう」運用管制チームの一員として野口聡一宇
宙飛行士の長期滞在ミッションに参加し、
2010年4月、
山崎直子宇宙飛行士が搭
乗するSTS-131ミッションを担当。

M essage to the next generation

国内のみにとどまらない、
グローバルな
宇宙開発と協力活動の拡大に期待
国際宇宙ステーション（ISS）に滞在する宇宙飛行士や地上管制員と連携を取りながら、
筑波宇宙センターの
「きぼう」運用管制室で指揮を執っているフライトディレクタの西川さん。宇宙開発の仕事に就いたきっかけ、
仕
事のやりがい、
本学への期待などについて伺いました。

突然、
宇宙開発の道へ

管制センターとの調整を行います。フライト

催のサマースクールに参加したことです。職

ディレクタの仕事は「きぼう」の運用管制に

員には、
小さい頃から宇宙やロケットが好き

——お仕事内容についてお聞かせください。

関する全てに責任を持ち、
「きぼう」のシステ

で、
宇宙開発に夢を追いかけてきた人が多

2008年と2009年の3回に分けて国際宇

ムと実験に関する専門知識を持った運用管

くいるのですが、
私は年に一度「宇宙」
という

宙ステーション（ISS）に取り付けられた日本

制員を取りまとめ、
作業の指揮を執ることで

言葉を口にするかどうかという程度、
宇宙開

初の有人施設「きぼう」日本実験棟では、
宇

す。現在、
今年4月に山崎直子宇宙飛行士が

発を身近に感じることはほとんどありません

宙飛行士との運用管制員が連携を取りなが

搭乗するスペースシャトルのミッションを担当

でした。学生の頃はスポーツ選手のパフォー

ら、
さまざまな実験を行っています。筑波宇

し、
作業計画や運用文書などの最終確認を

マンスを科学的な視点でとらえることに興味

宙センターの運用管制室では「きぼう」に搭

しています（取材時は3月16日）
。

があったので、
大学ではバイオメカニクスを

載されているシステム機器や日本の実験装
置の状態を監視し、
制御コマンドの送信、
運

力を計測する装置を設計・製作し、
動作解析

用計画の管理などを行うほか、
宇宙飛行士

だったのでしょうか。

と筋肉の動きの測定を組み合わせ、
ペダリン

との交信、
NASAを中心とする各国の運用
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専攻。大学院では自転車のペダルにかかる
——宇宙開発の仕事に携わるきっかけは何
大学院時代にJAXAの前身、
NASDA主

グ時における脚の動きを複合的に調べる研

宇宙開発の可能性は
理工学分野以外にもある

究をしていました。サマースクールには友達

て計画を進めています。運用管制室では

に誘われて参加。
日本の人工衛星やロケット

NASAの運用管制員や各国の宇宙飛行士

開発、
ISS計画、
将来の宇宙開発計画につい

と英語でコミュニケーションをとることが必

ての講義を受け、
全てがとても新鮮な内容

要不可欠。
ひとくちに英語と言っても国によっ

——宇宙開発の仕事における夢は何でしょうか。

でした。なかでも、
向井千秋宇宙飛行士の

て話される英語はさまざまなため、
仕事に就

いつか私も実際にISSや宇宙に行ってみ

講演を聴き、
その圧倒的なパワーに感激し

いてから苦労し、
必死に勉強しました。役に

たい、
という思いはあります。ただ、
今は「きぼ

たことは今でも忘れません。当時、
「きぼう」は

立った教材のひとつにNASAのホームペー

う」を安全に運用することが何よりも重要で

製作途中で、
ISSの建設もまだ開始していま

ジがあります。
ISS滞在中の宇宙飛行士と運

す。
「きぼう」の組み立てを開始してからまだ2

せんでした。
他に内定をいただいた企業もあ

用管制員との交信やミッションの解説などを

年しか経っていませんし、
今後予定している

りましたが、
「チャレンジするならどちらか」と

聴くことができる「NASA TV」をはじめ、
宇

実験テーマはたくさんあります。また、
社会に

考え、
自分にとってやりがいがありそうだと感

宙を題材にした理工学分野のコンテンツが

対してアピールできることも増えてくると思い

じた宇宙開発を選びました。

豊富です。学生向けの基礎教材もあります

ます。できるだけ長く運用を続けることで新

ので、
宇宙について勉強しながら生きた英語

しい技術や研究へのチャレンジと発見が増

を学ぶこともできます。

えると思うと楽しみです。

——フライトディレクタという職種のやりがい

——早稲田大学への期待についてお聞かせ

についてお聞かせください。

ください。

世界の技術に
ふれられる感動
——早稲田大学を選んで良かったことはどん
なことでしょうか。

宇宙開発の仕事は華やかで夢のある職

ISSにおけるさまざまな分野での研究と

高度な研究をするための充実した設備が

業である一方、
ミッションの始まりまでが仕事

宇宙を題材にした教育活動を推進していた

整っていることです。研究室には高速現象を

の9割を占めていると言って良いくらい、
準備

だきたいです。総合大学である強みを生か

撮影できるカメラや特殊な計測装置などがあ

が多くあります。特にクリティカルな作業を行

し、
理工学分野以外の実験や研究にも参加

りました。
私が通っていた所沢キャンパスでは、

う際は、
万が一に備えた対応も事前に検討

することができると思います。
JAXAは、
早稲

コンピュータルームや図書館をよく利用したこ

しています。しかし、
宇宙では予想していな

田大学理工学術院を中心とした連携活動

とを思い出します。海外の文献や研究を調べ

いことが起こりますし、
各国の管制センター

を行ってきましたが、
昨年、
社会科学と人文

るのに豊富な蔵書と検索システムが便利で、

との調整も簡単には進まないことがありま

科学分野においても新たな協力枠組みを検

インターネットがそれほど普及していない時

す。短時間で状況を判断し、
指示を出さなけ

討することになりました。
JAXAだけでなく、

代、
とても恵まれた環境にいたと思います。

ればならない緊張した場面で運用管制チー

日本や海外の大学、
企業、
研究機関などとの

ムが連携し、
ミッションを成功に導けたとき

協力活動へと拡げ、
国内のみにとどまらない

——学生時代にやっておけば良かったことは

には達成感とやりがいを感じます。また、
運

グローバルな研究活動を長期的に続けてい

何でしょうか。

用管制室でNASAやロシアなどのシステム

ただきたいです。

留学して語学をきちんと勉強し、
バリエー

機器や実験装置の運用を見ることはとても

ションのある英語をもっと体験しておけば

貴重な機会であり、
世界の研究や技術にふ

良かったです。
ISS計画はアメリカ、
日本、
カ

れられる国際プロジェクトのメリットのひとつ

ナダ、
欧州各国、
ロシアの計15カ国が協力し

だと思います。

参考：宇宙航空研究開発機構（JAXA）
URL http://www.jaxa.jp/
米国航空宇宙局（NASA）
URL http://www.nasa.gov/

（提供：NASA）
2010年2月に撮影した国際宇宙ステーション（左）と「きぼう」日本実験棟（右）
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教室の窓から
「教育の早稲田」と呼ぶにふさわしい質の高い教育を
実践している取り組みをご紹介します。

教育の質をさらに高めるために早稲田大学はファカルティ・ディベロップメント（以下FD）を推進し
ており、
2008年にFD推進センターを設立しました。教務部副部長時代に、
全学的なFD推進体制の
確立に貢献した横山教授に、
FDによる授業の進化や学生への期待などをお話しいただきました。
※ファカルティ・ディベロップメント（Faculty Development）
……教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組みの総称

考え方を養い、
個性を引き出す。
それが「質の高い授業」
の一つの形。
商学学術院

横山将義教授

教育の質を上げ、
学生の成長につなげる

そのためには教員個々人のFDに対
する意識をさらに高めていくことが大

するツールとしてとても役に立っており、
それが成績にも表れているのでしょう。

切ですし、ポータルオフィスを中心とし

ただ、課題も浮かんでいます。
Course

たサポート体制、教員と職員との協働

N@viでのテストに比重を移したため、

基本的に「教員からのボトムアップ」で

がこれまで以上に重要性を増していく

レポート提出の回数を減らしました。近

す。
FDを推進する以前から、
個々の教員

でしょう。

年、学生の文章表現力の低下が危ぶま

早稲田大学におけるFDの考え方は、

は積極的により良い授業のあり方を追
求していました。制度など一定の枠組み
を構築することが必要ですが、実際に

れています。学生の文章力を高める仕組

Course N@viで
授業スタイルが変わった

みが必要でしょう。また、教員の作業量
が増えてしまうことも課題の一つです。

授業を行う教員の自主性を大切にした
方が成果は上がると考えています。
最終的な目標は、
教育の質を上げるこ

授業の質を高めるツールの一つが
Course N@viです。私は2007年度から

とによって学生の成長につなげることで

Course N@viを使い始めました。以来、

す。授業を受けて新しい世界を知った、

自分の授業スタイルが大きく変わったの

もっとレベルの高いことを学びたいと学

を実感しています。

生に思ってもらえる。そのような授業を
しなければなりません。
コ

ー

ス

ナ

ビ

Course N@vi
Course N@viは、教育効果を高める支
援機能満載の早稲田オリジナルシステム
で、
2007年度より全学に導入されていま
す。主な機能に、
◦教員から受講生への「お知らせ」メー
ルの送信
◦授業で利用する資料のアップロード
◦教員や受講生同士の意見交換（電子
掲示板）
◦小テストやアンケート
◦レポート受付
などがあります。

自分で考え、
自分で答えを導き出していく
私は、授業を通して学生にものの見
方・考え方を身につけてほしいと思って

150人近くの学生が出席する大教室

います。よく出るのが「なぜ数学を学ぶ

での授業の場合、
以前ならば私と学生と

のか」という議論です。世の中に出たら

の関係は1対150でした。しかしCourse

数学は役に立たない、
と言われがちです

N@viを使えば、学生一人ひとりが何を

が、数学を学ぶことで論理的な思考力

求めているのか、何が分からないのか

を養うことができます。その力は将来企

が直に伝わってきます。
「1対150の関係」

業に勤めて顧客と交渉する際にも役に

から「1対1の150通り」の関係になるの

立つでしょう。数学に限らず、
さまざまな

です。学生とインタラクティブな関係を

授業を通してものの見方・考え方を養っ

築け、声を授業に反映できる。これは教

てほしいと思います。

育の質を高める上で非常に効果的です。

そして、自主的に学ぶ姿勢が必要で

この2年間のデータを見ると、
学生の成

す。自分で考え、自分なりの答えを導き

績が上がってきています。
Course N@vi

出していく。その姿勢が一人ひとりの個

で小テストができますし、予習復習にも

性を高めることにつながりますし、私た

使えます。教室での小テストの解説も

ちは個性を引き出す授業をしなければ

Course N@vi上でできる。授業を補完

いけないと思っています。
プロフィール


▼

Course N@viの小テスト解
答画面。設問ごとに制限時
間が設けられている。
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よこやま・まさのり
早稲田大学商学部卒業、大学院商学 研究
科博士課 程単位 取 得満期 退学。博士（商
学）
。主な専門分野は経済政策、国際 経済
学。教務部副部長時代にFD推進センター
の開設準備に関わる。
08年より商学部教務
担当教務主任。

E

mbracing Changes

Life is unpredictable. For me, it constantly brings pleasant surprises. When I left China for the United States in

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。

1996, I thought I would spend the rest of my life in that country. I was going to an American graduate school
and newly wedded to an American graduate student. If someone told me that some years later I would be
making my home in Tokyo and teaching at Waseda University, I would have laughed with disbelief. While I
was finishing my master’s program at the University of Chicago, my husband, finishing his PhD at the same
university, came home asking how I thought about going to Japan because there was a university position
there that he had a chance for. “Sure,” I said, “Sounds exciting.” Twenty months after I immigrated to the
United States, I landed at Narita Airport in 1998, equipped with the 46 hiragana memorized during the flight
across the Pacific Ocean.
I obtained my PhD in sociology in 2007. With a family life now already rooted in Japan, I decided to pursue
an academic career in Japan. I am lucky to have encountered many colleagues in Japan who appreciate my
work and encourage my intellectual pursuits. After spending a year and a half as a research fellow at Tohoku
University and half a year as an assistant professor at Ochanomizu University, here I am! With Graduate
School of Asia-Pacific Studies’ international focus and Waseda’s global vision, I believe I have found the ideal
intellectual home in Japan.

Gracia Liu-Farrer

I am a sociologist studying international migration, in particular, the contemporary migration from China to
Japan. I research the economic practices of the Chinese in Japan, especially their positions in Japan’s global
economy and their transnational career patterns. I also write about the social and emotional consequences

Associate Professor,
Faculty of International Research
and Education
(Graduate School of Asia Pacific
Studies)

of migration. My own life trajectory makes my interest in the geographic mobility of people a logical choice.
Having migrated several times in my life and in different circumstances, I have learnt to adapt to different
linguistic (dialectical), social and cultural environments, and am therefore particularly sensitive toward the
conditions, struggles and achievements of immigrants. I spent years carrying out participant observation,
interviewing and surveying among the Chinese immigrants in Japan. I went from the immigrant social dance
hall to immigrant churches. I shamelessly accosted strangers in Chinese grocery stores. The fieldwork
period was hard at times. However, through this field research, I learned a great deal not only about the
life of Chinese immigrants in Japan, but about life itself. The prolonged fieldwork trained me to be a better
sociologist as well as a more empathetic person.
I teach courses on cultural flows and social changes in an age of globalization. I also teach research methods,
both qualitative and survey methods, which is unusual. Sociologists often do either. I am a strong advocate of
mixed methods for social scientific research. I never hesitate to tell my students such. Only by participating in
the activities of our subjects and talking to them can we gain understanding of the meaning of their practices
and their perception of the society. And with statistics we can put in perspectives the information we gain
from fieldwork.
And passion, honesty and a sense of humor are the only pedagogies I know. With passion I show that I love
the knowledge I am sharing, and with honesty I let students know that I have limited knowledge and through
the course of teaching I am learning together with them. And I like to crack jokes when I notice the students
are drifting into a dreamy world. I have been very happy with the GSAPS students I have. We are lucky to
have such an international mix. Students share their experiences and understandings originating in different
social and cultural backgrounds. The diversity in voices makes
the teaching fun and rewarding.

WASEDA ONLINE で和訳が
後日ご覧になれます。

If I have any advice for students, both Japanese students and

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

non-Japanese students, I will say just embrace and welcome
changes. If there is anything that is constant it is the fact that

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

everything changes. I have enjoyed the changes of scenery so
far, and I have a fuller and more interesting life because of them.
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の

羅針盤

学生と進路選択

今号からスタートした、
「キャリアの羅針盤」
。卒業後の進路を選ぶため、
学生に必要なことを考えるためのコーナーです。
第1回目は、
本学キャリアセンターのイベントなどで長年、
学生の指導にあたってこられた
キャリアコンサルタントの前田かほるさんに、
現在の学生を取り巻くキャリアの概況についてお聞きしました。

強みを育て、多様な経験を積むことが
キャリアの第一歩
人生の進路を決める
重要な時期

の。多様な年齢層の人、
多様な文化の人と共に活
動する経験から、
さまざまな人、
状況の中で自分
を生かす力を身に付けていきます。企業も社会

――まず、
大学生が考えるべき「キャリア」とはど

経験の有無を重視しますから、
大学の勉強はも

ういうものなのでしょうか。

ちろん大事ですが、
それ以外の社会経験の場を

大学生に考えてほしいキャリアとは、
「これか
らの人生で何をして生きていくか」ということで
すね。日本においては、
職業選択の最初にして最
大のステップは大学卒業時。近年は転職などに
も多少は寛容になってきましたが、
いまだに企業

自ら求めて少し背伸びしながら経験することが
重要です。

働くことに意識を向ける

の採用の大部分は新卒に集中しており、
20代後

――父母にとって子供の就職は大きな関心事で

半で転職するにしても初めての職がキャリアの

すが、
親として何かできることはありますか。

第一歩としてものを言います。だから、
大学4年間

就職活動が本格化する前に、
「働く人」の参考

は人生の進路を決める重要な時期なのです。そ

となるモデルを示してあげるといいですね。自分

れを意識して過ごしてほしいですね。

の仕事について語ったり、
親類など身近な30 ～

――職業的なキャリアのスタートは新卒時の就

かを子どもに話すこと。すると子どもは、
働くこと

職ということですね。近年、
企業が求める学生像

に対して具体的なイメージを持つことができま

40代の大人がどのように職場を選び働いている

に変化はあるのでしょうか。
求める学生像は企業によって違いますが、
変

す。逆に「好きにしなさい」といってしまうと迷っ
ている子どもの支えにはなりません。厳しい就職

化が激しい時代には、
「主体性と適応力」がキャ

活動で好きにできないから行き詰まっていたり、

リアを支える2本の柱と言われています。つまり

好きかどうかわからないから迷っているのです

しっかりと自分の強みを意識して、
どんな国や組

から。むしろ、
どんな企業でも新卒就職という大

織でも柔軟に働くことができる人物です。この2

きな働く機会を逃さずチャレンジするよう励ます

つの能力の芽を備えた学生は多くの企業から獲

ことですね。

得したい人材に映ると思います。
――最後に、
大学のキャリアサポートを活用する
――その２つの特性を学生時代に身につけるに
はどのようなことが必要ですか。
主体性は、
他人から評価された自分の強みを

早稲田大学はサポートが行き届いている大学
の一つ。キャリアセンターには多くの企業から情

認識し、
自分で磨きをかけることで築かれます。

報が寄せられており、
就職に向けてこれほどチャ

よく学生から「私はリーダーシップや積極性と

ンスに満ちた大学は他に思い浮かびません。ま

いった強みとなる個性がない」という相談を受け

た早稲田の学生はチャレンジ精神が旺盛です

ますが、
強みは画一的なものではありません。例

ね。ですから2年生になる頃から、
就職に対して

えば「気が利くこと」をアピールして大手文房具

アンテナを張り、
セミナーなどに積極的に参加す

メーカーに就職した学生がいました。大切なの

ることを勧めます。繰り返しになりますが、
大学は

は自分の強みに気付き、
育てる姿勢です。

キャリアを踏み出す前の大切な期間。大学のサ

また適応力はサークル活動、
ボランティア、
ア
ルバイトなど社会経験を積む中で磨かれるも
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上で留意すべき点を教えてください。

ポートをうまく利用しながら、
人生のキャリアを
踏み出していってほしいと思います。

株式会社プログレス
代表取締役社長

前田かほる
プロフィール
まえだ・かほる
早稲田大学第一文学部日本史学
専修卒業。法政大学大学院キャ
リアデザイン専攻経営学修士取
得。幼児教育・キャリア教育・企
業内教育を行う㈱プログレス代
表取締役社長。企業コンサルタ
ントとして社員研 修講師を務め
る一方で、早稲田大学、東京大学
などで、学生のキャリア教育およ
び職業指導も行っている。

B

5-7月

ooks

E

vents

本学で活躍される先生方の著書をご紹介します。

本学で2010年7月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。

※（ ）内は著者・編者・監修者の所属です

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/）をご覧ください。

今号のオススメ
『スイスの歴史―スイス高校現代史教科書

〈中立国とナチズム〉
』
荻野静男（政治経済学術院）共訳
2010年2月刊

明石書店

本書の基礎をなすのはいわゆるベルジエ委員会の膨大な
調査報告書で、
これは第二次世界大戦中のスイスの挙動を
新発掘資料に基づき明らかにしていた。この教科書はスイスの銀行の守秘義
務、ナチスの金塊、所有者消息不明資産等の問題を扱うにとどまらず、ファシズ
ムの時代の中立国とその国民生活を多様な側面からとらえ直す。その歴史記述
の基調動機はホロコーストとの対峙であり、
過去を継承するための教育的配慮
も備える良書である。

『
〈時と場〉の変容

―「サイバー都市」は存在するか？』
若林幹夫（教育・総合科学学術院）著
2010年2月刊

NTT出版

かつて人間は、周囲の自然環境や死者・神々等との関係を
通じて、世界を意味あるものとして生きていた。だが、
20世
紀以降のマスメディアや現代の電子的な情報メディアの
ネットワークと、
それらが流通させる情報やイメージの中で、
私たちが生きる世界
の様相は大きく変貌した。環境をメディアをとして読み解き、
メディアを環境とし
て理解するとき見えてくる現代社会の構造と行方を考える。
■『土地法の基礎的研究―土地利用と借地権・土地所有権』
    大西泰博（社会科学総合学術院）著 敬文堂 2010年1月刊
■『 確認行政法用語230』
    黒川哲志（社会科学総合学術院）他編 成文堂 2010年1月刊
■「ディズニー・ミステリー・ツアー』
    有馬哲夫（社会科学総合学術院）著 講談社 2010年1月刊
■『 東京専門学校の研究―「学問の独立」の具体相と「早稲田憲法草案」』
    真辺将之（大学史資料センター）著 早稲田大学出版部 2010年1月刊
■『レクチャ－生命倫理と法』
    甲斐克則（法学学術院）編 法律文化社 2010年2月刊
■『文楽 二十世紀後期の輝き―劇評と文楽考』
    内山美樹子（文学学術院元教授）著 早稲田大学出版部 2010年2月刊
■『一九三〇年代のアジア社会論―「東亜協同体」論を中心とする言説空間
の諸相』   小林英夫（国際学術院）他編著 社会評論社 2010年2月刊
■『世界政治経済と日本・米国・中国―グロ－バル危機と国際協調』
    秋葉弘哉（政治経済学術院）他編 東洋経済新報社 2010年3月刊
■『科学技術ジャーナリズムはどう実践されるか』
    小林宏一（政治経済学術院）他編 東京電機大学出版局 2010年3月刊
■『システマティックフランス語文法（５訂版）』
    倉方秀憲（文学学術院）著 早美出版社 2010年3月刊
■『ブーレーズ作曲家論選』
    笠羽映子（社会科学総合学術院）訳 筑摩書房 2010年3月刊
■『フィールドサイエンスのすすめ―自然に学ぶ、科学の好きな子に育てる』
    露木和男（教育・総合科学学術院）著 早稲田大学出版部 2010年4月刊
■『Global

Englishes in Asian Contexts : Current and Future Debates』
    村田久美子
（教育・総合科学学術院）
他編 Palgrave Macmillan 2009年6月刊
■『言語・

文化・教育の融合を目指して―国際的・学際的研究の視座から』
    生井健一（国際学術院）他編著 開拓社 2009年10月刊

「屏風－近世の絵画－」
 津八一記念博物館（2号館）1階 富岡重憲コレクション展示室
會
5月6日㈭〜 5月29日㈯ 10：00 ～ 17：00 ※ただし、
日曜休館
江戸時代初期の長谷川派による「樹木図屏風」ほか、
旧富岡美術館の収蔵品から
屏風形式に描かれた近世絵画を展示します。
問 早稲田キャンパス2号館 會津八一記念博物館
TEL：03-5286-3835 http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html
会場
日程

「尾崎文彦の元気

無垢の眼Ⅱ」

會津八一記念博物館（2号館）1階 企画展示室
日程 5月6日㈭～ 5月29日㈯ 10：00 ～ 17：00 ※ただし、
日曜休館
「無垢の眼Ⅱ」では、
尾崎文彦作品をとりあげます。展示作品の3分の2を占める動
物たちの姿は、
見る者に元気を与えます。
問 早稲田キャンパス2号館 會津八一記念博物館
TEL：03-5286-3835 http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html
会場

スポーツビジネスセミナー

『スポーツマネジメントの最前線―リーダーたちが見据える21世紀の戦略―』
大隈講堂
5月15日㈯ 12：00 〜 17：00
主催 スポーツ科学学術院・米国大使館・日本スポーツマネジメント学会（共催）
基調講演「メジャーリーグの世界戦略」
：ジム・スモール氏（MLB日本代表）
シンポジウム「メジャーリーグと日本のプロ野球：新しい潮流を読む」
：
司会 荒木重雄氏（スポーツマーケティングラボ代表）
シンポジスト 藤井純一氏（日本ハムファイターズ社長）
・岡田功氏（毎日新聞運
動部）
・ジム・スモール氏（MLB日本代表）
問 日本スポーツマネジメント学会／事務局 TEL・FAX：042-461-1071
会場
日程

「Othello By William Shakespeare」
大隈講堂
5月17日㈪ 16：40開演（16：10開場）
主催 国際コミュニティセンター
インターナショナル・シアターカンパニー・ロンドン（ITCL）によるシェイクスピア英語劇
「オセロー」
。入場無料、
事前予約不要（全席自由・先着順）
、
日本語字幕はありません。
問 国際コミュニティセンター TEL：03-5286-3990
http://www.waseda-icc.jp/
会場
日程

「早稲田学生文化・芸術祭」
大隈講堂、
小野記念講堂、
ワセダギャラリー
6月4日㈮～ 19日㈯予定
主催 学生生活課、
文化企画課
学生が主体となってイベントを企画立案し、大学がサポートして実施します。詳細
は5月中旬頃、
下記ホームページにてお知らせします。
問 学生生活課 TEL：03-3202-0706 http://www.wasedabunka.jp/
会場
日程

「破無礼（はむれ）～奥州幕末のハムレット」
大隈講堂
6月19日㈯ 16：30開演（15：30開場）
主催 文化推進部文化企画課・坪内博士記念演劇博物館
出演 シェイクスピア・カンパニー
東北地方の言葉と歴史を生かしたシェイクスピアで有名な仙台の人気劇団シェイ
クスピア・カンパニーが、
幕末の奥州を舞台にした仙台弁によるハムレットを上演
します。入場無料・予約不要。
問 文化企画課 TEL：03-5272-4783 http://www.wasedabunka.jp/
会場
日程
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早稲田
表
 紙写真：佐 藤洋一（社会科学総合学術院 教授）

再発見

cover story
表紙のお話

プロを超える指使い。
1985年、つくば科学万博開会式の席上、NHK交響楽団とともに
電子オルガンで「G線上のアリア」を奏でるロボットが世界の注目を集めました。
人間と柔軟な会話を行い、目で楽譜を認識し、両手両足で電子オルガンを演奏。
「日本ロボット開発の父」と呼ばれた故加藤一郎教授（理工学部）が中心となって始まった
ワ ボ ッ ト

「WABOT（WAseda roBOT）プロジェクト」には、
運動系、会話系、視覚系、コントロール系等々、多くの学科・研究室が参画してきました。
福祉をテーマとした「人と共に在るロボット」という加藤教授の志は広く受け継がれ、
ヒューマノイドロボット発信地ワセダからは、多彩なロボットが発表され続けています。
鍵盤演奏ロボットでは世界一の技術と今でも評されるミュージシャンロボットは、
世界初のヒューマノイドロボットWABOT-1たちと、
西早稲田キャンパスを行き交う理工の学生たちを見守っています。

CAMPUS NOW

【キャンパス ナウ】2010年5月1日発行 通号191号
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