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Headlines

具体的な取り組みと目標数値

文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」トップ  型に採択
10年以内に18研究分野で世界100位以内、10年で10万人のグロー  バルリーダー輩出へ

　平成26年度スーパーグローバル大学等
事業「スーパーグローバル大学創成支援」
トップ型（タイプA）に“Waseda Ocean構想
〜開放性、流動性、多様性を持つ教育研究
ネットワークの構築〜”が採択されました。
　本事業は文科省が高等教育の国際競
争力の向上を目的に、世界レベルの教育研
究を行うトップ大学や国際化を牽引するグ
ローバル大学に対し、制度改革と組み合
わせて重点支援を行うものです。トップ型

（タイプA）は世界の大学ランキングでトップ
100を目指す力のある、世界レベルの教育
研究を行う大学を対象としており、採択大
学は最大10年間の支援を受ける予定です。
　これにより、2012年に策定し、全学で
共有し、実施3年目を迎えた中長期計画

“Waseda Vision 150”の改革の実現がよ
り加速することが期待されます。
　“Waseda Ocean構想”では、世界に向け
て大学を開放し、ダイナミックな頭脳の国

際的流動の中で、教育研究の質と量の飛
躍的向上を実現することで、世界ランキング
において本学がカバーする25の研究分野
のうち18分野を10年で100位以内、10年で
10万人のグローバルリーダーの輩出を目指
します。
　本事業では前述の目的を達成するため
に、さらに3つの具体的な目標と6つの具
体的な取り組みを行っていきます。「六つの
世界水準のモデル拠点から全学改革への

     数値目標 2013年度実績 2023年度目標

中長期
受入研究者数

（2012年度：2位） 810人 1,600人

中長期
派遣研究者数

（2013年度：5位） 179人 500人

外部研究資金
受入額 102億円 150億円

科学研究費
採択件数

（2013年度：12位） 883件 1,400件

QSランキング
100位以内の
分野数 5分野 18分野

❶ 六つの世界水準のモデル拠点から
　 全学改革への展開
❷ 世界の大学とのネットワークを活用する
    教育・研究者育成のシステム構築

地球規模の課題の解決と
未来を創造する
研究・教育システムの構築

　本学のグローバル戦略の特色である、世界のリーディング大学とのネット
ワークを活用し、優れた頭脳の国際流動性を促進し、教育・研究のレベルを
飛躍的に向上させる仕組みを構築。

1

開放性

多様性

流動性

地球規模の課題の解決と未来を創造する
研究・人材を生み出す

“Waseda Ocean構想”
世界に向けて大学を開放し、

ダイナミックな頭脳の国際的流動の中で、
教育研究の質と量の飛躍的向上を目指す

世界を牽引し、世界に貢献する大学であり続ける
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文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」トップ  型に採択
10年以内に18研究分野で世界100位以内、10年で10万人のグロー  バルリーダー輩出へ

展開」を行う取り組みでは、国際的に評価
の高い研究6拠点に先行的に集中投資を
行うことなどにより、さらなる国際的な評
価の向上を目指します。これらの事業の過
程として、それぞれ図表のような数値目標
を設定しました。
　これらの改革を全教職員あげて推し進
め、現在進めている“Waseda Vision 150”
を加速し、世界を牽引し世界に貢献する大
学であり続けるよう努力していきます。

具体的な取り組みと目標数値

❸ 国際的インターフェースを持つ教育システムの構築
❹ 世界トップレベルの学生の獲得

教育・研究における
徹底的な国際化の推進

　“Waseda Vision 150”が目指す世界に貢献し、世界を牽引する大学に相応
しい数値目標を設定します。
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数値目標     2013年度実績 2023年度目標

留学経験者
※卒業までに全員が
　留学を経験 3,076人 10,650人

外国人留学生 4,415人（8.4%） 9,165人（19.2%）

外国語力基準を
満たす学生 16,693人（31.6%） 42,141人（88.3%）

TOEFL等
外部試験の活用 395人 3,580人

外国語の授業 2,439科目（12.7%） 4,129科目（25.0%）

外国語のみで
卒業 50コース/ 2,661人 64コース/4,480人

混在型
学生宿舎定員 1,538人 4,422人

奨学金許可の
入学時伝達 1,552人 3,250人

具体的な取り組みと目標数値

❺ 世界トップレベルの教員の獲得
❻ 大学改革の徹底的な実行

教員の採用システムと
大学運営のガバナンスを
抜本的に改革

　グローバルスタンダードに合致する教員を世界中から広く採用する仕
組みと、本事業の終了後も向上し続ける教育研究を提供できる財政的
基盤を構築。
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数値目標  2013年度実績 2023年度目標

外国人教員等 760人（45.3%） 1,380人（75.0%）

外国人職員等 93人 173人

女性（教員） 245人 402人

年俸制（教員）
（実質的な
年俸制を含む） 99人（5.9%） 791人（43.0%）

事務職員高度化
（外国語力） 175人（15.6%） 325人（28.9%）

寄付金受入額 35億円 70億円

先行6モデル拠点と全学展開イメージ図

3



最近の若者は…遊んでばかり・覇気がない？
いいえ。自由・自立の精神を持ち、バイタリティーに溢れた早大生たちは、
大人たちの想像以上に多様な分野で夢や目標を持って真剣に挑戦しています。
今回は大学の主役である早大生たちに焦点を当て、イキイキと活躍する姿を紹介します。
大学の教育・研究以外にも、さまざまな分野への学びの場が広がっているいま、
学生たちはどのような思いで自らの使命とする取り組みを見つけ、取り組んでいるのでしょう。

キャンパスキャンパス

Special Report
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　奨学金で研究してきた身として、社会
に役立つ新しい発想を世の中に発表し
ようと考え、研究に力を入れています。親
戚が東日本大震災で被害に遭ったこと
もきっかけとなり、東北沿岸部の伝承表
現と集落構成をテーマに選びました。全
地域の町役場とかけあって過去の災害
データを調査し、中でも津波被害を受け
ながら多くの人が助かった岩手県田野
畑村に焦点を絞って住人約300名に聞
き取り調査をしました。心がけたのは、相
手の心に寄り添った自然な対話の中か
ら情報を得ることです。1日約15名に話

を聞き、夜には内容をまとめ…。時に気
持ちが沈むこともありましたが、僕を受け
入れてくれた地域の人たちや手伝いに来
てくれた先輩のおかげで乗り越えること
ができました。このとき知り合った人々
とは今もつながりがあり、定期的に現地
を訪れています。

　僕の夢は、人の生活に役立つものをつ
くることです。もっとさまざまなことを学
びながら自然と寄り添った住まい方を模
索し、現代の建築界を切り開いていきた
いと思います。

　今年7月末、約20名の学生がWeb番
組制作の新プロジェクト「学芸の杜」の
立ち上げ集会に集まりました。メンバー
の想いは、「大好きな早稲田の魅力や面
白さを世界に発信し、皆を笑顔にする」。
　 きっかけは、大 学 の 中 長 期 計 画

“Waseda Vision 150”の一環として開
催され、私が友人2名と参加したコンペ
での優勝でした。この優勝企画が実現
されるのは初の試み。学生だけで
なく大学職員や校友会の方との
共同プロジェクトです。しかし
プロジェクトがスタートした

6月の時点で学生は私一人。8月に留学を
控えていたこともあり、こんな重責を果
たせるのか不安でした。そんなとき友人
の一言で腹をくくれたのです。「君の覚悟
次第でうまくいくよ」。
　職員とPR研究会の援助もあり全早大
生にプロジェクトメンバーを公募し、説明
会には約100名が集まり、うち約50名が
参加を決めてくれました。

　一人では何もできないことはこれまで
も経験してきました。しかし、今回ほど強
く感じたことはありません。早稲田の人
と環境に感謝し、精いっぱいの恩返しが
できるよう、今後も挑戦していきます！

初の共同プロジェクト「学芸の杜」
立場を超えた多くの人の協力に感謝

▲学芸の杜PR動画撮影後、メンバーと共に

自然に寄り添った
住まい方を模索中

▲フィールドワークで訪れた岩手県田野畑村の　仮設住宅にて住人から東日本大震災について　ヒアリング中

活躍
早大生
活躍する
早大生たちの
素顔
夢や信念を持って
それぞれの舞台で輝く
いまの学生たちをクローズアップ。
その想いや学びを
ボードに描いてもらいました。

Focus

　僕の夢は、人の生活に役立つものをつ

2013年度小野梓記念賞学術賞受賞
「東北地方太平洋沿岸地域における
伝承表現と集落構成研究」
創造理工学研究科 建築学専攻 
修士課程2年

加藤聖也さん

催され、私が友人2名と参加したコンペ
での優勝でした。この優勝企画が実現
されるのは初の試み。学生だけで
なく大学職員や校友会の方との
共同プロジェクトです。しかし
プロジェクトがスタートした

会には約100名が集まり、うち約50名が
参加を決めてくれました。

Student Competition
2013優勝「学芸の杜」
政治経済学部3年

荒井翔央さん
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　「日本一の学園祭」と言われる早稲田祭。
それを裏で支えるのは総勢およそ600
名の運営スタッフです。僕は第一副代表
としてその仲間たちの要望を一手に引
き受け、教室の手配や物品の管理、交
通規制の申請など、大学側と交渉して
います。
　僕の言動によって運営スタッフ全体を
評価されることや、自分の判断が成功と
失敗の命運を左右する怖れがあるなど
責任感は生半可ではありません。しかし

仲間が仕事をスムーズにするための土台
と思うと、やりがいになっています。意図
をくみ取るために可能な限り仲間の声
に耳を傾け、その想いを、筋道を立てて
話すように心がけています。
　就任当初は先輩たちが築き上げた
伝統を守ることに必死でした。しかし
早稲田祭をもっと良くしたいと考え、ア
イデアや具体策を追求したことで、今で
は「自分らしさ」を出せてきたのかなと思
います。

早稲田祭の裏方として
約600名の仲間と、大学とをつなぐ

　世の中にインパクトを与える仕事がし
たい。その思いがすべての出発点でした。
PC一台で起業できることに可能性を感
じ、入学後すぐに起業家養成講座を受講
しました。仲間とチームを結成し、学内の
ビジネスプランコンテストで優秀賞を獲得
したことを契機に、その年の末に念願の
起業を果たしました。自分がやると決めて

行動すれば反応してくれる人が必ずいる
ことを実体験し、アクションを起こすこと
に自信がつきました。早稲田OBの方々か
ら商習慣についての助言をいただけるの
も恩恵の一つです。
　創業メンバーと出会えたのも、さまざま
な人が集まる早稲田に入学したからこそ。
ビジネスに対するイメージのギャップを解
消するために、積極的にコミュニケーショ
ンを図り、意識を統一しました。自分に共
鳴してついてきてくれた仲間を幸せにした
いとの思いが強くなり、リーダーとしての

責任を実感しています。
　今の夢は一部上場です。学生の立場を
生かして、今しかできない経験を積みたい
と思います。

PC一台の起業から
世の中にインパクトを！

▲東京法務局新宿出張所に
　法人登記を申請した直後にメンバーと

2013年度「起業家養成講座」優秀賞
「第16回早稲田大学ビジネスコンテスト」
優秀賞受賞
Algo株式会社 代表取締役
政治経済学部2年

中村浩尚さん

「早稲田祭2014」
運営スタッフ
広報制作局
学外広報チームの
柴田香名さん

（社会科学部2年）と

「早稲田際2014」運営スタッフ
第一副代表
政治経済学部3年

葊木裕斗さん

Focus

活躍
早大生
活躍する
早大生たちの
素顔
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　地方から東京に出てきた学生の胸中は、
寂しさと不安でいっぱいです。かく言う僕
も地元を離れて故郷への思いを募らせ、そ
の良さがわかるようになった一人。地元や
地域に関わる活動がしたいと思い、入学
後、学生稲門会の門を叩きました。
　学生稲門会では、地元を愛する地方出
身学生が、地元と大学、学生の結びつきを
強める取り組みを展開しています。都内の大
学を練り歩くウオーキングイベント「Tokyo
ハイク」などもその取り組みの一つです。
　さまざまな人たちとイベントを生み出す
中で学んだのが、自ら動き出すことの大切
さと面白さでした。一人で抱え込み過ぎて
失敗した時も、仲間に助けられながら前に
進めました。校友の方との交流も生まれて
大きな刺激になるなど、学生稲門会は僕に
とって“いろいろなものとつなげてくれる
場所”であり“成長させてくれる場所”だと
思っています。
　現在の目標は、これからも地域と早稲田
に関わっていくこと。学生稲門会の経験と、
一層高まった地元愛と早稲田愛で、地元を
盛り上げる夢を実現したいと思います。

　今年の早稲田祭のキャッチコピーは
「気づけ、キミも主役だ。」。運営スタッフ
の経験で培った能力を生かし、僕自身も
主役として輝ける場所を探していきます。
※「早稲田祭2014」は11月1日㈯、2日㈰に
　 実施。

　DVほっとプロジェクトは、平山郁夫記
念ボランティアセンター（WAVOC）のプ
ロジェクトの一つ。学外のNPO団体と協
力し、DV被害者の心のケアや、シンポジ
ウムでの問題発信といった活動をしてい
ます。
　DV被害者の中でも私たちが接するの
は主に子どもたちです。夏のキャンプやク
リスマス会など、心を開いてもらうための

イベントを企画しています。自分が知らな
かった世界だけに、子どもとの接し方が分
からず戸惑うこともありますが、指導教員
のアドバイスのもとで取り組みを進め、子
どもたちが笑顔を取り戻していることに
気づいたときは、やりがいもひとしおです。
　この活動は、私自身を大きく成長させて
くれたと感じています。価値観が広がると
ともに、改めて自分自身を考える時間を得
られたのは貴重な経験でした。今の目標
は「ボランティアが活動しやすい社会を

つくる」こと。自分の中に芽生えた「立場
が弱い人たちの味方になりたい」という
思いを形にするために、頑張ります！

ボランティア活動を通じて
自分自身を見つめ直す

地元と早稲田をつなぎ、
盛り上げる

▲大学の職員の方と打ち合わせ

▲  「後期版地方学生の集い（稲門ふるさとパーティ）」   終了後にメンバーと

WAVOC公認プロジェクト
「DVほっとプロジェクト」
チームリーダー
法学部4年

松澤有加莉さん

全国早稲田学生会連盟 
委員長
社会科学部4年

長沼 智さん

大学の職員の方と打ち合わせ

▲プロジェクト担当教員の
　兵藤知佳 WAVOC助教との打ち合わせ
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　リサーチ・アシスタント（RA）は、研究補助者として若手研究者の研究プ
ロジェクトへの参画を後押しし、研究遂行能力の育成を目指す制度だ。一
年間の研究計画に沿って実験を進め、研究論文の作成や成果報告会での
発表などを行う。
　「消防訓練の際にホースを準備するなど、イベント時の職員サポートや、事
務処理などもRAとしての仕事です。それ以外の時間は共同で研究している
後輩の研究のチェックや、自分の研究に没頭する毎日を送っています」と話

すのは、各務記念材料技術研究所のRAの
宇留野さん。小林正和研究室の後輩たちと
共同で、太陽電池の半導体材料に適した特
性を持つ新素材の可能性を探っている。

「モノづくりがしたくて自分で選んだ道。奨
学的な役割のあるRAのおかげで金銭的な
不安なく早稲田で研究に集中できることに
感謝しています。今は研究開発能力を養う
期間と考え、できる限りのことに取り組み
たいです」。
　宇留野さんの笑顔の先には、新材料が
創る未来が広がっている。

 大解剖！

研究室の後輩たちと

研究結果について議論

　現在、早稲田大学内では多くの学生が働いてい
ます。その中で、仕事を通して学生のキャリア支援
につなげる成長の場所となるものを、「スチュー
デント・ジョブ」と呼んでいます。単なるアルバ
イトとは一線を画し、また、経済的支援の側面を
残しています。現在、多くの種類の仕事があり

（表参照）、今後はさらに多くの学生が何らかのス
チューデント・ジョブに従事することを目指し
ています。
　 学 生 参 画・ジ ョ ブ セ ン タ ー のWebサ イ ト

（2014年開設予定）から登録やジョブ申請などを
行うことができます。

学生参画・ジョブセンターWebサイト
▶ http://www.waseda.jp/sjc/

「スチューデント・ジョブ」を
 大解剖！

Report

スチューデント・ジョブ制度を活用して、
学内で働く学生たちを紹介します。

研究補助業務
リサーチ・アシスタント（RA）  ▶ Pick up ❶

研究補助者

教務補助業務

ティーチング・アシスタント（TA）  ▶ Pick up ❷

ライティングセンターのチューター

オンデマンド授業「学術的文章の作成とその指導」の指導員

スチューデント・アシスタント（SA）

事務補助業務

派遣スタッフ

臨時職員

委託業務スタッフ
●ICC学生スタッフリーダー  ▶ Pick up ❸
●キャンパスツアーガイド  ▶ Pick up ❹
●図書館業務  ▶ Pick up ❺
●総合案内、IT支援など

学外業務 学外教育活動（個別指導塾、家庭教師業務など）

スチューデント・ジョブの一覧（2014年10月1日現在）

先進理工学研究科
電気・情報生命専攻 博士後期課程1年

宇留野 彩さん

仲間と共に、
新しい半導体材料の研究に没頭

Pick up ❶ リサーチ・アシスタント（RA）
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　ティーチング・アシスタント（TA）は、教育効果の充実を目的に担当教員のも
とで教育指導上の補助を行う存在だ。教員や科目によりTAに求める役割や権
限は異なる。河野勝教授の政治分析入門（春学期）はTAの権限が広い授業の

一つ。1班約15名の少人数で行うTAセッショ
ンでは、ディスカッションやグループワークを
通して学生の理解を深める。「多方面から質問
を投げかけ、学術的な思考を促します。学生に
対する責任の重さを実感しました」と話すの
はTAの一人、秋月さんだ。
　授業準備やレポートの採点などを含め、TAと
しての実働は週10時間ほど。TAが研究の息抜
きと同時に、学びの場となっている。

「将来、研究と教育を両立するための訓練にな
りました。短期間で成長する学生の姿には驚
かされます。“先生”と慕ってくれる彼らの期
待に応えたいという想いが、研究意欲をかき
立ててくれます」。
　国際政治の中でも開発援助を研究してい
る秋月さんが、研究者として頭角を現す日が楽
しみだ。

授業のポイントなどを河野教授に相談

学術的な学び方のサポートから
研究と教育の両立の仕方を学んだ

Pick up ❷ ティーチング・アシスタント（TA）

政治学研究科博士後期課程1年

秋月三左子さん

　国や文化の壁を超えた学生の相互交流
の機会を提供する国際コミュニティセンター

（ICC）では、年間約360のイベントを実施し
ている。職員と共に企画から運営までを進
めるのが、学生スタッフリーダー（SSL）だ。
授業の空き時間にシフトに入り、ICCラウ
ンジでカウンター業務を行う傍ら、学生視
点の新しい交流イベントを企画する。

「参加者一人ひとりの歴史的・文化的背景
を理解し、気持ちを察する大切さを学びました」と話すのはSSLとして活躍する田上
さん。大好きなK-POPつながりで知った、新大久保に住み込みながら現地取材を続
ける新聞記者のトーク・セッションを企画した。「社会人と直接交渉する貴重な経験
を積める半面、大学組織の一員としての責任が発生します。メール文章一つとっても
学生だからという甘えは通用しません。私の行動が原因で大学の信用を損ねること
のないように、職員の方に相談しながら進めています」。
　SSLの経験を糧に、世界中の人と円滑に仕事をする田上さんの姿が目に浮かぶ。

Pick up ❸

文化構想学部3年

田上 栞さん

ICC学生スタッフリーダー仲間と

ICC学生スタッフリーダー（SSL）

国境を超えた交流イベントの
企画・運営から学んだ責任感
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Pick up ❹ キャンパスツアーガイド

法学部3年

矢野大輔さん

　「この大隈講堂は̶」
　明るくはきはきした声に、20名を超える参加者が熱心に耳を傾けている。
声の主は、キャンパスツアーガイドの矢野さん。週1回、学外の見学者にキャ
ンパスを案内している。
　友人の誘いをきっかけに、ガイドに応募した矢野さん。人前に立つ経験が
なかった矢野さんにとっては、ガイドになる決断をするだけでも大きなチャレ
ンジだった。いざ始めてみると、仕事の難しさは予想以上だったそうだ。5回
の事前研修では、ガイドの先輩学生から、立ち位置や言葉づかいをはじめ、
限られた時間で早稲田の魅力を伝える“気づかい”を学んだ。子どもの見学
者向けにクイズなどの仕掛けを考えるようになったのもその一つだ。ガイド

のない日でも、常にネタを探して
いる。
　ガイドの経験は、ゼミの発表
などの普段の生活にも生きて
いる。「今ではどんなときも、相
手に合わせて発信することを
意識しています。成長の糧とな
るだけでなく、貴重な財産にな
りました。後輩にもぜひ挑戦し
てほしいですね」。高校生にキャンパスを案内する矢野さん。

軽快で分かりやすい解説に、一同大盛り上がり

早稲田大学の魅力を
学外のお客様に紹介

　現在、約260万冊を所蔵する早稲田大学
中央図書館には、図書館業務に従事する学
生スタッフがいる。研究と両立しながら週3
日、1日約5時間勤務している村田さんもそ
の一人だ。一日に延べ500名が訪れる研究
書庫を担当し、貸出返却などの対応や、貴
重書の閲覧許可証などの出納、パソコン操
作が不得手な利用者の資料検索のサポー
トなどの業務を行う。

「利用者が来館しやすく、居心地の良い図書館であるために、マニュアル的で
はなく、一人ひとりの利用者に合わせた丁寧な対応を心がけています。一緒に
本を探した後に“ありがとう”と言われることがやりがいです」。
　幼い頃から本の虫だったという村田さんにとって、図書館業務はまさに
天職だ。「幅広いジャンルの研究書に触れる中で、利用者としてでは気づかな
かった貴重な資料を発見することがあり、そんな時は自然と心が踊ります」。
　業務後は、自分の研究に関する中国史の資料を探せるのが利点なのだとか。
中国への研究留学を目指す村田さんの笑顔が、利用者を待っている。

文学研究科修士課程2年

村田 岳さん

返却された本を
書棚に戻しながら、
本がナンバー順に

並んでいるかチェック

Pick up ❺ 図書館業務

利用者に合わせた対応で
居心地の良い空間づくりを
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─学生参画に対する早稲田大学の

所見を教えてください。

　これまで早稲田大学では、国際化や情

報化、また教育・研究環境など、学生が

学ぶための環境やしくみの充実を図っ

てきました。そして今、鎌田薫総長のもと

で2032年に向けた中長期計画“Waseda 

Vision 150”を定め、新しい教育のあり方

を目指した改革を進めています。

　大学において学生は、教育を享受す

るだけの存在ではなく、教職員とは異な

る立場から大学と社会のあるべき姿を

考える重要な構成員です。大学の教育・

研究を豊かに展開するためには、学生

の積極的かつ責任ある「学生参画」の

推進が不可欠です。そこで、学生参画の

一手段として現在進めているのが、

スチューデント・ジョブです。

─スチューデント・ジョブを通して、

学生に期待することは何でしょうか。

　スチューデント・ジョブは、単なるア

ルバイトではなく、また、かつて苦学生

への奨学的な目的で採用されていた

学生職員※1とは異なる制度です。その

目的は、学生が各学部・研究科で専門

知識を学び、さまざまな課外活動を通

して得た知恵や技術をもとに、大学の

教育・研究、あるいはその他の活動に

参加することで自律性を養い、社会問

題を意識したキャリア形成を促すこ

とにあります。社会人基礎力を身に

つけるための事前研修を行うことに

より、社会から求められる緊張感を学

内で実体験できることが特徴です。

地方出身学生や外国人留学生の経済

的支援にも役立つでしょう。

　学生には、大学生活で得た専門性や

パワーを大学組織内でも発揮し、教職

員と共に早稲田大学の未来をつくって

ほしいと考えています。

─学生と大学が協働することで、

早稲田の未来はどのようになると

お考えですか。

　本学では、すでに6,000名を超える学

生がスチューデント・ジョブに該当す

る業務に従事しています。2014年開設

予定の学生参画・ジョブセンター Web

サイト※2を機に、組織として、より体系

的なしくみを構築して参ります。将来

的には、センターの運営も学生が担う

形を考えています。学生は、直接的な運

営や各箇所での就労体験を通じて、自

信と誇りを得ると同時に、大学における

自らの存在意義を自覚することができ

るでしょう。さらに、学生のキャリア形

成につながるポートフォリオ・システ

ムとの連動も計画しています。

　まずは新たなジョブの創出に取り組

み、150周年を迎える2032年には全学生

の3割が何らかの形でスチューデント・

ジョブに従事していることを目指して

います。大学の主役である学生が、教

育・研究のさまざまな場面に参画し

イキイキと活躍する姿は、大学に新し

い風を呼び込み、 “早稲田らしさ”を

さらに進化させることでしょう。ま

た、教職員にも大きな価値を生み出

し、早稲田ブランドの発展や早稲田

を核とした新たなコミュニティづく

りにつながると期待しています。

学生と共につくる新しい早稲田

理事（学生部門総括）

紙屋敦之 文学学術院教授

かみや・のぶゆき
1946 年鹿児島県生まれ。1969 年早稲田
大学教育学部卒業。1981年同大学院文学
研究科博士課程単位取得満期退学。福岡
大学人文学部助教授を経て、1992 年より
早稲田大学文学部助教授、1992 年同教授
（現在は文化構想学部）。学生部長、図書館
長、早稲田中学校・高等学校校長などを歴
任。文学博士（早稲田大学）。主な著書に
『東アジアのなかの琉球と薩摩藩』（校倉書房
2013 年）。

大学の主役である学生の参画について、紙屋敦之理事（学生部門総括）に話を伺いました。

Interview

※1：1976年に学生職員制度を設け、専任
職員並みに業務に従事する学生を管
理した。学業と仕事の両立を目指した
奨学金的な意味を持ち、二部（夜間）
学生に多く見られた。

※2：http://www.waseda.jp/sjc/
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市場の変化に合わせたビジネスを展開でき  るグローバル人材に
　もともとは欧米志向。大学1、2年の夏休み
はアメリカとカナダへ短期の語学留学をし
た。カナダで親しくなった韓国人のルームメ
イトに誘われ、何の気なしに遊びに行った
韓国は、ただただ衝撃の世界。それが運命
を変えた。1999年のことだ。

「1997年のアジア通貨危機で大打撃を受け
た韓国が復興しようとしている時期でした。
街中では労働者によるデモが起こり、大学
では学生たちが一心に勉強している。日本
とのギャップに驚く一方で、この変動してい
る環境に身を置けば、何か自分を変えるこ
とができるんじゃないかと考えました」
　言葉も文化も分からないまま、すぐに韓
国・高麗大学への交換留学を決意。当時、
共に韓国へ留学したのはわずか3名だっ
た。最初の1年は何を見ても新鮮で、ワクワク
しっぱなし。それだけでは足りないと早稲田

を休学してもう1年留学を延長した。その間、
韓国の人たちとのつながりが深くなった半
面、靖国問題や歴史教科書問題に対する日
本人としての意見を問われることがつらい
ときもあったと言う。

「留学当初は自分の主張ができるほど知識
がなかったため、確証を持って意見できま
せんでした。でも日本人として“分からない”
というのは議論しようとしている相手に失
礼で恥ずかしいことだと思い、必死に勉強し
て自分なりの考えを持って伝えるようにしま
した。アジア諸国は第二次世界大戦への感
情が根深いため、自分の意見を持って議論
をする覚悟がないと留学もビジネスも難し
い地域です」
　ビジネスの現場でもそれを実感した。
キヤノン株式会社に入社後は販売推進業
務に就き、留学経験を生かして韓国を担当。

キヤノン株式会社
医療機器事業部
医療機器事業統括センター

井戸田晴信さん
Profile
いどた・はるのぶ
高知県生まれ。2004年早稲田大学教育学部卒業後、
キヤノン株式会社に入社。半導体露光装置の直販営
業・販売推進業務に従事。2007年より半導体露光
装置の輸出入業務、2009年よりアジアトレーニー制
度で2年間の中国留学などを経て、2011年より医療
機器事業部でX線パネルや眼科機器の販売推進で
中国・韓国など東南アジアを担当。中学から始めたテ
ニスは韓国留学時代に大会で優勝するほど。現在も
実業団で活躍している。

情熱をもってグリーンエネルギーに携わ　っていきたい
「理系学生はもっと留学をした方がいい、と
いうのが僕の持論です。アカデミックでもビ
ジネスでも、国際学会での発表や海外と共
同研究する機会は必ずあります。国際的な
人々に交じって自分の意見を英語で論理
的に伝えるためにも、一度世界を知るのは
とても良い経験になるはずです」。
　勉強や研究の忙しさに留学を諦める人
が多い理系学生の中で、吉田さんは数少

ない留学経験者の一人。学生留学アドバイ
ザーとして、留学フェアやイベントで自分の
留学体験を語り、留学を希望する後輩にア
ドバイスしている。最も多いのは単位の取
得と研究室との兼ね合いに関する相談だ。

「研究室に配属される4年生の前期という
重要な時期に留学していると、4年間での
卒業は決して簡単ではありません。留学を
したいと思い立った当初は、皆から無理だ
と言われましたが、20名以上の先生に直談
判するなどして、道を切り拓くことができま
した。留学に理解のある先生と周りの人た
ちの助けには本当に感謝しています」。
　海外に憧れ、英語力を身につけたい一心
で、3年生の夏から9カ月間カナダ・トロント大
学へ交換留学した。しかし当初は思い通り
に自分の意見を伝えられないストレスと戦う
日 。々シェアハウスに滞在し、昼夕の食事の

カナダ・トロント大学への留学中に滞在したシェアハウスの
メンバーと。さまざまな世界や価値観に触れ、多様性の素晴
らしさを実感した

12

学生生活のなかで身につけた
視点や能力を生かして活躍している
学生と若手校友を
クローズアップして紹介するコーナー。
第3回は先進理工学研究科1年の
吉田智輝さんと、キヤノン株式会社の
井戸田晴信さんにお話をうかがいました。

Front Runner
― 活 躍 す る 若 者 ―



市場の変化に合わせたビジネスを展開でき  るグローバル人材に
他地域の担当者から聞く情報を自分の担
当エリアに落とし込む方法を考えるなど、グ
ローバルな視点で市場の動きを見ながら販
売戦略を練る。現在は中国・韓国・台湾な
ど医療関係で急伸中のアジアの国・地域を
担当。ビジネスでは日本語・英語・韓国語・
中国語の4カ国語を流暢に操る。
　自分の考えがしっかりしていれば何でも
挑戦させてくれる環境だと、仕事に対してポ
ジティブな井戸田さん。学生には、多様性を
受け入れる器を磨いてほしいと話す。

「日本人同士ならある程度予想通りの結論
になる空気感というものが、他国の人とのビ
ジネスでは通じないことが多くあります。しか
し仕事を進めるためにはベクトルを合わせ
なければなりません。大切なのは、自分には
ない価値観を理解し相手を認めること。学
生の間に多様な人 と々交流し、“自分と違う”

ことへの受容力をつけてほしいと思いま
す。その点、地方出身の学生や外国人留学
生などの多い早稲田は、留学せずとも学内
で十分に多様な価値観、文化、性別の違い
に触れることができる良い環境ですね」
　市場の成熟度に合わせたビジネス戦略を
展開できるグローバル人材、それが井戸田さ
んの目指すキャリアビジョンだ。

高麗大学への留学中、テニスを通じて言葉や文化などを
学び、交流を深めた。写真中央でトロフィーを持っている
のが本人

先進理工学研究科 共同原子力専攻 
修士課程1年

吉田智輝さん
Profile
よしだ・さとき
埼玉県生まれ。2010年早稲田大学先進理工学部
に入学。鷲尾方一研究室所属。音楽とスポーツとエ
ネルギーが原動力。中学生の頃からビートルズの大
ファンで、大学からバンド活動でベースを担当。特
技はカンツォーネを歌うこと。エネルギー分野に携
わる情熱と責任を感じ、宮古島エコアイランドや北
九州の水素タウンを一人で視察したり、再生可能エ
ネルギー関係の専門家に会いに行ったりしている。

情熱をもってグリーンエネルギーに携わ　っていきたい
たびにダイニングで他の居住者と交流する
うちに、旅行では体験できない世界を知っ
た。北米の人たちは議論好きで、勉強にス
トイック、そして遊ぶときは全力だ。些細な
ことで始まる議論に初めは圧倒されたが、
相手と分かり合うための大切な手段だと
理解し、徐々に好きになった。

「多様な民族・人種の人々が暮らす北米で
は、“みんな違う”が当たり前。相手の主張を
聞き、自分の意見を論理的に伝えることで、
価値観の異なる相手と分かり合おうとして
います。日本で生まれ育った自分でも、違い
を楽しむことができるようになりました」。
　吉田さんの志は、社会・人々のためにビジ
ネスの力で日本を、世界をグリーンにするこ
と。留学を通して広がった世界から分野を絞
り込み、専門性を深めるために水素などを燃
料とする「燃料電池」を研究。同時に、エネ

ルギー全般を知るために、大学院では原子
力を専攻している。北米で最もグリーンか
つシリコンバレーを有すサンフランシスコ
で学ぶため、今夏からはカリフォルニア大
学バークレー校に二度目の留学中だ。テー
マは“グリーン×ビジネス”。

「エンジニアとして自分の意見を主張するた
めには、誰でも知ることのできる表面的な
知識ではなく、深い専門性を身につけなけ
ればなりません。気になることがあれば関
係者に取材するなど、躊躇せずに行動ある
のみ！ 先日も、沖縄・宮古島の自然エネル
ギー施設を見学してきました」。
　さまざまな考えを統合してベストを導
き出そうとする吉田さんは、専門性と多様
性を味方につけ、近い未来、世界のグリー
ンエネルギー界を牽引する存在となるだ
ろう。
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　ここ十数年で急速に発展したグローバ
ル化、IT化は会計の世界にも及んでいま
す。すでに2000年以前より監査法人のグ
ローバル化は進展していましたが、さらに
2008年の内部統制報告制度（J-SOX）
の施行を機に、公認会計士は経営上の財
務情報以外の非財務情報も含めた組織
全体を監査しなければならなくなりまし
た。同時に、災害時における組織の継続
および復旧の観点が強まったことで、これ
まで扱っていた組織運営上の重要な情
報を紙から電子データへと移行する動き
が進展し、紙の時代にはあり得ないほど
の膨大なデータが効率的に一元管理さ
れるようになりました。こうした背景から、
適切に監査するためには監査の方法そ
のものを変える必要が出てきました。

　現在用いられている監査の方法として
第一に、業務の流れやデータを適切に処
理する仕組みの有効性を判断する内部
統制監査があります。IT技術によって構
築されている組織の内部統制の整備・運
用状況について徹底的に調査するため
に、会計士にはコンピュータをはじめとす
るIT技術についての理解が求められま
す。第二に、リスク・アプローチに基づく財
務諸表監査があります。その際に膨大な
情報の中から人間が関わらざるを得ない
監査の領域を絞り込むために用いられ
る技術がコンピュータ利用監査技法の
CAAT（Computer Assisted Audit 
Techniques）です。
　私は、組織の会計業務や監査業務に
おけるCAATなどの情報システムの役割
を見定め、かつ、どうすれば情報システム
を無駄なく効率的に活用できるかという
方法を研究しています。

　私の学部時代の所属は工学部で、最
初の就職先である民間企業では情報シ
ステムの開発・保守・運用を担当してい
ました。しかしエンジニアとして多くの経
験を積む中で、組織の業務を支援するシ
ステムなど幅広い分野を担当するため
には会計士レベルの知識が必要である
ことを実感し、公認会計士の資格取得
を目指した勉強を始めました。その後、
監査法人で法定監査業務を担当した
後、2 0 0 5 年の早 稲田大学大学院会
計研究科の設立がきっかけで研究者
の道を歩み始めました。当時私が感
じていたのは、この先、会計士にはIT
スキルや統計学などの数理的な考え方
が求められるだろうということです。
事実、この十数年間で監査における情

学問と実務の融合を図り
社会の健全な循環を目指す

会計ディスクロージャーの拡張性について経済モデルを用い

て分析した数式とグラフ。解が大きい場合は情報開示による

インセンティブが高いことを示し、法で強制しなくても進んで

情報を開示する。抽象的な議論を展開することができ、制度

決定の際の判断材料となる。

社会に貢献する最新の研究を取り上げて紹介します。研究最前線
frontline of the study

会計分野における
グローバル化とIT化

実践で使える情報システムの
知識を体系的に提供
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研究と実務の融合を図る
嚆
こ う

矢
し

を放つ

常に新しい情報・知識のアップデートに取り組んでいる 体系的な学びを提供するため、ERPシステム実務に関する授業について
実務家教員の矢口龍一専任講師と相談を重ねる

報システムの占める割合が大きくなって
きています。
　そこで2006年に、経済学の佐々木宏夫
先生（商学学術院教授会計研究科長）
と応用確率論の豊泉洋先生（商学学術
院会計研究科教授）と共に会計研究科
の授業に情報システムを導入したいと
文部科学省の法科大学院等専門職大学
院形成支援プログラムに応募しました。
無事採択されたことで、デファクト・スタ
ンダード（事実上の標準）と言えるドイツ
のSAP 社 が 開発したE RPシステム

（組織全体を一元管理するシステム）を
授業で使用できる環境を整えました。
会計監査業務における情報システムへ
の本格的取り組みがまだ黎明期であっ
た時代です。躊躇わずにシステムの導入
を進めることができたのは、実務レベル
でのシステム開発・運用の経験があった
からだと思います。
　今や、会計専門家が会計に対する深
い知識とスキルを身につけているのは
当たり前です。それだけでは社会固有
の貢献も、会計研究科の卒業生として
の固有の貢献もできません。早稲田大学
大学院会計研究科では「会計プラス1」
を標語に、会計以外の得意分野を持ち、
そのシナジー効果を社会に提供するこ
とで、より価値のある社会貢献ができる
人材の育成を目指しています。ITスキル
もその一つです。そのため、私はシステ
ムの全体像と具体的な操作方法の両方
を深められるような授業構成を意識し
て行っています。ITの基礎を体系的に身
につけることが、柔軟性と俊敏性を備え

た監査のできるプロフェッショナルの育
成につながると期待しています。

　たとえば、これからの会計士にはIT
スキルや数理的な考えが重要になって
いるにも関わらず、これらが公認会計士
試験の試験科目には必ずしも十分に反
映されていないという“経済と法の
ギャップ”が生じています。私たち研究
者には、このようなギャップを埋めると
いう使命もあると感じています。そのた
めには実務における本質的問題をテー
マとした研究を行い、その研究成果に
基づいた実務訓練を行うことで学術と
実務の良い循環を生み出すことが必要
です。例えば、矢口龍一先生（商学学術
院会計研究科専任講師）のような志の
高い実務家教員を嚆

こ う し

矢として送り出す
ことで、研究者と実務家の間の溝を埋め
ることができるでしょう。さらに、早稲田
大学大学院会計研究科におけるERPシ
ステムを中心とした会計専門家のため

のIT教育の内容を、より広く本研究科
修了生以外の会計専門家が体系的に
学ぶこのとのできる環境を提供してい
くことも重要と考えています。早稲田を
嚆矢として、他の商学系の専門職大学
院や社会を巻き込みながら、研究と実
務の融合を図っていきたいと思います。
　今後の展望として、佐々木宏夫先生を
初めとする経済学の先生方とコラボ
レーションさせていただきながら、会計
学の世界に経済モデルを活用する研究
を進めたいと考えています。現行の会計
制度や監査制度を、抽象度の高い経済
モデルで表現し分析することで、実務
において広範囲に応用のきく知見を見
出すことが可能となるのではないかと
期待しています。これは私の恩師である
会計学者の佐藤紘光名誉教授から受
け継いだ灯

ともしび

火です。この灯火を絶やすこ
となく、次の世代へとつないでいきたい
と思います。
　また、キャッチアップという意味では、
自分自身もさまざまな知識・技術をアッ
プデートしていきたいと思います。

鈴木孝則 
商学学術院会計研究科教授

プロフィール
すずき・たかのり
1982年東京工業大学工学部卒業、1984年同大学院理工学研究科修士
課程修了。1998年早稲田大学大学院社会科学研究科修士課程修了、
2004年同博士後期課程満期退学。2006年博士（学術）早稲田大学。
1984年アクセンチュア株式会社入社、1996年東陽監査法人を経て、
2005年早稲田大学大学院会計研究科助教授。2011年より現職。公認会計士、公認システム監査人、
ITコーディネータ。専門分野はビジネスコンサルティング実務、システム監査、ERPシステム実務など。
主な著書に『会計情報のモデル分析』（2013年国元書房・編著）、『会計ディスクロージャーと企業行
動』（2011年中央経済社・共訳）など。
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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。

Message
to the next
generation

［プロフィール］
よしかわ・みよこ
1954年神奈川県生まれ。1977年早稲田大学教育学部卒業後、TBSに入社。『JNNニュースコープ』、

『JNNニュースの森』、『CBSドキュメント』など多数の報道番組の司会者を務め、近年は『ウォッチ！』
や『朝ズバッ！』など情報番組のコメンテーターとしても活躍。また、13年にわたりTBSアナウンスス
クールの校長として後進の育成にあたる。2014年5月に退職後は、日本テレビやフジテレビなど他局
の番組へのゲスト出演をはじめ、大学での講演や企業の研修など幅広い分野で活躍している。主な
著書に『ラッコのいる海』（立風書房）、『アナウンサーが教える 愛される話し方』（朝日新書）。

元TBSアナウンサー
株式会社キャスト・プラス 取締役

吉川美代子さん

TBS一筋37年、女性アナウンサーとし

て報道番組の第一線で活躍されると同

時に、後進の育成に取り組まれてきた

吉川さん。早稲田大学での思い出や、ア

ナウンサー時代の活躍、また、早稲田大学

に期待することなどを伺いました。

―どのような学生時代でしたか。

　子どもの頃からアナウンサーを目指

していた私は、中高時代は放送部で

活動し、大学はマスコミに強い早稲田

を希望しました。夢と希望に満ちあふ

れた大学生活はしかし、当時激しかっ

た大学紛争の影響で思い描いたもの

とは異なりました。なにせ、学生活動

家が入学式に乱入し、壇上で挨拶をし

ていた総長を場外へ連れ出してしま

い、入学式が中止になってしまったの

ですから。「すごいところに来てしまっ

た！」と唖然としたのを覚えています。

まともに授業が行われるようになった

のは2年生の後期くらいでしょうか。

　キャンパス内が騒然としていたこと

もあり、放送研究会やアナウンス研究

会に入部する時機を逃した私は、発想

を転換し、大学というアカデミックな

雰囲気の中で学び、教養を身につけ、

多様な友人たちと交流することに力を

注ぎました。いま思えば、アナウンサー

として必要な教養や人間力を磨く上

で、とても意義のある時間でしたね。

特に地方から集った同級生たちは本
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当に優秀で、さまざまな刺激を受けま

した。学生同士の会話も、政治や経

済、芸術などと富み、高尚な内容が多

かったように思います。

―大学卒業後はTBSに入社し、女性

キャスターとしてキャリアを築く中で、ど

のような苦労があったのでしょうか。

　私がTBSに入社した1977年頃の放

送局はとても封建的な男社会でした。

私が報道をしたいと言うと「女のくせ

に生意気だ！」と呼び出されるような

時代です。それでも諦めずに希望を訴

え続けていると、入社6年目の1983年

に、TBS初の女性キャスターとして全国

ネットの早朝のニュース番組に抜擢さ

れたのです。ただし、現場の大半は女

性キャスターに反対していて、少しでも

失敗すると「だから女はダメだ」と言

われかねない雰囲気でした。男性記者

から「俺の書いた記事を女の声で読

ませるな」と目の前で言われたこともあ

ります。それでも「世の中で起こってい

ることをきちんと伝えたい」という強い

意志で乗り越えてきました。

　女性がニュースを読むことに少しず

つ周りが慣れてきた1984年、TBSが総

力をあげて取り組んだ報道番組「JNN

ニュースコープ」のリニューアルに当た

り、キャスターに抜擢されます。それま

で新聞の論説委員など錚
そうそう

々たるメン

バーが出演していた番組です。メイン

キャスターにTBS記者の田畑光永さん

が決まり、もう一人女性をということで、

報道局のメンバーが私を推薦してくだ

さったのです。応援してくれる人がい

ることに勇気づけられ臨んだ「JNN

ニュースコープ」は、視聴率でNHKの

夕方のニュース番組を抜き、他の民放を

寄せつけない人気番組になりました。

―社会で活躍する中で、早稲田で得

たことが生かされていると感じることは

ありますか？

　「自分から動く」という姿勢です。報

道の現場では、正確な情報が求められ

ます。アメリカの情報を知りたいときは

アメリカ大使館に電話をして聞きます

し、それが難しいならば大学教授など

の専門家に聞く。そうやって自ら動かな

ければ、最高の情報に触れることはで

きません。こうした「自分から動く」姿

勢は、早稲田の放任主義のおかげで身

につきました（笑）。大学に行って掲示

板を見なければ情報を得ることはでき

ませんでしたし、単位の計算も自己責

任。今の若者は簡単にインターネットで

情報を得るため、そうした自ら動くとい

う姿勢が足りないように思います。

―学生へのアドバイスをお願いします。

　私が13年間校長を務めたTBSアナ

ウンススクールには早稲田の学生も多

くいますが、最近の学生は、頭は良いけ

れど小さくまとまっているような印象が

あります。もっと個性的でも良いのでは

ないでしょうか。専門的な知識や技術

の修得も大切ですが、心を豊かにし、

人間性を高めるような幅広い教養も身

につけてほしいと思います。新聞や本

を読み、美術館や劇場で一流の芸術に

触れる。また、声を出し相手の目を見て

話すことを心がけて、会話力をつけて

ほしいですね。そうして日々の研鑽を

通して身につけた教養や感性は、人間

的な魅力となり、個性を輝かせてくれる

でしょう。

―早稲田大学に期待することをお聞

かせください。

　早稲田は他大学と比べて、ブランディ

ングやイメージ戦略が弱く、内向きのよ

うに感じます。そのため、大学のブラン

ドではなく個人の力で勝負している人

が多いです。もっと早稲田の伝統と、圧

倒的な数の利を存分に生かしてほしい

と思います。ノスタルジーではなく、もっ

と外に向けて発信しても良いのではな

いでしょうか。マイナーチェンジを繰り

返すのではなく、ぜひ思い切って発想

を転換し、早稲田ブランドを盛り上げて

ほしいと願います。

プライベートではジャズシンガーとして
アーティストたちとセッション
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大学の新しい組織・制度など、進化する大学のしくみについて解説します。
第3回は、2014年度より「早稲田アスリートプログラム（WAP）」を始めた早稲田大学競技スポーツセンターです。

　早稲田大学を代表して活動する体
育各部は44あり、約2,500名の学生が
所属しています。競技スポーツセンター
は、それら全体を統括し、全ての部員
の競技活動を支えています。
　大学におけるスポーツ活動の目的
は、世界で活躍するトップアスリートの
輩出だけではなく、むしろ学生アスリー
トの人間的成長を促すものです。学生
一人ひとりが競技力を高めるために切
磋琢磨し、困難を乗り越えて勝利した
ときの喜び、あるいは敗北したときの
悔しさを体験することで、人間としての
成長を遂げると考えています。
　当センターでは、優れたコーチングス
タッフの招聘をはじめ、施設の整備や
活動費の補助、健康診断・血液検査の
実施、スポーツ安全保険の加入、部員
の心のサポートなど、競技力の向上の
みにとどまらない支援を行っています。

また、スポーツ科学学術院が研究・実
習の場として「スポーツ医科学クリニッ
ク」を設け、スポーツ選手の医科学的
サポートを提供している点は、先進的
な取り組みといえるでしょう。

　体育各部に所属する全ての学生が高
いレベルの文武両道を体現し、社会性
と豊かな人間性を兼ね備えた人間とし
て成長することを目的に、2014年度より

「早稲田アスリートプログラム（WAP）」
をスタートしました。創立150周年の
2032年に向けた中長期計画“Waseda 
Vision 150”を進める上で当センターと
して取り組むべき方向性と具体的内容
を定めたもので、「人格陶冶のための
教育プログラム」と「修学支援」の2本
の柱で成り立っています。

　人格陶冶のための教育プログラム

は、部活動と両立しながら学生アスリー
トとして必要な教養やリーダーシップス
キルを修得することを目指しています。
①アスリートとしての教育プログラム、
②キャリア形成支援プログラム、③ボ
ランティア・地域貢献活動支援プログ
ラム、④国際交流プログラムの4プログ
ラムから成り、これまで各部が個別に
行っていた活動を当センターが組織的
に行うことで、より体系的な学びの機会
を提供できると考えています。
　すでにオリジナルテキストの配付や
CourseN@viを用いたオンデマンド授
業の配信、学内外の講師を招いた講演
会・セミナーを実施。また、スポーツボラ
ンティアや海外の大学との国際交流へ
の参加などを通して、多様な価値観を
涵養し、豊かな人格の形成を促します。

　修学支援は、①全ての部員の学業情
報の把握、②アカデミックアドバイザー

スポーツを通じて
“人間としての成長”を促す

「早稲田アスリートプログラム」

進化する大学

早稲田大学 競技スポーツセンター

文武に秀でた学生アスリートの成長をサポー トし、
社会を支えるグローバルリーダーを輩出する

●人格陶冶のための教育プログラム

●高いレベルでの文武両道を目指す
　修学支援

●アスリートとしての教育プログラム
早稲田大学を代表して戦う学生アスリートとして必要な心構え
や知識といった基本的なスキルを学ぶ。

●キャリア形成支援プログラム
センター主催のインターンシッププログラムや就職支援行事を
通じて、卒業後（競技引退後）の自身の姿について深く考える機
会を提供する。

●ボランティア・地域貢献活動支援プログラム
スポーツボランティアを通じて、早稲田スポーツを支えている方
や地域への感謝の気持ちを育む。

●国際交流支援プログラム
海外の大学との交流を通じて競技力の強化を図るとともに、国
際交流を通じてグローバル視点や思考力、感性といった人間的
な価値の育成を目指す。

❶人格陶冶のための教育プログラム

NHKエグゼクティヴアナウン
サーの刈屋富士雄さん

（1983年社学卒・漕艇部OB）
を招いて行った
2 ～ 4年生対象の講演会

「アスリートセミナー」
地域の方や早稲田スポーツ
ファンの方と交流する学生たち

CourseN@viを用いた
オンデマンド授業

早稲田アスリートプログラム・
オリジナルテキスト
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早稲田大学 競技スポーツセンター

文武に秀でた学生アスリートの成長をサポー トし、
社会を支えるグローバルリーダーを輩出する

によるサポート、③褒賞制度（成績優秀
者・団体を表彰）の3つの制度から成り、
その最大の目的は体育各部の学生が
学業の面でも優秀な成績を修め、不本
意な留年に陥ることなく標準修業年限
で卒業することです。
　成績不良を未然に防ぐために学年・
学期ごとに最低基準単位数を定め、学
業成績が基準に満たない場合は体育各
部部長と連携して、練習参加の制限や対
外試合への出場停止などを含む指導を
行います。また、アカデミックアドバイザー
を配置し、単位取得のアドバイスや学習
面のサポートを行うと同時に、優秀な成
績の団体・個人の表彰も一体的に行って
いきます。表彰されることは、文武両道の
証でもあり、誇りにつながるでしょう。

　WAPのような学業と部活動の両立
を目的とした取り組みは、アメリカに先

例があり、日本の大学ではほとんど行
われていませんでした。しかし、大学ス
ポーツの盛り上がりにつれ体育各部に
所属する学生の裾野が広がっている
状況の中で、今後、日本の大学全体で

“大学スポーツとは何か”を考え、これ
までの歴史と現状に即した、学生アス

リートの価値を最大化するための教育
的施策が必要となるでしょう。
　明治30年前後の時期に体育各部が
誕生して以来、日本の大学スポーツを
牽引してきた早稲田大学が、WAPの成
果を上げることで、スポーツ界の新た
なモデルを示したいと考えています。

大学スポーツの
新たなモデルを目指して

プロフィール　
かわぐち・ひろし
中京大学専任講師、同助教授などを経て、1994年
早稲田大学政治経済学部助教授、1996年同教授。
2004年より早稲田大学野球部長、2011年より
早稲田大学競技スポーツセンター所長（2014年9月
20日付で任期満了で退任）。

早稲田大学
競技スポーツセンター所長、野球部長

川口 浩 政治経済学術院教授

早稲田大学競技スポーツセンター
Webサイト
http://waseda-sports.jp/

❷修学支援

●全ての体育各部員の学業情報の把握
成績不良者を未然に防ぐため、学年・学期末ごとに取得すべき最低基準単位を定め、4年間（標
準修業年限）での卒業を促す。学業成績が所定の基準に満たない場合は、部長が面談を行い、
練習時間の制限や対外試合の出場停止を含む指導を行う。

●アカデミックアドバイザーによるサポート支援
アカデミックアドバイザーを配置し、単位取得のアドバイスや学習面のサポートを行う。

●褒賞制度
文武両道の証として優秀者・団体を表彰し、自信と誇りを醸成する。
● 最優秀学業成績 

平均GPA（成績評価方法の一つ）が最も高い部を団体賞として表彰する。
● 最優秀学業成績個人賞・優秀学業成績個人賞 

 学年ごとに平均GPAが高い部員上位10%を優秀学業成績個人賞として表彰し、 
さらにその中から1人に優秀賞を表彰する。

早稲田
アスリートプログラム
WASEDA ATHLETE PROGRAM

（WAP）
2本の柱
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News Report
大 学 の 今 を 知 る

index

17日

一目惚れの分子メカニズム
異性の存在が性ホルモンの分泌を変える
仕組みを解明

ESEARCH & EDUCATIONR

24日

ガンマ線撮像用コンプトンカメラの
高性能化に成功
放射性物質除染のさらなる効率化、
環境調査、医療、理学応用へ期待
 ➡P23 Pick Up

ESEARCH & EDUCATIONR

7月 July

NIVERSITYU
24日

松本幸四郎氏に
よる演劇講座を開催

「松本幸四郎展
―This is my quest.」

28日

陸上・世界ジュニア選手権 男子400mで
競走部の加藤修也選手（スポ科1年）が
銀メダルを獲得

CTIVITYA

21日-24日

第41回全日本大学選手権で漕艇部女子が
6連覇を達成 ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

21日

第12回パンパシフィック水泳選手権
瀬戸大也選手（スポ科2年）
　男子200mバタフライ優勝
中村 克選手（スポ科3年）
　男子400mメドレーリレー銀メダル獲得
 ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

NIVERSITYU
8日

上級幹部候補生向け
エグゼクティブプログラム

「EMBA Essence」開講へ

ESEARCH & EDUCATIONR

25日

新鉱物「maruyamaite（丸山電気石）」と命名
世界初、ダイヤモンドと共存し、
カリウムを多量に含む特殊な電気石
 ➡P23 Pick Up

9月 September

NIVERSITYU
2日

文部科学省「グローバルアントレプレナー
育成促進事業」に本学のプログラム

「WASEDA-EDGE人材育成プログラム」
が採択 ➡P22 Pick Up

NIVERSITYU

9日

法科大学院等別合格者数等にて、
本学大学院法務研究科の司法試験
合格者数が全国1位に ➡P22 Pick Up

NIVERSITYU

10日、18日

戸山キャンパス新33号館、
早稲田キャンパス新3号館が竣工
 ➡P21 Pick Up

6日、7日

早稲田小劇場どらま館起工記念
第7回 早稲田大学・美濃加茂市
文化交流事業学生演劇公演「脱衣する蛹」

CTIVITYA

15日

「2014 早稲田スポーツフェスタ 
in 東伏見」を開催 ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

NIVERSITYU

20日、21日

2014年度9月卒業式・学位授与式、
2014年度9月入学式を挙行
 ➡P21 Pick Up

NIVERSITYU

26日

文部科学省平成26年度
「スーパーグローバル大学創成支援」
トップ型（タイプA）に採択
 ➡P2 Pick Up

19日-10月4日

第17回アジア競技大会（仁川）
瀬戸大也選手（スポ科2年）
　競泳男子200mバタフライ金メダル
　競泳男子800mリレー金メダル
加藤修也選手（スポ科1年）
　陸上男子4×400mリレー金メダル、他
 ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

NIVERSITYU

8日

第14回「石橋湛山記念 早稲田
ジャーナリズム大賞」授賞作品決定
 ➡P25 Pick Up

NIVERSITYU

19日

アディダス ジャパンとの連携
「早稲田スポーツオフィシャルパートナー
ショップ」オープン ➡P22 Pick Up

5日

EKIDEN for Peace2014 富士山・
山中湖チャリティー駅伝大会を開催

CTIVITYA

5日-10日

早稲田大学図書館
企画展示「江戸に妖星を放つ！」

CTIVITYA

13日-28日

早稲田文化芸術週間2014
 ➡P25 Pick Up

CTIVITYA

29日-10月5日

「早稲田スポーツ展～ワセダの絆」を開催
CTIVITYA

1日-11月8日

大学史資料センター
展示会「十五年戦争と早稲田」開催

CTIVITYA

10月 October

6日

文部科学省・平成26年度
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に
本学プログラムより2件が採択
―政治経済学術院、文学学術院

ESEARCH & EDUCATIONR

7日

早稲田文学会の
文芸誌「早稲田文学」
2014年秋号より
9年ぶりの季刊化

CTIVITYA

26日-30日

「戦後の学生・社会運動」をテーマに
国立台湾大学歴史学部と
早稲田大学政治経済学部が
共同の学生交流プログラムを開催
 ➡P23 Pick Up

CTIVITYA

8月 August
3日

WAVOC presents 
東日本大震災ボランティア支援 
アカペラコンサート公演を開催

CTIVITYA
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グローバル化を象徴する国際色豊かな式典に

9月卒業式・入学式を挙行
　9月20日、大隈記念講堂にて今年で
14年目となる9月卒業式を執り行い、
留学生528名を含む1,376名が新たな
門出を迎えました。海外在住のご家
族も多く出席され、早稲田大学のグ
ローバル化を象徴した1日となりまし
た。鎌田総長は「世界の平和と人類
の幸福の実現のため、社会の至るとこ
ろで、またありとあらゆる分野で、真の
グローバルリーダーとして大いに活躍

してくださることを心から期待してい
ます」と激励しました。
　また、21日に行われた 9月入学式で
は、留学生704名を含む892 名が入
学。鎌田総長より新入生へ「自ら進ん
で、早稲田大学の長い伝統の中で蓄
積された学問的・文化的資産と優れ
た教育・研究環境を最大限活用し、そ
れぞれの目指すところに向かって着
実に前進されることを、そして、本学の
建学の理念に象徴される理想を実現
するための長い道のりを共に歩んで
いく親友やライバルを見つけ出してく
ださることを、切に希望いたします」と
メッセージが贈られました。
　続いて、本学政治経済学科卒業の
金性洙氏を祖父に持つ、金炳喆高麗
大学校第18代総長へ名誉博士学位

を贈呈。新入生は式の最後、応援部や
ワセダベアと一緒に入学後初の校歌
を斉唱し、早稲田の杜でのスタートを
切りました。

9月入学式

9月卒業式

高麗大学校第18代総長である金炳喆氏へ
名誉博士学位を贈呈
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新たな早稲田のシンボルへ

新3号館、新33号館が完成
　約3年半の工事を経て、戸山キャンパ
ス新33号館の低層棟部分（地上7階）
が完成し、9月10日に竣工式が行わ
れました。昨年2月に完成している高
層棟部分（地下1階・地上16階）と
合わせて、秋学期より学生たちの新
たな学び舎として使用され、同キャン
パスのシンボルとなることが期待さ
れます。1962年竣工の旧33号館は、
建築家で本学名誉博士の村野藤吾氏

（1918年理工卒）によって設計された
もので、新33号館でも屋上部分の意
匠や、31号館とを結ぶ渡り廊下など、
村野氏が想を練った部分が継承され
ています。
　9月18日には、旧3号館の景観継承
を意識し、外観を再現した新3号館が
早稲田キャンパスにて竣工。地下2階、

地上14階の新校舎は、正門から向かっ
て右側、大隈銅像と大隈講堂の間に
位置しています。1933年の竣工から増
築を繰り返し、早稲田キャンパスの象徴
となってきた旧3号館。旧館を再現した

棟と先進的な空間と機能を兼ね備え
た高層棟を組み合わせた 1階ホール
は、懐かしの中庭を彷彿とさせるデザイ
ンで、新しさと歴史を兼ね備えた新校
舎となっています。

新33号館（戸山キャンパス） 新3号館（早稲田キャンパス）
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法務研究科 法科大学院別司法試験合格者数が発表

司法試験合格者数全国1位へ躍進、未修者でも1位に
　9月9日に法務省より発 表された

「平成26年司法試験法科大学院等別
合格者数等」にて、早稲田大学大学院
法務研究科の合格者数が172名（合
格率35.2%）となり、全国1位になりま
した。特に、未修者受験者の合格者
数は73名で、昨年に引き続き全国1位
となっています。
　同研究科は設立以来、「挑戦する
法曹」の育成を目指し、それぞれの学生
の将来のキャリア形成に合致した多様
な専門科目と、実務能力の修得を目
的とした授業・プログラムを提供し続
けています。法学未修者（3年標準課
程）と法学既修者（2年短縮課程）に

それぞれ個別の入学試験を行うほか、
法学未修者の受け入れを積極的に
行っており、早稲田が標榜している

「多様な人材」の養成というコンセプト

を強力に推し進めています。
　今回の結果を受け、さらに優秀な
人材を法曹界へ輩出すべく、より一層
取り組んでいきます。

平成 26 年司法試験合格者数 上位 5法科大学院

法科大学院名 早稲田大学
法科大学院

中央大学
法科大学院 予備試験合格者 東京大学

法科大学院
慶應義塾大学
法科大学院

出願者 533 519 251 351 367

受験者 489 475 244 304 336

最終合格者 172 164 163 158 150

同順位 1 2 3 4 5

既修受験者数 214 321 ― 173 205

既修合格者数 99 125 ― 131 129

同順位 4 3 ― 1 2

未修受験者数 275 154 ― 131 131

未修合格者数 73 39 ― 27 21

同順位 1 2 ― 3 6
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事業化マインドを持った人材（EDGE人材）の育成を

平成26年度「グローバルアントレプレナー育成促進事業」に採択
　文部科学省「平成26年度グローバル
アントレプレナー育成促進事業（EDGE
プログラム）」に、本学の提案が採択 
されました。同事業には、計55件の申請
があり、13件が採択されたものです。
　本学が提案した「WASEDA−EDGE 
人材育成プログラム〜共創館 イノベー
ション・エコシステムの構築〜」では、文
理融合で多様な人材によるイノベー
ション創出の場「社会デザイン工房

『共創館』」を設置。「アントレプレヌー
ルシップ教育プログラム」「価値共創
デザイン教育プログラ
ム」「ビジネスモデル
仮説検証プログラム」
の3つを提供すること
により、事業化マインド
を持った人材（EDGE
人材）を育成し、我が
国の持続的なイノベー

ション・エコシステムのハブ形成に貢献
することを目指します。

日本初！ 「早稲田スポーツオフィシャルパートナーショップ」

アディダス ジャパンとの連携により早稲田キャンパス内にオープン
　早稲田キャンパス小野梓記念館

（27号館）１階に、スポーツメーカーの 
アディダス ジャパンとの連携による 

「早稲田スポーツオフィシャルパートナー
ショップ」がオープン。10月8日にオー
プニングセレモニーが行われ、清水敏 
早稲田大学副総長は「このショップが、
早稲田スポーツ発展の拠点となることを

期待したい」とあいさつを述べました。
　2002年より、早稲田大学とアディダス
は、日本のスポーツ振興を目指すべく

「スポーツ分野における包括的パート
ナーシップ契約」を締結しており、今回
のショップもその一環として実現した
ものです。早稲田大学のロゴ入り商品
をはじめ、本ショップ限定のアディダス

商品を多数そろえるなど、多彩なライン
アップも注目です。
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放射性物質除染のさらなる効率化、環境調査、医療、理学応用へ期待

ガンマ線撮像用コンプトンカメラの高性能化に成功
　片岡淳理工学術院教授らは、浜松
ホトニクス株式会社との共同研究によ
り、ガンマ線撮像用コンプトンカメラの
大幅な性能向上に成功しました。「目に
見えないガンマ線を迅速かつ正確に
可視化する」技術は物理・医療・環境
計測などあらゆる分野で切望されてい
ます。今回開発したコンプトンカメラは、
2013年9月に浜松ホトニクス社から
発表された携帯型・高感度ガンマ線

カメラをもとに、早稲田大学で新規に
開発した「ガンマ線の3次元高精度位
置測定」技術を盛り込み、サイズ・重量
をほぼ同じに保ったまま、
解像度をこれまでの約2倍
に、感度を約70%改善しま
した。今後は関連施設で
の実験を含め、装置の新し
い可能性を追求していく
ほか、同カメラを人工衛星

に搭載し、高感度で宇宙をサーベイ
観測することも目指した研究を進め
ます。
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目に見えないガンマ線を迅速かつ正確に可視化
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ダイヤモンドと共存し、カリウムを多量に含む新鉱物を発見

新鉱物「maruyamaite（丸山電気石）」と命名 
　地球物質科学研究室の博士課程在
学・清水連太郎氏（創造理工学研究
科）および小笠原義秀教授（教育・総
合科学学術院）により発見されたカリ
ウムを含む特殊な電気石が、新鉱物

「学 名：maruyamaite（日本 語 名：
丸山電気石）」として国際鉱物学連合

（IMA）に承認されました。新鉱物丸
山電気石は、変成岩岩石学・地質学に
多大な功績を残され、またコクチェタ
フ超高圧変成帯研究プロジェクトの

リーダーでもあった、丸山茂徳教授
（東京工業大学地球生命研究所）にち
なんで命名されました。高圧条件下で
形成されるダイヤモンドと共存する電
気石は、世界で初
めての発見です。
　小笠原研究室で
は、超高圧変成岩
などの地球深部に
由来する岩石を研
究 することで、地

球内部の物質の様子やその循環を解
明していくことを目指しており、今回
の発見はその目的に大きく貢献する
ものです。

A：丸山電気石の顕微鏡写真。点線で囲まれた部分が新鉱物の丸山電気石
B：電気石中のカリウム元素の分布図（赤色部がより高濃度）
C：丸山電気石中のマイクロダイヤモンドの顕微鏡写真
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「戦後の学生・社会運動」をテーマに東アジアの未来を展望 

国立台湾大学と政治経済学部の学生が交流プログラム
　7月26日から30日まで、国立台湾大学
歴史学部と本学政治経済学部が共同
の学生交流プログラムを開催。2年目と
なる今年は、政治経済学部の若林正丈
ゼミと梅森直之ゼミ、および国立台湾
大学歴史学部の学生・院生・教員など
約70名が 合 同で、フィールド・スタ
ディー、討論会、キャンパスツアーなど、
さまざまなイベントを行いました。
　本プログラムは、学生相互の直接的
な交流を通じて日台両国の相互理解

を深め、友好を促進することを目的とし
て開始。毎年夏には、台湾大学の学
生・教員が早稲田を訪問し、冬には、
早稲田の学生・教員が台湾大学を訪問
します。早稲田大学がホスト校となった
今回、初日の歓迎会、2日目の東京フィー
ルド・スタディーに続き、プログラム3日
目は国際会議場井深大記念ホールに
て講義および討論が行われ、日台両国
の議会政治の抱える問題や運動文化
の違い、またヒマワリ運動の成果と課

題について、参加した学生たちが率直
に意見を交わしました。

井深大記念ホールで、講師を迎え、日台両国の
社会運動について議論
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News Report
大 学 の 今 を 知 る

“早稲田スポーツの聖地”に約5,000名が来場！

「2014 早稲田スポーツフェスタ in 東伏見」を開催
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行委員会は「2014 早稲田スポーツフェ
スタ in 東伏見」を9月15日に開催しま
した。東伏見地域の住民や、早稲田ス
ポーツファンの方々に感謝の気持ちを
込めて開催するもので、今年で3回目と
なり、約5,000名が来場しました。
　参加者は、野球、競走、サッカー、乗馬、
射撃、剣道、ゴルフなどのスポーツ体験、
スタンプラリー、ちゃんこ鍋、スペシャルス
テージなどを現役部員とともに楽しみま

した。当日は、鎌田総長も参加し、ゲスト
の小宮山悟氏（野球解説者、野球部特
別コーチ・野球部OB）
や植村智子氏（アナウ
ンサー・応援部OG）な
どが会場を沸かせた
ほか、体育各部部員を
代表して、栗栖美和実
行委員長（人科4年・
馬術部）、藤田慶和選手

（スポ科3年・ラグビー

蹴球部）が日頃の感謝と抱負を述べま
した。

チーム一丸で掴みとった総合優勝

漕艇部、自動車部、軟式庭球部、ソフトボール部が大学日本一に
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全国大会で優秀な成績をあげていま
す。漕艇部は全日本大学選手権大会
で女子総合6連覇を達成。軟式庭球
部も接戦を制し全日本大学ソフトテニ
ス王座決定戦でアベック優勝を果た
しました。この夏に学生日本一（団体）
に輝いた体育各部は表の通りです。

団体大学日本一
部名 大会名 結果

漕艇部 第41回全日本大学選手権大会 女子総合：優勝

自動車部
平成26年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 女子団体：優勝

平成26年度全日本学生ジムカーナ選手権大会 女子団体：優勝

軟式庭球部
第34回全日本大学ソフトテニス王座決定戦 男子団体：優勝

女子団体：優勝

第68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 男子団体：優勝

ソフトボール部 文部科学大臣杯第49回全日本大学ソフトボール選手権大会 男子団体：優勝

第12回パンパシフィック大会・第17回アジア競技大会で本学学生が金・銀・銅を獲得

瀬戸大也選手（スポ科2年）が男子200mバタフライで金メダル獲得

A
C

T
IV

IT
Y 　国内のみならず、世界の舞台でも 

早稲田の学生・校友が躍動しています。 
8月に行われたパンパシフィック水泳選
手権では、瀬戸大也選手が200メートル
バタフライで優勝。続くアジア大会でも
2種目で優勝に輝きました。陸上男子
1600メートルリレーでは加藤修也選手
が最終走者として、日本勢では4大会ぶ
りの金メダル獲得に貢献しました。その
他の種目の主な結果は表の通りです。
　今後も世界の舞台での活躍や、2020年
の東京五輪に向けた学生たちの活躍
が期待されます。

第17 回アジア競技大会結果
競技 選手名（学部・学年）          結果

競泳

中村 克（スポーツ科学部3年） 男子400メートルリレー 2位

瀬戸大也（スポーツ科学部2年）
男子200メートルバタフライ 1位

男子800メートルリレー 1位

水球 固城侑美（スポーツ科学部4年） 女子最終順位 2位

陸上競技 加藤修也（スポーツ科学部1年） 男子1600メートルリレー 1位

ソフトテニス 小林奈央（スポーツ科学部3年） 女子団体 2位

カバディ 太田陽子（文学部4年） （1次リーグ） 敗退

カヌー 大村朱澄（スポーツ科学部5年） 女子スプリント・カヤックペア500メートル 3位

クリケット 柳田 舞（文化構想学部4年） （準々決勝） 敗退

ラグビー 横尾千里（社会科学部4年） 女子7人制 2位

第12回パンパシフィック大会結果
競技 選手名（学部・学年）          結果

競泳 瀬戸大也（スポーツ科学部2年） 男子200メートルバタフライ 1位
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研究・教育R受賞P 各種活動A大学全般U

第14 回（2014 年度）大賞・奨励賞
部門名 作品名・受賞者 受賞者コメント

大
賞

公共奉仕部門
NNNドキュメント14

「自衛隊の闇～不正を暴いた現役自衛官～」（日本テレビ）
NNNドキュメント取材班 代表　ディレクター　大島千佳

自衛官いじめ自殺裁判の二審取材中の衝撃。現役自衛官3佐が「自衛隊の文書隠蔽」を
証言したのです。「私は自衛隊のためではなく国民のために働いている」という彼の確固た
る正義に、文書が暴かれ、自衛隊幹部が謝罪。裁判をも覆した3佐の志そのものが受賞に
ふさわしいと感じます。闇に光を当てる尊さを胸に刻みたいと思います。

草の根
民主主義部門

連載「希望って何ですか ～貧困の中の子ども～」（下野新聞）
下野新聞社 編集局「子どもの希望」取材班 代表
社会部長代理　山崎一洋

子どもの貧困問題に目を凝らし当事者の声に耳を傾けてきた取材班は、「子どもの貧困は
人権が脅かされているのに、見過ごされている現実である」と思い知らされました。対策の
政府大綱を見ても、貧困の中に置かれた子どもたちの状況は厳しいと言わざるを得ません。
受賞を励みに、子どもの未来を考え続けます。

文化貢献部門
書籍『首里城への坂道 ～鎌倉芳太郎と近代沖縄の群像～』

（筑摩書房刊）　
与那原 恵

大正末から昭和初期にかけて大々的な琉球芸術調査をなした鎌倉芳太郎。彼を中心にし
て、沖縄近代から現在までの時間、沖縄学の系譜などを描く試みでした。取材を通じて「在
野」にいることの心地よさを味わいました。これからも野を自由に歩き、ときに立ち止まって
空を見上げていたいと思います。

奨
励
賞

草の根
民主主義部門

映画「ファルージャ ～イラク戦争 日本人人質事件…そして～」
（新宿バルト9、渋谷アップリンク他全国各地の劇場にて上映）
有限会社ホームルーム　ドキュメンタリー・ディレクター　
伊藤めぐみ

イスラム国の進出が大きく報じられていますが、今回の映画で訪れた病院はイラク軍による
爆撃を受けています。また日本での集団的自衛権の行使容認は、改めて日本のあり方、国
際社会との関係を問われていると思います。このような時期に受賞となった重みを感じてい
ます。
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優れたジャーナリズム活動を顕彰

第14回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」授賞作品が決定
　10月8日、第14回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」最終選考会が行われ、「大賞」3作品、「奨励賞」1作品の授賞
を決定しました。贈呈式は11月14日に開催予定です。

■お知らせ
早稲田大学における博士学位論文の取り扱い等について

　早稲田大学は、大学院先進理工学研究科
において生じた博士学位論文に関する研究
不正問題について、学内で慎重に協議を重
ね、①「学問の府」として不適切な内容を含
む学位論文がそのまま公開されている状態
を放置しない、②「教育の場」として指導と
責任を放棄しない、という2つの基本方針に

従って結論を出しました。あわせて、その他
の博士学位論文についても自主調査を進め、
不適切な論文に対する対応方針を決定する
とともに、こうした事態の再発を防止するた
めに、研究倫理教育のあり方、質の高い研究
者を育成する研究指導体制のあり方、厳格な
審査体制のあり方などをまとめた「課程博士

における博士学位および博士学位論文の質
向上のためのガイドライン」を策定しました。
このガイドラインに基づいて、研究不正を未
然に防ぐだけでなく、本学の博士学位の質を
より一層高めることにより、社会的な信頼の
回復と向上に努めてまいります。

※  詳細は、以下の早稲田大学Webサイトをご確認ください。
「早稲田大学における博士学位論文の取り扱い等について」
▶︎http://www.waseda.jp/jp/news14/141009_dissertation.html
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街ぐるみで盛り上げた早稲田の文化・芸術の祭典

早稲田文化芸術週間2014
　10月13日から28日まで「早稲田文化
芸術週間2014」が開催されました。今
年は、文化推進部企画の4つの展示を
はじめ、2014年度より文化推進部内に
設置された学生ボランティア「文化推
進学生アドバイザー」が中心となり、

「日本舞踊と早稲田大学 〜伝統と希
望〜 伝統芸能のこれから」や「早稲田
文化特論①日本が誇る居酒屋空間、
②早稲田が生んだ？世界のムラカミ??、

③最も身近な経済学実験」などを企画。
そのほか「早稲田文化」に関わる17の 
イベントが行われました。
　また、大学周辺商店会の協力により
開催期間中に文化・芸術・スポーツに
関わるサークルの作品を店舗内に展
示するなど、早稲田文化芸術週間の期
間中は、街ぐるみで文化・芸術色に染
まった2週間となりました。

ワセダベアも
応援！

三品食堂。早稲田スポーツの写真を店内に飾って
いただきました！



■ 『徹底分析 アベノミクス』
 原田泰（政治経済学術院）他編　中央経済社　2014年6月

■ 『江戸文学を選び直す 現代語訳付き名文案内』
 池澤一郎（文学学術院）他著　笠間書院　2014年6月

■ 青弓社ライブラリー 83『クイズ化するテレビ』
 長谷正人（文学学術院）他著　青弓社　2014年7月

■ 『化粧品の使用感評価法と製品展開《普及版》』
 長沢伸也（商学学術院）他執筆　シーエムシー出版　2014年7月

■ 『ブラックスワンの経営学 通説をくつがえした世界最優秀ケーススタディ』 
 井上達彦（商学学術院）著　日経BP社　2014年7月

■ 『立法学のフロンティア〈2〉 立法システムの再構築』
 西原博史（社会科学総合学術院）編　ナカニシヤ出版　2014年7月

■ 『風景とローカル・ガバナンス 春の小川はなぜ失われたのか』
 鳥越皓之（人間科学学術院）・佐々木葉（理工学術院）編著／
 縣公一郎・塚本壽雄（以上、政治経済学術院）、公共政策研究所他著
 早稲田大学出版部　2014年7月

■ 『スポーツと薬物の社会学 現状とその歴史的背景』
 大平章・麻生享志（以上、国際学術院）他訳　彩流社　2014年7月

■ 『日本語のニュアンス練習帳』
 中村明（名誉教授）著　岩波書店　2014年7月

■ 『農文協ブックレット 規制改革会議の「農業改革」20氏の意見
 地域と共同を再生するとはどういうことか』
 楜澤能生（法学学術院）他　農山漁村文化協会　2014年8月

■ 『仕事に役立つ経営学』　
 浅羽茂・東出浩教（以上、商学学術院）他執筆　日本経済新聞出版社
 2014年8月

■ 『入門 現代物理学』
 小山慶太（社会科学総合学術院）著　中央公論社　2014年8月

■ 『早稲田文学』2014年秋号
 早稲田文学会編　筑摩書房　2014年8月

■ 『グローバル・マネジャーの育成と評価
 日本人派遣者880人、現地スタッフ2192人の調査より』
 白木三秀（政治経済学術院）編著　早稲田大学出版部　2014年9月

■ 『くろねこLOVERS（ねこMOOK）』
 小沼純一（文学学術院）他執筆　ファミマ・ドット・コム　2014年9月

■ 『東京湾岸の地震防災対策 臨海コンビナートは大丈夫か
 （早稲田大学ブックレット）』
 濱田政則（理工学術院）他著　早稲田大学出版部　2014年9月

■ 『読みなおす日本史 姓氏・家紋・花押』
 故・荻野三七彦（名誉教授）　吉川弘文館　2014年9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

Books

今号のオススメ

『スイスを知るための60章』
スイス文学研究会編、荻野静男（政治経済学術院）他著　
明石書店　2014年5月

スイスというと日本でもアニメの『アルプスの少女ハイジ』があ
り、牧歌的側面については多くの人々が親しんでいると言える。
しかし本書はスイスの歴史、文化、産業、民俗、中立政策、金融
などにも触れている。スイスの多様な側面を知りたいときは、
ぜひ本書をひもといてみてほしい。

『日向神話 千三百年の旅―天孫降臨から神武東征へ』
池田雅之（社会科学総合学術院）他編著　鉱脈社　
2014年6月

宮崎県、鉱脈社発刊の『日向神話 千三百年の旅̶天孫降臨か
ら神武東征へ』。早稲田大学エクステンションセンターで行った
5回の講座をまとめたもので、ドラマチックな日本国の成立や天
皇制の誕生についても知ることができる。三浦佑之、北郷泰道、
永松敦、後藤俊彦共著。

　2014年11月5日より、本学のオフィシャルサイトがリニューアルされます。
本リニューアルでは、｢Waseda Vision 150｣のスローガンである ｢アジアの
リーディングユニバーシティ｣を念頭に、日本のみならず海外の大学とも一線
を画す“最新のグローバルサイト”を実現。アジアを牽引する大学として、い
くつかの革新的なデザインテーマとシステムを設けています。

ビジュアルを全面に押し出したアートディレクション
　世界のフィールドを意識し、日英2言語で展開し、かつ ビジュアルでの訴求
を狙っています。ユーザーの目を引くコンテンツと連動した大きな画像（❶）、
学内の雰囲気を総やかに伝える映像（❷）などに落としこんでいます。

ブランドイメージの統一
　各学部・研究機関等のサイトで共有できるデザインパーツを設計し、早稲田
大学の共通イメージを発信。これまでのように個々の訴求ではなく、どのサイ
トを閲覧しても“早稲田大学としてのブランド”を認識できるデザインです。

情報発信に特化したプラットフォーム化
　機能面では、各学部・研究機関等から容易に情報発信が可能となる、
ニュースの通信システム（❸）を構築。単なる情報発信に留まらず早稲田大
学の持つ多様さを表現できる、言わば大学の“Webメディア（オウンドメディ
ア）”を創出しました。

　そのほかの特徴として
■スマートフォン含む、マルチデバイス対応
■共通ナビなど、ユーザー視点の情報設計
■タグによるニュース分類
なども挙げられます。

　今後も、早稲田大学としての総合的なブランド認知拡大を目指し、2016年
までに全学共通デザインで順次約80箇所のサイトをリニューアルしてまいり
ます。
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早稲田大学の最新情報をお伝えします。リアルタイムで情報を発信するWebサイトをはじめ、
先生方の著書、各種イベントなどぜひご参照ください。Waseda Trend

Website

http://www.waseda.jp/
早稲田大学オフィシャルサイト

❶

❷

❸



演劇博物館
①『寄らば斬るぞ！ 新国劇と剣劇の世界』
②『響きで紡ぐ アジア伝統弦楽器展』
③『KiRiKoの二胡ニコlive』
④ 劇団若獅子公演『極付国定忠治』『殺陣田村』
⑤『響きをつなぐ 二胡・古琴演奏会』

会場  ①②演劇博物館　③演劇博物館前舞台　※雨天時は会場変更予定
 ④大隈記念大講堂　⑤小野記念講堂
日程   ①10月1日㈬～ 2015年2月4日㈬
  ●ギャラリートーク＋ピアノ演奏会
  10月16日㈭、11月13日㈭、12月18日㈭、1月22日㈭
  いずれも14：30 ～ 16：00
  ●ギャラリートーク 

10月10日㈮、12月12日㈮　いずれも18：00 ～ 19：00
  ②10月29日㈬～ 2015年2月4日㈬
  ギャラリートーク＋弦楽器演奏体験
  11月14日㈮、1月16日㈮　いずれも17：30 ～ 18：30
  12月11日㈭　14：30 ～ 15：30
  ③11月7日㈮　18：00 ～ 19：00　※観覧無料、予約不要
  二胡奏者・桐子さんの屋外ライブ。伝統音楽の垣根を超えポップスや

アニメソングなどの演奏をお楽しみいただけます。
  ④11月19日㈬　15：00 ～ 18：00（開場14：00）
  新国劇の伝統を受け継ぐ劇団「若獅子」を招き、新国劇の名作を演じ

ていただきます。入場無料、事前申込制。詳細はWebサイトにて。
  ⑤12月4日㈭　18：30 ～ 20：00（開場18：00）
  古琴奏者の高欲生さんと二胡奏者の桐子さんをお迎えし、中国伝統

楽器の演奏とともに、楽器や自身の活動についてお話しいただきます。
入場無料、事前申込制。詳細はWebサイトにて。

問    演劇博物館　TEL：03-5286-1829　 
http://www.waseda.jp/enpaku/

男女共同参画推進室
イクメンによるワークライフバランス講座第3弾
「大人生活」を充実させるヒ・ケ・ツ
～ライフ・ビジネス・ソーシャルの3つとも楽しもう～

会場   大隈記念講堂 小講堂　
日程   11月7日㈮　16：30 ～ 18：00
仕事、子育て、社会貢献などを最大限楽しむ第一線のビジネスマンが、
どれもあきらめず楽しく充実した「大人生活」を送るための秘訣を提示。
講師：川島高之氏（NPO法人コジカラ・ニッポン代表、三井物産ロジスティ
クス・パートナーズ株式会社代表取締役社長）
問    男女共同参画推進室　TEL：03-5286-8572　 

http://www.waseda.jp/sankaku/

會津八一記念博物館
①早稲田大学の縄文時代研究 ―縄文文化の探究―
②富岡コレクションの近代美術

会場 ①企画展示室　②富岡重憲コレクション展示室
日程   ①11月10日㈪～ 2015年1月10日㈯　本学の故・西村正衛教授や考

古学研究室が調査した、利根川下流域、津軽、大船渡湾沿岸、印旛・
手賀沼周辺の縄文時代の考古資料を展示。

  ②11月25日㈫～ 2015年1月31日㈯　富岡コレクションの近代美術の
中から、矢部友衛の裸婦、橋本関雪の列子御風図などの絵画作品の
ほか、彫刻や工芸品を展示。

問    會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835　 
E-mail：aizu@list.waseda.jp

多和田葉子・高瀬アキ
パフォーマンス&ワークショップ

会場  小野記念講堂
日程   ①11月12日㈬　18：30 ～ 20：30「白拍子vs黒拍子」 

②11月13日㈭　16：30 ～ 18：30「言葉と音楽  Vol.5」 
ベルリン在住の作家・多和田葉子のテキスト朗読とジャズピアニスト・
高瀬アキの即興ピアノで言葉と音楽のコラボレーションの可能性を探
ります。

問    文化構想学部 松永美穂研究室　TEL：03-5286-3637　 
文化企画課　TEL：03-5272-4783

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
第4回早稲田駅伝

会場  夢の島競技場（東京都江東区夢の島1-1-2）
日程   12月6日㈯ 

早稲田らしく熱く盛り上がるランニングイベントです。今年の舞台は
「夢の島競技場」。早稲田のタスキをつなぎましょう！

問    平山郁夫記念ボランティアセンター
 　TEL：03-3203-4192　http://waseda-ekiden.wizspo.jp/

グローバルエデュケーションセンター
「きもの学」公開講座
①『「かわいい!!」きものじゃいけませんか』
②『NHK時代考証ときもの』

会場  大隈記念大講堂　※入場無料。事前予約不要。12：30開場予定
日程  ①11月13日㈭　13：00 ～ 14：30
  ゲストスピーカー： 

大森伃佑子（スタイリストdouble maisonディレクター）、 
高橋律子（金沢21世紀美術館キュレーター）。

  ②11月20日㈭　13：00 ～ 14：30
  ゲストスピーカー： 

大森洋平（NHKドラマ番組部チーフディレクター・「考証要集」著者）。
問    グローバルエデュケーションセンター　 

http://web.waseda.jp/gec/　E-mail：gec-help@list.waseda.jp

エクステンションセンター 
中野サンクスフェスタ

会場  中野国際コミュニティプラザ1階（エクステンションセンター中野校）
日程   11月15日㈯ 　11：00 ～ 14：30 

①午前の部（11：00 ～）　 
グリークラブ（男声合唱）演奏会、 
ハワイ民族舞踊研究会（フラダンス）公演　※当日先着順受付 
②午後の部（13：30 ～）　 
講演会「東京五輪と街の発展：観光振興の視点から」 

（講師：原田宗彦スポーツ科学学術院教授）　※要事前予約
問    エクステンションセンター　TEL：03-3208-2248　 

http://www.ex-waseda.jp

11月 2月–
2014 2015
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本学で2015年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。

Events



『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、
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早稲田の風
景

表紙　青木美和（水彩画家、1986年第二文学部卒）

坪内博士記念
演劇博物館

東西線
早稲田駅

大隈銅像

新3号館

大隈講堂

至 高田馬場

東西線 早稲田駅から徒歩5分
正門入って新3号館の角を右折すぐ




