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Special Report

図書館新時代
インタビュー：深澤良彰教授
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Headlines

3号館に続き、7号館にも新設
Wai-waiしてWaku-wakuできる
「W Space」が共用開始
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早稲田大学では、
Waseda Vision 150

等を目的としたスペースで、グループ

1階には、早稲田キャンパス周辺商店街

のもと、多様な学習スタイルへの可能性

ワークやプレゼンテーションの練習など

の飲食店がお弁当を販売する「マチェリ

を提 供 する「ラーニングコモンズ」の

に活用することができます。

ア（Machi Area）」も設置。手軽に「ワ

整 備・充実を図っています。その一環

7号館の「W Space」
には、
早稲田ポー

セメシ」を味わうことができるほか、授

として2014年度に3号館に設置された

タルオフィスを囲むように多種多様な

業の合間にコーヒーやお菓子も購入で

「W（aseda）Space」が、このたび7号館

8つの部屋を用意。個室はもちろん、ベン

きます。

1階にも整 備され、11月より共用開始。

チシートブース、
畳ブースを備える要予約

多様な学びを提供する早稲田大学な

連日学生たちで賑わっています。

スペースのほか、飲食可能なブース、スタ

らではの試みとして、今後もこの“Wai-

「W Space」は、2012年度の「Waseda

ンディングで学習できるスペース、個人

waiしてWaku-wakuできる”ラーニン

Vision 150 Student Competition」で金

学習できるスペースといった予約不要の

グコモンズのさらなる活用が期待され

賞を受賞した「チームわせ女」の学生か

スペースなどが揃い、それぞれに個性あ

ます。

ら生まれ実現されたもの。グループ学習

ふれる空間となっています。また、同館

7-5には、
プレゼンの練習に最適な通称「やぐら」のスタンディングスペースが

予約不要のスペース（7-4、
7-6）
。ディバイダーの奥にはベンチシートブースも

WPO入口のディスプレイでリアルタイムの混雑状況がチェック可能

土足厳禁の畳ブース。仲間との距離がぐっと近づく

早稲田大学の入試改革について
鎌田薫総長が記者説明会で想いを語る
12月2日に実施された記者説明会にて、

グローバルリーダーを育成する教育改革

ら獲得していく必要性を説きました。

鎌田薫総長は本学の入試改革の理念・

を今後より一層加速させるべく、高い志

現 在、本 学における一般入試・セン

方向性と当面の展開について発表し、

を持った多様で優秀な学生を国内外か

ター利用入試といった学力重視型入試※
とAO型入試・推薦入試などの学力試
験だけに頼らないタイプの入試の入学
者比 率はおよそ6：4となっています。
これによりタイプの異なる多様な人材
が国内外各地から集まっています。今後
は、現行の一般入試・センター利用入試
の比率の見直しを行うとともに、新た
な選抜方法を全学的に導入するなどの
取り組みを推進し、多様な入試制度をよ
り広げていく予定です。本 学では「入
試 制度は受 験 生へのメッセージであ
る」という考えに基づき、制度改革を進
めていきます。
※学力試験のみで判定を行うタイプの入試

2016年度入試から2018年度入試までの改革一覧
2016年度入試
（2016年4月入学者向け）

◦文化構想学部・文学部でセンター利用入試（センターのみ方式）新規導入
◦商学部のセンター利用入試における選択科目増
◦文化構想学部・文学部で「一般入試（英語4技能テスト利用型）」新規導入
英語4技能テスト（TEAP、IELTS、英検、TOEFL（iBT））のいずれかで一定の基準を上回る受験生について、
国語・地歴の2教科の合計得点により合否を判定する。募集人員は文化構想学部70名・文学部50名。

2017年度入試
（2017年度4月入学者向け）

◦人間科学部で「公募制学校推薦入試（FACT選抜）」新規導入
高校の全教科の評定平均値とともに、科学への関心と思考力・論理性・論述力・表現力を重視する観点から、
理科・国語の2教科を特に重視し、
志望動機等の提出書類、
語学能力試験（外部試験）
、
論述課題、
面接といった
様々な角度からの評価を実施して選抜する。初年度の募集人員は若干名。
◦文化構想学部で英語学位プログラムを新規導入
英語学位プログラム「Global Studies in Japanese Cultures Program（国際日本文化論プログラム）」を新設。
文化構想学部多元文化論系の1プログラムとして置かれ、定員は日本学生15名、外国学生15名（予定）。英語
4技能テスト結果、調査書等学業成績の証明書、志望理由書（英文）、面接により選抜。

2018年度以降入試から

◦複数学部で「地域貢献型人材発掘入試（仮称）」を新規導入予定
学部の垣根を越えた学力型AO入試として、
地元地域への貢献に高い意識を持つ人材を対象とした「地域貢献型
人材発掘入試（仮称）」を導入予定。全ての都道府県からの受け入れを目標とし、
「めざせ！都の西北奨学金」の
支給基準に当てはまる者には当該奨学金の採用を確約する。また、
入学後の教育・キャリアとの連動を図るため、
自身の所属学部の学修のみに限定されない各種プログラム等への参加を推奨し、
大学が全面的にバックアップ
していく。初年度の募集人員は若干名。詳細は2016年4月以降に公表予定。
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図書を読む人々が集う静かな空間— 。

Special Report

図書館といえば、そんな風景を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし早稲田大学図書館では今、その有り様を大きく変えようとしています。
時代の変化に対応して、より多くの人々に役立つ存在へ。
アグレッシブに進化を遂げる、早稲田大学図書館の姿をご紹介します。

Interview

早稲田大学図書館長の深澤教授に、今何が求められ、
どのような図書館像を志向しているのか伺いました。

New Era
for Librar y

—早稲田大学図書館で受け継いでき
た基本理念について教えてください。
図書館の本質的な役割とは、
知を集積
する場であることといえます。その点、
早稲田大学図書館は全国の大学図書館
のなかでトップクラスの蔵書規模を誇り、
かつ、図書、雑誌、電子ジャーナル、デー
タベースなど、形式を問わないあらゆる
図書館長
理工学術院教授

深澤良彰
早稲田大学大学院 理工学 研究科で博士
課 程を修了後、1992年 早 稲田大 学 理 工
学 部 情 報 学 科 教 授に就任。2010年から

タイプの学術資源を充実させてきました。
加えて、これらの蔵書を社会的財産と
して捉え、国際的な図書文化の活性化
や学術研究に広く貢献する姿勢も大切
にしています。例えば、早い時期から世

2014年まで研究推進（総括）および情報

界的な書誌ネットワークOCLC（Online

化推進担当理事。2014年より図書館長。

Computer Library Center）に参加。海
外図書館とのデータ共有を実現してきま
した。さらには「古典籍総合データベー
ス」を設置し、世界に向けて無料公開し
ています。一冊一冊を丸ごと、かつ、重要
なものについてはいくつかの部分ごとに
も分けて画像データ化しているため、貴
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重な古典籍を隅々まで閲覧できるのが

図書数などの充実ぶりも含めて、非常に

特徴です。

喜ばれることが珍しくありません。

私たちにとっては当たり前のように取

このように知を集積する場として、
必要

り組んできたことばかりですが、海外の

とする人に必要な資料を提供するという

—最近はどのような取り組みに重点

研究者に接すると、こうした姿勢が高く

考え方は、
過去も現在も、
そして未来にお

を置いていますか。

評価されていることに気付かされます。

いても変わることはないでしょう。

今後も引き続き大勢の人々に求めら

特に、日本 研究に取り組む研究者が来

れる大学図書館として存続するには、

館した際に、開館の日数や時間、開架

時代の変化に柔軟に対応することが

グループ学習が
可能なスペース

アクティブ・ラーニングの取り組みに呼応して導入。グループで議論しながら学習できる。
うち一室はガラス張りにして、
図書館の入口付近に設置。外からも中の様子が見えるため、
新たな図書館像を広く知らしめる役割も。

がもれないようする防音機能、利用人数

ネットワークの充実です。中央図書館に足

従来、
大学図書館は、
授業や研究テーマ

に応じて座席の配置を変えられる可変性

を運ばなくてもレファレンスサービス（※1）

に関連する資料を探し、読み込むことを

を持たせ、
学生が活発に議論しながら授

を利用できるよう、
メールフォームを利用

主目的に訪れる場所、というイメージが

業の準備に取り組める場を提供していま

したオンラインレファレンスを実現してい

長らく定着してきました。そのため館内

す。現在、中央図書館では3部屋が稼動

ます。
また、
将来的には同時操作でレファ

では静かに資料を閲覧できるスペース

中です。その他、
学内にはラーニングコモ

レンススタッフに相談できるシステムも構

に多くの面積を割き、また、職員は蔵書

ンズと呼ばれる同様の機能がいくつかあ

想しています。さらには、
ILL（※2）の申し込

の管理に比重を置いてきました。

るため、こうした拠点とも連携を深めな

みもオンラインで受け付けており、ネット

がら、学習の支援体制を学内全体で充

から申し込んで近くの拠点で受け取れる

実させていきたいと考えています。

サービスを展開しています。

大切です。

そうしたなか早 稲田大学図書館で
は、全学で掲げる「Waseda Vision150」
および、ICTの進化・普及といった世の

もう一つ、利用者および各学部と図書

中の大きな動きも見据えて、新たな図書

館をつなぐ教育・広報活動も積極的に

館像を打ち出しています。特に力を入れ

行っています。例えば学部や大学院の新

ているのが、教育的機能の充実です。

入生向けに授業内で講習会を実施し、

今、早 稲 田 大 学 の 授 業 は「Waseda

一方、ICTの進化・浸透に伴って、学生

図書館機能や資料探索法といった図書

Vision150」に基づき、アクティブ・ラー

たちは世界中にあるさまざまな情報を

館情報リテラシーを身につける機会を

ニングと呼ばれる形式に移行しつつあ

瞬時に検索・閲覧できる時代になってい

提供しています。また研究室やゼミとも

ります。対話型、問題発見・解決型の講

ます。そのなかで設備や所蔵内容を充

個別に連携し、学習・研究内容に応じて

義を通じて、学生の思考力やコミュケー

実させ、
「さぁ、いらっしゃい」と待つだ

カスタムメイドの授業も行っています。

ション力、リーダーシップ力を伸ばすこ

けでは、図書館の真の価値は見過ごさ

教育の現場と図書館との距離を縮めた

とがその目的です。

れてしまいます。そこで「“館”から出る」

いと考えているのです。

図書館でもこうした時代の変化に呼応
して、ディスカッションが可能なグループ
学習スペースを館内に導入。周囲に会話

を合言葉とした各種活動にも力を注い
でいます。
その一つが、
外部と図書館をつなぐIT

最近活発化している、
学生ボランティア
主催によるイベントや、学内の各博物館
と連携した展示会の開催も広報活動の

※1 レファレンスサービス：利用者の情報探索を図書館職員が支援するサービスのこと。利用者の質問
や依頼に応じて情報・資料そのもの、あるいは探索方法等を提示する。
※2 ILL：Interlibrary Loanの略。自館では利用者の求める資料が提供できない場合に、他の図書館の協
力を得て提供する、図書館間協力の仕組みの一つ。
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一つといえます。学生が図書館に触れる

大きく変わってきているのではないで

機会をあらゆるかたちで増やすことで、

しょうか。
職員はひたすら図書と向き合ってい

足を運ぶきっかけにしてもらうことが狙
いです。

ればいいという時 代ではありません。

— 時代の変化に柔軟に対応していく
上で、克服すべき課題はありますか。

これら教育的機能の充実に向けたさ

もちろん、蔵書に関する専門知識を養う

まざまな取り組みに共通しているのが、

ことは大切ですが、それと同時により積

図書館に求められる役割が広がって

図書館が自前ですべての機能を取りそ

極的に利用者と向き合い、図書館を有

いるのに対し、限られた予算でそれらを

ろえるのではなく、
学内の多様なリソース

効利用してもらうための提案やサービス

実現しなければなりません。そのため定

を活用する姿勢です。グローバルエデュ

の精神も求められています。図書館利用

期的な蔵書内容の見直しや、外部に業

ケーションセンターやITセンター、
大学総

を促進するためのプレゼンテーション

務を部分的に委託するといった工夫に

合研究センター、ライティング・センター、

能力、あるいは利用者をサポートするホ

より、効率的な運営を推進してきました。

各博物館など、
図書館と親和性の高い各

スピタリティ、
イベント企画力など、
今まで

しかし昨今コストが大きく膨らんでい

部署と有機的につながることで、利用者

の図書館職員には縁の薄かったスキル

る分野もあります。特に負担となってい

サポートのさらなる充実を図っています。

を磨いていかねばなりません。

るのが、電子ジャーナル関連の経費で

— 図書館職員に必要とされる能力も

そうしたなか早稲田大学図書館では、

す。海外のジャーナルを中心に値上がり

2009年に「アカデミック・リエゾン」を設置。

していること、円安による為替レートの

利用者接点業務を行う図書館員が講習

悪化、消費税増税という三重苦により、

会の企画立案、運営、教員との連携、講

一挙にコストが増加している状況です。

習会の講師を担当する体制を確立しま

とはいえ電子ジャーナルは学術研究に

した。このアカデミック・リエゾンのサー

おいて非常に有用な媒体であるため、
広

ビス向上に向け、図書館の各拠点に散

く利用できる環境はできるだけ維持し

らばっている担当職員がオンライン上で

たいと考えています。

つながり、情報共有や意見交換できる

そのなかで不可欠といえるのが、利用

仕組みを整えてきています。
また、
個人の

者のリテラシー向上です。大量のデータ

スキルアップを目的に各種研修の受講

を不必要にダウンロードする行為が散見

を推奨しているほか、図書館先進国で

されるほか、利用者のID・パスワードが

実務などを経験する海外研修や国際会

違法に乗っ取られるといったリスクも抱

議へも定期的に参加しています。

えています。そのため電子ジャーナル利用
に関する啓蒙活動に力を入れ、適切な

知を集積する場、そして学習を支援する場として、
役割を広げる図書館の姿は数字にも表れています。

■ 総蔵書数

5,531,732

冊

■ 年間の総貸出数

750,548

■ 年間利用者数

冊

■ 早稲田大学で利用できる
電子ジャーナルタイトル数
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39,038

タイトル

2,130,603

54,396

タイトル

内訳
人

和雑誌（新聞含む）
：34,469タイトル
洋雑誌（新聞含む）
：19,927タイトル
2014年度の受入数

■ 年間の開館日数

339

■ 世界各国の雑誌数・新聞数

日本語雑誌：9,619タイトル
日本語新聞：203タイトル

日

外国語雑誌：3,233タイトル
外国語新聞：74タイトル

New Era for Library
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ガイダンス&講習会
早稲田大学図書館では蔵書を豊富に取りそろえる
だけでなく、各種サービスも充実させている。こうし
た機能をフル活用し、学びに役立ててほしい。そん
な思いから、利用者支援に当たるアカデミック・リ
エゾンが学部や大学院の授業内で講習会を行うほ
か、図書館の適切な利用方法についてガイダンスを
行っている。

図書館調査役
（電子資料担当）

笹渕洋子さん
早稲田大学図書館は総蔵書数550万冊
を超える国内有数の図書館ですが、近年は
印刷体の資料以上に、インターネットを通
じて提供される電子資料の整備により費用
の多くを投じています。
一口に電子資料と言っ
ても、最新の研究成果である学術論文がい
ち早く掲載される電子ジャーナルから、ヨー
ロッパで15、
16世紀頃に出版された書籍の

イベント&
展示の開催

学生が図書館に触れるきっかけづくりのためのイベントや、

画像イメージのデータベースまで、本学で

所蔵する貴重な資料を紹介する展示も積極的に開催している。

必要とされる資料は多岐にわたります。
また
当館が誇る古典籍総合データベースは無

システムの利用、ID・パスワードの厳重

わってきていますし、教員も研究者とし

料で公開していますが、海外出版社から提

な管理方法などについて普及したいと

て国際的に厳しい競争にさらされてお

供される電子資料は有料、かつ価格が毎年

考えています。

り、より多くの資料に触れることが求め
られています。こうした変化に対応でき
る環境づくりに向け、図書館が中心的役
割を担っていかなければなりません。IT

上昇するため、限られた費用の中で必要な
電子資料を維持し利用に供するには工夫が
必要です。このような課題は他大学、
また世
界でも共通することなので、国内では「大学
図書 館コンソーシアム連合（JUSTICE）」

などの最新技術を引き続き積極的に活用

が出版社との価格交渉などに取り組んでお

—今後に向けて抱負をお願いします。

しながら、図書サービスの充実に取り組

り、当館もその運営に継続的に参加してい

今、大学は変化の渦中にあります。前

み、常に新しい図書館像を打ち出してい

ます。こういった学外からの情報も参考に

述した通り学生に関しては学び方が変

きたいと考えています。

し、本学にとってより良い条件で電子資料
を提供する環境を整備・維持することが、
電子資料担当の役割です。
学術資料の電子化は海外の方が進んで
おり、日本語の学術資料電子化は遅れてい
ると言わざるを得ません。しかし本学の５万
人の学生、特に学部生の皆さんが日常的に
利用できる日本語コンテンツを充実させる
ことは重要だと考え、提供元等に働きかけ
ています。また研究者が利用する電子資料
は、分野によって電子化の進行度も価格規

■ 年間の学習支援活動回数

313

模も異なります。このような大規模な大学

回

ならではの多様なニーズに対して、
必要な資
料をバランスよく提供していくことが課題と
なっています。

学習支援活動の内訳
学部新入生向けオリエンテーション：17
大学院新入生向けオリエンテーション：18
授業支援：学部・研究科単位：148

また、電子資料は図書館サイトの「学術
情報検索」や「蔵書目録WINE」を入口とし
てご利用いただけますが、その存在や利用
方法をよく知らないという方も実は多いの
ではないでしょうか。今後はさらに多くの方

授業支援：個別授業・ゼミ対応：66

に、より容易に電子資料を活用していただ

図書館主催企画など：64

ける環境の整備にも取り組んでいきたいと
考えています。
7
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教育の現場と図書館の距離を縮めるさまざまな活動をご紹介します。
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早稲田大学図書館ボランティア LIVS（WASEDA University Library Volunteer Staff）
より

文学部 1 年

大﨑千春さん

「利用者の学生自身の目線から、図書館をより良くしていこう」というコンセプトに興味を持
ち、入学してすぐLIVSへの参加を決めました。最近の活動で印象に残っているのは、中央図
書館の地下書庫やバックナンバー書庫の利用を促進する「発掘！ 早稲田のBBN」という
企画です。実際に中央図書館の施設や電子資料を活用して各自で興味のある事について
調べ、そのレポートをLIVSのブログに掲載しました。図書館職員の方を含めた班のメンバー
で何度も話し合って連載し、思った以上に良い反応がありうれしかったです。図書館職員の
方々との距離が近く、色々なお話が聞け
るのでとても勉強になります。これから
も図書館の魅力や活用の仕方について
学び、利用者に楽しく紹介していきたい
です。

9

文献目録①
研究者

研究テーマに関連した論文がヒットした場合、

論文検索エンジン②

雑誌DB

論文検索エンジン②が有用です。特に後者は、

16世紀～ 19世紀
史料DB③
紙媒体史料④

直接雑誌DBにリンクし、すぐさま読みたい論
文をPDF形式でダウンロードすることができま
す。そしてその雑誌論文を読んで、確認したい

松園

伸

文学学術院 教授（西洋史学コース）

歴史史料が見つかれば、
16世紀～ 19世紀の言

が電子史料、
紙媒体図書をバランスよく収集す

説史料、
新聞などの定期刊行物などのDB③を

ることで、
本学のアカデミック・スタンダードへ

使ってすぐ自宅のPCでも読むことができます。

の発展が期待されます。またこれらの資料を学

実際本学が有する学術雑誌、歴史史料等の

部学生、
大学院学生が充分に活用できるよう、

DBの規模は、中規模の英国の大学図書館に

電子媒体に対象にしたリテラシー教育の一層

迫る水準に達していると思います。

の充実が必要であると考えます。

加えて強調したいのは、
紙媒体の図書資料④
の重要性です。いくら電子媒体のDB全盛の時
代にあっても本学所蔵の図書が色褪せることは
ないでしょう。これは特に古史料、
貴重図書につ

本学図書館がもつ電子媒体の特長は、それ

いて当てはまります。直接書物を紐解くことに

が量的に全国トップレベルの規模ということ

よる新たな発見は変わることがありません。そ

もありますが、所有する資料の検索システム、

してここで目にとまった歴史上の問題につい

雑誌データベース（以下DBと略）
、そして資料

て扱った雑誌論文などの先行研究はないか、

DBの三者の間の有機的な繋がりが挙げられ

と調べることで、再び電子ジャーナルにフィー

るでしょう。私の場合、イギリス近現代政治史

ドバックされるのです。円安などによりDB購入

が専門ですので、まず文献目録①、そして雑誌

費用の増大が心配されますが、今後も図書館

①「Bibliography of British and Irish History」英国王立歴史学会編
②「Web of Science」、特に歴史学に特化したものでは、Historical
Abstractsがある。
③ その一部を紹介しても以下のようなDBがある。
15世紀末から17世
紀までの英語による言説史料の網羅的なDB（12万5千タイトル以
上）は「Early English Books Online (EEBO)」
、
18世紀の出版物は、
「The Eighteenth Century Collections Online」(ECCO、
13万5千タ
イトル、
2,600万ページ)。日刊新聞は、
「The Times」
（1785-2009）
、
「The Guardian」(1821-2003)、
「The Financial Times」
（18882010）
、
上記3紙は現在も刊行中）などの高級紙から、
地方紙、
さらに
は発行期間が短く入手不可能な新聞（例えば17th and 18th Century
Burney Collection約1,270紙 ）
、雑 誌（18世紀に特 化したものに
Eighteenth Century Journals Portal, I, IIがある。
17 ～ 20世紀まで
の大小雑誌500タイトルを蒐集したものとしてBritish Periodicals）
等、
非常に良質なDBがある。
④ 英国議会討論記録「Hansard」
。
State Papersと言われる中世以来
の英国政府文書。The Punch（1841-1992）
、
The Illustrated London
News（1842-2003）などの表象史料の大コレクションなどがある。

ユーザーの視点から、
奥深さと利便性を併せ持った

USER'S
VOICE

早稲田大学図書館の特長や
学生読書室をご紹介します。

イ ゴ ン ヒ

■ 李 健熙記念図書室

1年生の時は、まだ新3号館が開館されてい
なかったので毎日中央図書館に通っていまし
た。中央図書館はさすがに蔵書数も多く、自分

■ 理工学生読書室

整い、勉強だけでなく様々の利用方法がある、
学生にとって使い勝手がいい場所です。
（政治経済学部2年 ドァン トゥン ミンさん）

ここ、理 工学 生 読 書 室はその名の通り理
学、工学の様々な分野の参考図書を収容して
おり、理工学部生にとって必要不可欠な存在

が求める本を探すのに時間がかかります。3号

となっています。授業で使用する教科書等も

館から少し離れていることもあり、自分の学部

ほとんどの場合ここにあり、授業がある日は

学生読書室を利用できる日を楽しみにしてい

毎日利用しています。教科書や授業で使われ

ました。待望の3号館学読は、場所が近いのは

る資料は、同じ本が何冊も揃っていて借りら

もちろんのこと、政治経済に関連する資料も

れている心 配が少ない点、また、使う資料が

多く揃い、効率よく利用しています。明るい光

多いので一人ひとりの学習スペースが広い点

と緑が目に入る大きな窓に面した席が私の指

も気に入っています。課 題をこなす必 要があ

定席。電源が完備されているのでPCを持ち込

る等、必要に迫られたときはもちろんのこと、

み、ウェブ上での情報と、より正確さを求めた

これといって用事がない時でもついぶらりと

紙の資料を同時に使い分けています。他にも、

入って、気になっている読み物を見つけたり、

新聞コーナーやグループ学習室などの設備も

まったりとしてしまうことも（笑）
。私にとっては
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でもオンライン上で著者、書写年時、本の大き

なる場合があり、また人が書写するため誤っ

さ、旧蔵者等の書誌をひと目で確認でき、必要

て写されることがよくあるので、多くのものを

な情報を容易に得ることができます。そして

比較しなければなりません。その点において、

カラー画像によって、墨書と朱書の違いや紙

当データベースは手軽に複数のものを比較す

の文様なども判別しやすくなっています。見に

ることができ、古典文学の研究に役立ってい

くいな、と思ったら画面上で拡大することがで

ます。

き、使い勝手も申し分ありません。
また、
古典籍へのアクセスの簡便さも素晴ら
しいと思います。私が受けている大学院の講

古典籍データベース
「源氏物語〜語り継がれる王朝絵巻〜」

義では、当データベースにある『六百番歌合』
の古典籍をテキストに用いて、
本文の文字起こ
文学研究科修士 1 年

丹野友博さん

しや注釈などを行っています。もちろん、古典
籍を直接見なければ分からないこともありま
すが、所蔵機関に古典籍を直接閲覧しにいく、
影印本やマイクロフィルムで確認するなどの方

学部生時代にその奥深さに魅了され、現在

法と比べて、時間と場所に縛られることなく誰

は大学院の日本語日本文学コースで和歌を

でも見ることができ、また検索画面からすぐに

専門に研究しています。近年の活字出版され

画像データにたどり着くことができます。

たものよりも古典籍自体を用いることが多い

古典籍は同じ作品であっても体裁が変化す

私の研究において、古典籍総合データベース

るもので、例えば、巻物であったものが冊子に

作品名のほか、
「和歌」
「
、物語」
「
、軍記」等、ジャン
ルでの検索も可能

はとても重要なツールです。どんなに古いもの

■ 頂新国際グループ記念学生読書室

居心地よい、自分の部屋の延長のような空間
となっています。
（先進理工学部2年 高橋由弦さん）

多い時では週3回ほど利用しています。主に
本を借りるという使い方をしていますが、定期

日常的に大変役立っています。
（国際教養学部1年 荒木遼太郎さん）

テスト、レポートの提出期限前などには自習目
的でも訪れます。私が愛用している奥の広い
学習スペースでは、集中して勉学に打ち込む
ことができます。頂新国際グループ記念学生
読書室の大きな特徴の一つは洋書が豊富に
取り揃えられていることです。読書を通じて英
語や文学に親しむことができるほか、日本の
名作漫画の英語版や日本紹介ブックなども置
いてあり、日本文化に触れるのにも良い環境
だと思います。また、英語の教科 書や専門書
も置いてあるので、授業で扱い自分でも気に
なった本を自主学習を兼ねて読み耽ったりと、
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Front Runner
―

活 躍 す る 若 者

―

いつの日か、
日本の水産資源を復活させたい
水産業に従事する父親の影響で、幼少
期から魚に興味津々だった。そして中学生

学生生活のなかで身につけた

じことができないのかな？”と漠然と考えて
いました」

の頃、
日本の水産資源が1988年以来、
減少

この思いは、
いつしか「かつて世界最大

し続けている事実を知る。
「父がノルウェー

の水産国家だった日本の水産資源を復活

クローズアップして紹介するコーナー。

から鯖を輸 入する仕事をしていて、ノル

させたい」という壮大な夢へと変化し、現

第8回は商学部3年の片野航太さんと、

ウェーの持続可能な漁業方法や水産資源

在は、
それをビジネスにする方法を模索し

管理方法を教えてくれました。
“日本でも同

ている。
2015年2月には父親の知人に紹介

視点や能力を活かして
活躍している学生と若手校友を

株式会社ビズリーチの小田絢美さんに
お話をうかがいました。

され、
アメリカ・ニューオーリンズで行われ
た水産物の持続可能性を議論する国際会
議「シーフードサミット」に参加。
「英語力は
ギリギリでしたが、
世界各国の水産業者・
漁業者と必死にコミュニケーションしまし
た。その中の何人かとは今でも連絡を取り
合っています。良い経験でした」
シーフードサミット
では、水産業に関
わる世界の人と交
流した

夢は世界を視野に入れ、
少しずつ現実味
を帯びてきている。
2015年度の春から商学
部設置の全学オープン科目「起業家養成

自分らしく、
人や社会に、
影響を与える仕事をしたい

株式会社ビズリーチ
ビジネス開発本部
コーポレートリクルーターサポート部
マネージャー
ダイレクト・リクルーティング・コンサルタント

小田絢美さん

Profile
おだ・あやみ
兵庫県出身。
2008年早稲田大学商学部卒業後、
大
和証券に入社。本店営業部で経営者・事業法人への
資産運用コンサルティングに勤しむ。
4年後、
人や組
織の課題に興味を持ちリクルートキャリアに転職し、
企業の中途採用支援を行う。
2013年、
インターネット
サービスを提供するベンチャー企業のビズリーチに
転職し、
人材採用を通して企業の経営課題解決に携
わっている。趣味は、
信頼できる仲間とお酒を飲みな
がら語り合うこと。
「今でもしょっちゅう高田馬場で飲
んでいます。なぜか落ち着くんですよね（笑）
」
。
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「もし早稲田に来ていなかったら、
こんな

まな業界に関わることができる、
②経営者

に人生は楽しくなかったと思う」
と話す小田

と直接仕事ができる、
③厳しい環境下で仕

さん。根っからのワセジョ。その定義は「世

事ができる、
④社員が魅力的なこと。希望

間体は気にしつつも、
やっぱりやりたいこと

通り、大和証券の本店営業部に配属にな

をやってしまう。自分らしくあろうとする女

り、
日本経済の中心で充実した毎日を送る

性たち」と笑う。学生時代は、
たくさんの魅

ことができた。経営者たちと仕事をともに

力的な人に出会って、
多くのことを吸収した

する中で、
よく話題に上る人や組織の課題

いという期待に胸を膨らませ、
田原総一朗

に興味を持ち、
その解決を通して社会の役

氏が塾頭を務める大隈塾に参加。
十人十色

に立ちたいと、
リクルートキャリアに転職。

の価値観に揉まれ、仲間と未来への希望

さらに、
人生を掛けるなら、
大手企業のよう

を語り合う日々は、
その思いに十分応えるも

に出来上がった仕組みの中で働くよりも、

のだった。現在も大隈塾と慶応義塾大学

自らの手で仕組みをつくっていきたいとい

の福沢諭吉記念文明塾の学生有志で立ち

う気持ちが高まり、
ベンチャー企業「ビズ

上げた一般社団法人「ストーンスープ」
のメ

リーチ」に転職した。

ンバーとして活動し、
お互いを刺激し合って
いる。
自分で決めた就職先の条件は、
①さまざ

入社時は150人だった社員数が現在は
550人と、
飛躍的な成長を遂げている中で、
自分もスピーディな成長の手応えを感じて

講座」を受講したのをきっかけに、
オリジナ

持てる力を注ぎ込んだ入魂のプラン。しか

ルのビジネスプランを競うインキュベーショ

し、
惜しくも優勝は逃した。
「でも、
メンター

ン推進室主催の「早稲田大学ビジネスプラ

との関係は今も続いていて、色々と助言

ンコンテスト」に挑戦した。片野さんは、
東

をもらっています。もっとプランを磨いて、

日本大震災で打撃を受けた三陸沖の漁業

来年は優勝したいですね」と語る片野さ

の復活を地域創生の切り口にする計画を

ん。人との関わりの中で成長し、夢に向

立案。見事、
書類審査の一次選考を通過

かって着実に歩を進めている。

した。ここで新たな出会いが片野さんに訪

課外活動でも同じように前向きだ。テニ

れる。
「一次選考通過者には現役の会計士

スサークルでは早稲田大学庭球同好会連

やコンサルタントがメンターとして付き、
プラ

盟の連盟委員長を務め、
これまで希薄だっ

ンのブラッシュアップを手伝ってくれたんで

たサークル間の交流を推進した。
「会話の

す。私のメンターは中小企業コンサルタント

多い家庭で育ったので、
人とコミュニケー

の方で、
様々なビジネスの手法を教えてくれ

ションを取ることは得意なんです」と話す

ました。二次選考では、
前回からプラン内容

片野さん。
「水産資源復活の夢はまだ遠い

を大幅に変更し、
約1カ月かけてブラッシュ

ですが、
まずは社会へ出てたくさん仲間を

アップ。グラフなどの資料づくりは不慣れで

つくり、
じっくり準備していこうと思ってい

苦労しましたが、
とても楽しかったです」

ます」その目は、
希望に輝いている。

いる。入社して2年、
マネージャーとして部

将来の目標は、
母校の教壇に立つこと。

下を束ねる立場にもなった。
「大手だったら

「社会で得たことを後輩たちに伝えたい。

1 〜 2年でマネージャーになることは難しい

そのためにも今は、
社会のためになる仕事

けれど、
ベンチャーだったら実力次第でど

に全力で対峙したいと思っています」

んどん裁量が大きくなり、
やりたいことに挑

大隈塾で身に付けたリーダーシップを仕

戦できる。また、
会社が成長して社会への

事で実践し、
社会に貢献する小田さん。そ

影響力を増していることを自分事として感

の活躍から目が離せない。

商学部3年

片野航太さん
Profile
かたの・こうた
広島県生まれ。その後、
0 ～ 5歳までを父の 仕事
の関係でロンドンで過ごし、東京で育つ。2012年
早稲田大学商学部に入学。魚に詳しい父と同じく
釣りが趣味で、銛突きもする。水族館が大好きで、
アルバイト先は豊洲の鮨 屋。魚に没 頭する傍ら、
最近までテニスサークルで汗を流していた。現在は
早稲田大学庭球同好会連盟委員長を務める多忙
な日々。

じられるのも、
ベンチャーの面白さではな
いでしょうか」
2015年12月には、
稲門女性ネットワークと
キャリアセンターの共催による「自分の未
来を発見しよう」というイベントにOGとして
登壇した。将来の不安を口にする後輩たち
に伝えたかったのは、
「不安をかき消すの
は、
自分の行動だけ」ということ。悩んでい
るなら「人生をかけて何をやりたいか」を
考えようと訴えた。

大隈塾のワークショップ「生き様大隈塾」にて。
異業種のOB・OGと現役大隈塾生が
人生や仕事について学び合った
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2015年11月、
世界における人口の高齢化問題を中心に活動を行
う、
タイ・チェンマイを拠点とするNGO団体Help Ageを表敬訪問

2012年11月、
グローバルエイジング
に関する筑波大学との共同研究プロ
ジェクトのフィールド調査でバングラ
デシュを訪問
2015年1月、
JICAとタイ保健局との要介護高齢者の

研究最前線

在宅支援に関する共同プロジェクトのフィールド調査
社会に貢献する最新の研究を取り上げて紹介します。

でタイを訪問

Cutting Edge Research

人の幸せに直結する
“健康”
と
社会経済的属性の関わりを研究
N.Y.で実感した
日米の医療制度の違い
医療経済学というと、
医療制度や医療
費について研究する学問ですか？と言わ
れることがよくあります。私がこの分野に

14

扱いが大きく変わることを身をもって体験

値は、
先進国の中で唯一減少する傾向に

したことがきっかけで、
医療経済学のパ

あります。しかし、
海外の研究などでは、

イオニアであるマイケル・グロスマン教授

出生体重が軽いことが、
学歴や賃金な

のもとで、
研究を始めました。

ど、
その後の人的資本（human capital）

出生体重とその後の人生

（※）

にマイナスの影響がある確率が高いこと
が指摘されています。人的資本は、
仕事や

進むきっかけになったのも、
医療制度へ

医療費の問題は、
医療経済学における

生活のために必要とされる情報の収集・

の関心からでした。ニューヨーク市立大

メインテーマの一つではありますが、
対象

分析能力、
体力や精神力に影響を与える

学の博士課程時代、
当時は大学の附属

となるイシューはより広範囲に及びます。

可能性があるため、
ひいては、
社会におけ

であったマウントサイナイ医科大学でリ

医療経済学は、
例えば、
人の健康と社会

る格差の拡大や労働の生産性の低下を

サーチアシスタントをしていたのですが、

経済的属性（教育、
所得、
家族関係など）

もたらすかもしれません。
そうしたことから、

ER（救急救命センター）の受付で、
重傷

には相関があり、
どういった要因がどの

2006年以降、
厚生労働省も低体重妊婦に

を負ったり、
病気が重くなったりした状態

程度健康に影響を与えるのかといった問

対する体重増加の指導を行っています。

で運び込まれてくる10代の患者や家族に

題も分析対象となります。

※知識や技能など、
蓄積可能な人間の能力を「資
本」として捉えた経済学の概念

対して、
「保険に加入しているか？」とたず

最近、
私が関心をもった研究テーマと

ね、
加入していない場合は受け入れを断

しては、
出生体重とその後の学業成績や

るという場面にしばしば遭遇し、
衝撃を

学歴、
就業状況や賃金などの関連性があ

受けたことを今でもよく覚えています。他

ります。日本では昨今、
出産時のリスクを

方、
同じ時期に、
私の父が食道癌で入院

回避するために「小さく生んで大きく育て

し手術を受けたのですが、
日本は国民皆

よう」と声高に叫ばれることもありました。

協議会（以下、
中医協）の公益委員を務

政策のために実証データを
蓄積することの重要性
2013年以降、
私は中央社会保険医療

保険制度が完備されており、
患者の医療

また最近は、
女性のライフスタイルが変化

めています。日本では、
各医療サービスの

費は1割負担。そのおかげで父は、
当時の

し、
とりわけ、
若い母親が自分の体型を

価格を政府がコントロールする公定価格

食道癌の最長生存期間であった術後5

気にかけるあまり、
妊娠後の体重を厳格

制度がとられています。中医協では、
医療

年間を過ごし、
亡くなりました。医療制度

にコントロールするなど、
さまざまな要因

サービスの需要者である患者と保険者

や医療政策のあり方によって、
人の命の

によって、
日本における出生体重の平均

（支払側）
、
そして、
供給者である診療側

2500g以下の低体重で産まれる子どもの推移。日本だけが伸び続けている

が協議を重ね、
医療サービスの価格であ

7対1病床の病院数の推移

看護師配置の地域間格差

のは、
客観的根拠に基づいた政策立案と

査読付き英語論文を3年間で50本以上な

る診療報酬点数を2年に1回改定してい

政策評価です。これは、
私のライフワーク

ど、
具体的な数値目標を自分たちに課した

ます。公益委員の役割は、
その名のとおり

であると考えています。
これまで日本では、

り、
精力的に研究活動を行っています。ディ

公益の視点に立って、
利益者団体の意見

政策のために、
データを検証する慣習が

スカッションルームで開かれる「Everyday

が分かれた場合に客観的な立場で決断

なく政治家や官僚の直観と経験に頼るこ

Brawn bag（昼食会）
」では、
互いの研究に

を下さなければなりません。

とが多く、
政策が人々の反応を見誤ること

ついて活発な意見交換を行っています。

中医協での経験は、
医療サービスの価

がありました。やっと最近になって、
エビデ

将来、
医療政策に対するフィールド実験

格弾力性の重要性を私に改めて気づか

ンスを政策の基盤とすることの重要性が

が何らかの形でできればと思っています。

せてくれました。価格弾力性とは、
価格の

認識されつつあります。国民皆保険制度

無作為抽出化試験によるフィールド実験

変化に対する需要と供給がどのくらい反

を持続可能なものにするため、
どうすれば

は、
見せかけの相関に対処し因果関係を

応するか、
その大きさを示します。例えば、

それぞれの医療サービスの診療報酬点

明らかにするためにも必要なツールです。

2006年の診療報酬改定で、
患者に対す

数を適正化することができるのか、
経済

来年、
本学で開催される医療経済学会

る看護師の配置が最も手厚い7対1病床

学者として、
根拠に基づく提案をこれから

に、
世界銀行のフィールド実験の第一人者

（看護師1人当たりの患者数が7人）の点

もしていかなければなりません。例えば、

を招聘するなどして、
働きかけていきます。

数を大幅に高く改定したところ、
数多くの

2001年に米国での経験に基づきレセプト

今後も、
健康という人々の幸せに直結

病院が7対1病床への転換を図りました。

データの電子化について小論を書いたの

する重要なテーマを扱っているという自覚

その結果、
北海道では札幌の大規模病

ですが、
10年にも及ぶ多くの人々の努力

を持ちながら、
現実社会と真摯に向き合

院が看護師を大量に雇用したため、
僻地

が実り、
日本でも全国的なレセプトデータ

い、
医療経済学を日本の社会に役立てて

の病院が看護師不足に陥ってしまいまし

の電子化と集積が開始され、
政策エビデ

いきたいと考えています。

た。本来であれば、
高齢人口が増えてい

ンスを作る土台作りが始まりました。これ

る僻地において、
日常的なケアを提供す

からは人材育成も重要な鍵となるでしょ

る在宅医療を充実させなければならな

う。政治学研究科・公共経営専攻は、
地

いのに、
そのための労働力が都市に集中

方公務員のリカレント教育の場にもなって

してしまったのです。こうした事態を受け

いますが、
彼らがデータの検証方法を学

て、
2014年の改定では、
7対1病床の点数

び、
職場に戻ることによって、
自治体が客

を大幅に下げ、
7対1病床を減らす方向へ

観的根拠に基づいた政策の立案や評価

野口 晴子

と供給者を動機づけようとしています。あ

をするきっかけとなるかもしれません。

政治経済学術院教授

らかじめ、
価格に対する供給者のインセ

現在の研究のベースになっているのは、

ンティブの大きさを予見できていれば、
改

2014年に政治経済学術院に発足した実

定におけるこうした右往左往も多少は回

証政治経済学研究拠点です。
同学術院の

避できるのではないでしょうか。

専任教員を中心に構成されていますが、
学

客観的な根拠に基づいた
政策立案に挑戦
私自身の研究を通じて取り組んでいる

術院内外の若手研究者や大学院生も研
究協力者として参加しています。ワーク
ショップやシンポジウムに、
国内外から第
一線で活躍する研究者を招いたり、
また、

プロフィール
のぐち・はるこ
1988年早稲田大学政治経済学部卒業、
1990
年同大学経済学研究科修士課程修了、
1997年
ニューヨーク市立大学経済学研究科博士課程
修了（PhD in Economics）
。スタンフォード大学・
全米経済研究所（NBER）研究員を経て、
2000
年に帰国。帰国後、
東洋英和女学院大学、
国立
社会保障・人口問題研究所を経て、
2012年より
現職。
American Economic Review、
Lancet
他、
論文多数。
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Message
to the next
generation

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。

ラグビーのトップ選手として活躍した後、
企業やスポーツ界で要職を歴任されてき
た大東さん。これまでの歩みを振り返り
つつ、
早稲田大学で学んだこと、
今後に
期待することについてお聞きしました。

―高校時代にラグビーを始めたきっ
かけについて教えてください。
中学生までは野球少年でしたが、
ラグビーのユニークなボールの形状、
15人という大人数で競うスタイルにひ
かれて、
ラグビー部に入部しました。た
だ、
見るのとやるのとでは大違い。タッ
クルやスクラムなどコンタクトプレーを
辛いと感じることもありました。それで
も不思議と止める気が起こらなかった
のは、
「ノーサイド」
や「カマラデリー（仲
間）
」といった言葉に表される、
ラグビー
独自の考え方に共感していたからです。
チームメイトはもちろん、
試合が終われ
ば相手選手も大切な仲間。そうした同
志愛の精神に多くのことを学びました。
―早稲田大学に進学を決めた理由、
また大学生活で最も印象に残っている
出来事について教えてください。
早稲田大学を進学先に選んだのは、
運動部に民主的なイメージがあったか

独立行政法人
日本スポーツ振興センター
理事長

らです。 当時、
運動部に対してはどこ
か封建的な印象を持っていたのです

大東 和美

さん

［プロフィール］
おおひがし・かずみ
1948年兵庫県生まれ。報徳学園時代から始めたラグビーで頭角を現す。早稲田大学では主将を務め
1970年度の大学選手権および日本選手権で優勝。1971年早稲田大教育学部卒業後、住友金属で
営業に従事。同社にはラグビー部がなかったため同好会などで競技を継続し、日本代表への選出、早
稲田大学ラグビー部監督などを経験。ビジネスでは住友金属で九州支社長を務めた後、2006年にJ
リーグの鹿島アントラーズ社長、2010年Jリーグチェアマンなどを歴任。
2015年より現職。
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が、
早稲田大学ラグビー部については、
個人を尊重する風土が根付いていると
いう話がよく耳に入ってきました。
実際、
寮では先輩・後輩の上下関係に縛られ
ることのないフラットな雰囲気でした
し、
自由に使える時間も多く、
文武両道
を実践できる環境が整っていました。
でも、
ひとたびグラウンドに出れば常に

真剣勝負。何ごとにも妥協しない厳し
い空気のなか、
練習や試合に取り組ん
できました。
ただし私が入学して以来、
早大ラグ
ビー部は3年連続で大学選手権を勝ち

習得することができますからね。
早稲田大学では昔から文武両道を
大切にしてきました。その歴史は、
引き
続き守り通してもらいたいと思ってい
ます。

抜くことができず、
社会人チームと日本
一を争う日本選手権への出場を逃し

1971年1月7日 秩父宮ラグビー場にて日本体育大学を破り
大学日本一を飾る。この年は破竹の勢いで勝ち進み、念願
の大学選手権、日本選手権優勝を成し遂げた

てきました。だから4年生になり主将の
指名を受けた時は、
日本選手権への出
場が至上命題となっていたのです。
少しでも可能性があればそこに全力
を尽くすのが早大ラグビー部のDNA。
その気持ちを大切に、
皆で心を一つに

―リーダーに必要な資質とは何だと

の精神をぜひ身に付けるようにしてく

感じますか。学生にアドバイスがあれば

ださい。

お願いします。
リーダーに求められる素養は時代

してシーズンを戦い抜きました。結果、

と共に変化するものなので、
一概には

負け知らずで大学選手権優勝を飾り、

いえませんが、
私が心がけてきたのは、

さらには日本選手権では新日鉄釜石

常に明るくポジティブであることです

― 最後に、日本スポーツ振興セン

を破って、
日本一の栄冠をつかむこと

ね。後ろ向きのリーダーには、
誰もつい

ター理事長としての抱負、
そして早大ラ

ができたのです。

ていこうと思わないでしょう。どんな

グビー部への期待についてお聞かせく

早大ラグビー部では、部 歌として

人生にも、
山もあれば、
谷もある。一つ

ださい。

「北風」と共に大学選手権で優勝した

ひとつのことにくよくよせず、
長い目線

新国立競技場に関しては、
昨年、
方向

時にだけ歌える「荒ぶる」
が受け継がれ

に立って歩を進めることが大切です。

性が明確となり、
今後も建設コストやス

ています。特別な「荒ぶる」を冠婚葬祭

また、鹿島アントラーズの 社長 や

ケジュールなどの情報開示を心がけな

などで歌うことが許されるのは、
優勝

Jリーグのチェアマンなどを務めるなか

がら推進していきます。また、
未来のアス

した年の最上級生のみ。その権利を

で重要視してきたのが、
“ロマンとソロ

リート育成も重要テーマです。スポーツ

持っていることは、
私にとって生涯の誇

バン”のバランスです。勝利に向かって

施設やサポートプログラムの充実に引き

りとなっています。

全身全霊を捧げる情熱はもちろん大

続き取り組み、
その財源となるサッカー

切ですが、
活動を続けるための資金を

くじの「toto」に関しても国民の皆さん

―社会生活でスポーツの経験はどの

どう捻出し、
環境を整えるのかといっ

にご納得いただけるよう、
透明性を高

ように生かされましたか。また大学がス

たことを考えるのも、
リーダーの大切な

めながら運用していく考えです。ちょう

ポーツに力を入れる社会的意義につい

役割です。

ど2015年10月にスポーツ庁が発足し

て、
感じるところを教えてください。

私の場合は大学卒業後、
プライベート

たところなので、
そうした関連機関と

で競技を続ける傍ら、
会社では営業と

縦横の連携を深めながらスポーツ振

が求められます。チームで良い結果を目

して真剣に仕事に取り組んできました。

興に当たります。

指すには、
メンバー一人ひとりが周囲と

そうした幅広い経験がロマンとソロバン

協調しながら、
自分の役割を認識し、

の両立に結びついていると感じます。

に創立100周年の節目を迎えます。昨今

行動化することが欠かせません。
スポー

学生の皆さんには、
自分で道を狭めず、

は苦戦が続いていますが、
伝統のウィ

ツはこうした強い個を養う良い機会とな

何でも興味を持って挑戦し、
さまざま

ニングカルチャーを未来にしっかりと

ります。特に人間形成の面で大きな効

な経験を積んでほしいと思います。

受け継ぐためにも、
勝利にこだわり続

社会では多くの場面でチームワーク

果が期待できる。目上の人に対する礼

加えてグローバル化の時代ですから、

早大ラグビー部に関しては、
2018年

けてほしいと思います。
個人にもサポー

儀や仲間との信頼関係の築き方など、

語学力を磨き国際感覚を養うことも大切

トを惜しみませんので、選手・関係者

読書では得られないものを体験的に

です“Think
。
Globally、Act Locally”

の皆さん、
頑張ってください。
17

進化する大学

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8回は、日本語教育研究センターです。

日本語教育研究センター

グローバル時代にふさわしい
学びの環境づくりをけん引
日本語学習ニーズに
幅広く対応
本学では、
東京専門学校時代の明治
17年に最初の留学生を受け入れて以来、
多くの留学生に門戸を開いてきました。
現在では、
国内最多の4,917名（2015年
11月1日現在）を受け入れているほか、
多数の外国人教員を雇用。さらに毎年
海外から数百名の短期・中長期滞在の
研究者を受け入れています。
そのなかで全学の日本語教育を一元
的に担っているのが 日本語教育研究セ

間の短期、
半年もしくは1年の長期を用

に役立つ実用的な内容のものから、
俳

意しており、
幅広い日本語学習のニーズ

句や演劇といった創作性豊かな内容

に対応しています。

のものまで、ユニークかつ多彩な学び

※1 ETP：欧州委員会がスポンサーとなり、
欧州

を提供しています。

企業のビジネスパーソンに対して、
日本と韓国の
マーケットでの成功に必要なビジネス・言語・文化
に関するトレーニングを提供するプログラム。
※2 SENDプログラム：東 南アジア 諸 国 連 合
（ASEAN）の大学と、
単位の相互認定などを行い、

に表れています。学習者は自分の語学
レベルに応じて初級1から上級8まで選

日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受

択できるほか、
自主的にプログラムを構

け入れを行う、
世界展開力強化事業として文部科

築できる仕組みになっています。日本語

学省により採択されたプロジェクト。

重視しているのは
多様性と主体性

ンター（Center for Japanese Language：

CJLの特徴として、
多様性と主体性の2

CJL）です。対象としているのは、
外国人

つに重点を置いた運営が挙げられます。

在学生や海外育ちの日本人学生などさ

まず、
多様性を象徴するのがカリキュ

や

一方の主体性については、
履修方法

をきちんと正しく体系的に学びたいの
か、
文化なども含めた知識を身に付けた
いのか。それぞれの目標や興味に応じ
て、
バラエティに富んだカリキュラムのな
かから柔軟に組み立てられるため、
まさ
に「私のプログラム」といえますね。
こうした自主的な学びを支援する取

ラムのラインナップです。大別すると、

り組みのひとつとして、
「わせだ日本語

（※2）

で来日したビジネ

一般的な日本語カリキュラムを体系的

サポート」という制度も設けています。

スパーソンや学生など、
ノンディグリー

に整えた「総合科目群」
、
教員が独自に

大学院日本語教育研究科に所属する

の方にも学びの場を提供しています。

テーマを設定する「テーマ科目群」に分

院生スタッフが、
学習者の個別相談に

さらに、
履修コースも3週間もしくは6週

かれ、特にテーマ科目群ではビジネス

乗るもので、
日本語学習の仕方に関す

まざま。また受託事業として、
ETP

（※1）

SENDプログラム

■ 魅力その1

多様性

■ 魅力その2

テーマ科目群は教員が関連す
るキーワードを設 定すること
になっている。
「読む」
「書く」
「話
す」などのほか、
「映画・ドラマ・
演芸」
「理系」
「仕事」
「調べる」
「創作する」など、
キーワードの
数が20にのぼることからも、
その多様性がうかがえる。

CJLでは自分の興味や目標に応
じて、
柔軟にカリキュラムを選択
できる。そうしたプログラムの組
み立てを助言するほか、
さまざま
な面から自主的な日本語学習を
支援するのが「わせだ日本語サ
ポート」の院 生スタッフ。同世代
同士のため相談しやすい。

授業の風景。多様な背景をもった人々が共に学ぶことで豊かな学習環境が創出される
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自主性

日本語教育研究センターの皆さん
※棟方隆一前事務長（写真前列中央）
は2015年12月1日付で転出。
後任は木下耕一事務長。

る助言から日本語学習の困りごとの解

従来、
本学で受け入れてきた留学生

環境、
それぞれの日本語レベルも異な

決まで、
日本語学習アドバイジング、
学習

の多くは日本語の習熟度が高く、
CJLは

る、多様な人々が互いに尊重しながら

リソースの紹介、
日本語に関する相談で

その総仕上げの場として機能してきまし

共生する姿は、
グローバルな時代にふさ

学習者をバックアップしています。

た。しかし日本語の初級者が増えると

わしい大学像といえるのではないでしょ

ほかにも、
学部生・院生による授業ボ

予測される今後は、
まずCJLにおける初

うか。その実現に向けて、
CJLでは取り

ランティア制度があるなど、
大勢の日本

級カリキュラムを充実させることが急務

組みを加速させていきます。

人が運営に関わっていることもCJLの

と考えています。

魅力。人と人の交流を通じて、
「語学だ

加えて、
各留学生が所属する学術院

けでなく、
日本の社会や文化を理解で

においても、
授業の理解を助けるような

きて良かった」といった感想が多くの修

体制づくりが必要となります。
2016年か

了生から寄せられています。

ら、学内にあるグローバルエデュケー

受け入れ先の学術院で
サポート体制の充実を

ションセンターでは、
日本人の学部生向
けに留学生をサポートするアドバイジン
グプログラムを開始するなど、
支援体制
の充実を図っているところです。各学術

さて、全 学 で 掲 げ る「WASEDA

院とCJLとが連携し、
日本人学生と留学

VISION 150」で は、外 国 人 学 生 数

生が共生的に学べる学習環境を整え

10,000人という数値目標を設定してい

ていきたいと思います。

ます。このビジョン達成に向けて、
CJL

CJLが運営の基本に置いている多様

が果たすべき役割を変えていかなけ

性には、
プログラムだけでなく、
人材とい

ればなりません。

う意味も含まれます。生まれ育った国や

早稲田大学日本語教育研究センター 所長

舘岡 洋子
プロフィール
たておか・ようこ

早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程修
了。アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター、
東
海大学留学生教育センターを経て、
2007年より早
稲田大学大学院日本語教育研究科教授。
2015年
12月より、
日本語教育研究センター所長。

■ 数字で見るCJL
履修者数

院生スタッフと学習者。日本人学生と留学生が共に学び、
成長していく

2,157

授業数

650

教員数

190

外国人学生の
出身国数

89

名

コマ／週

名

ヵ国・地域
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index

10月 October
18日

A CTIVITY

2015年度ホームカミングデー・稲門祭を開催
25日
A CTIVITY

早稲田大学庭球部、
全日本大学対抗テニス王座決定試合で、
前人未到の男女アベック10連覇を達成
29日
R ESEARCH & EDUCATION

無料スマートフォンアプリ
「変体仮名あぷり」を
早大・UCLAが共同開発
30日
P RIZE

教育・総合科学学術院 大山隆教授、
理工学術院 岡野俊行教授、
人間科学学術院 松居辰則教授が
平成27年度科研費審査員として表彰
30日
R ESEARCH & EDUCATION

科学技術振興機構（JST）START事業
ロボティクス分野において、
本学から3件が採択
31日
P RIZE

エネマネハウス2015で、
ワセダライブハウスが最優秀賞を受賞

13日
A CTIVITY

早稲田大学フェンシング部（女子）が
2015全日本学生フェンシング選手権・
第55回全日本大学対抗選手権において、
種目「女子エペ団体」で優勝
➡P26 Pick Up
15日
A CTIVITY

早稲田大学ア式蹴球部（男子）が
「第89回関東大学リーグ戦（最終節）
」で
19年ぶり26度めの関東大学リーグ優勝
➡P26 Pick Up
16日
U NIVERSITY

2015年度 早稲田大学リサーチアワード
（大型研究プロジェクト推進）受賞者を決定
➡P21 Pick Up
16日
U NIVERSITY

第5回「坪内逍遙大賞」授賞式を開催
16日-20日
A CTIVITY

早稲田大学障がい学生支援室交流イベント
「秋学期振り返りウィーク」開催
21日
A CTIVITY

「第11回 自分の未来を発見しよう
～ OGと考える『これが私の生きる道』～」
を開催
➡P22 Pick Up
26日

11月 November
1日

A CTIVITY

早稲田大学野球部、
東京六大学野球秋季リーグ戦優勝で
春秋連覇

U NIVERSITY

シンガポール・ポリテクニック（SP）と共同で、
「Singapore Polytechnic-Waseda
University Joint Biomedical Lab」を開設
➡P22 Pick Up
26日
A CTIVITY

5日
U NIVERSITY

欧州連合が主催し、
早稲田大学が運営する
第30期「EUビジネスマン日本研修
プログラム（ETP）
」の修了式を開催
8日
A CTIVITY

早稲田大学ヨット部、
第80回全日本学生ヨット選手権で
総合優勝し、
連覇
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クルマの魅力に触れる
「SUBARU DAY」を開催

12月 December
2日

U NIVERSITY

駐日欧州連合（EU）大使と
森田典正国際担当理事が対談

2日
A CTIVITY

テヘラン大学MOU協定締結記念
来日講演会「変化する中東の政治力学：
イランと周辺諸国」開催
2日-5日
A CTIVITY

「2015国際ロボット展 INTERNATIONAL
ROBOT EXHIBITION 2015」に、
早稲田大学 産学官研究推進センターが出展
7日
A CTIVITY

「早大生が世界で活躍するには…
～ラグビーワールドカップ2015で大活躍、
五郎丸選手（2008年スポ卒）に聞く～」を
開催
➡P25 Pick Up
10日
U NIVERSITY

第15回「石橋湛山記念
早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式を開催
12日
A CTIVITY

早稲田大学 東日本大震災シンポジウム
「東北復興のまちづくり」開催
14日-19日
A CTIVITY

事件・事故による犠牲者のアート展
「生命のメッセージ展 in 早稲田大学2015」
開催
18日
A CTIVITY

駐日アゼルバイジャン特命全権大使
特別講演会「統計データから見た
アゼルバイジャン」開催

29日

19日

A CTIVITY

P RIZE

公認サークルWIC
第50回「留学生による
日本語スピーチコンテスト」開催
➡P25 Pick Up

UVGP2015全国大会で、
本学の学生チーム
「エコオロギ」が提案する事業「昆虫飼料
活用による食糧循環型システムの確立」が
University Venture Grand Prix 大賞および
教員審査員大賞をダブル受賞
➡P24 Pick Up

P

受賞

U 大学全般

R 研究・教育

A 各種活動

U NIVERSITY

より高い質の研究・教育を目指して

2015年度

早稲田大学リサーチアワード受賞者決定

早稲田大学では、独創的研究の推

的として、2014年度より早稲田大学リ

を主導的に推進している研究者（大

進と国際的な情報発信力の強化を目

サーチアワードを設け、大規模な研究

型研究プロジェクト推進）および国際

早稲田大学リサーチアワード
（大型研究プロジェクト推進）受賞者
氏名
大木義路（理工学術院教授）
逢坂哲彌（理工学術院教授）
大聖泰弘（理工学術院教授）
巽 宏平（理工学術院教授）
西出宏之（理工学術院教授）
林 泰弘（理工学術院教授）
※50音順

2015年度春学期

発信力の高い研究業績をあげている

早稲田大学リサーチアワード
（国際研究発信力）受賞者

若手研究者（国際研究発信力）を表

氏名
大須賀沙織（文学学術院助教）
黒田義之（高等研究所助教）
竹内規彦（商学学術院准教授）
立和名博昭（理工学術院次席研究員（研究院講師））
蓮池 隆（理工学術院准教授）
原口省吾（教育・総合科学学術院助手）
日野愛郎（政治経済学術院教授）
渡邊克巳（理工学術院教授）

彰しています。このたび、2015年度の
受賞者14名が決定しましたのでお知
らせします。受賞の詳細はホームペー
ジをご覧ください。
URL

www.waseda.jp/top/news/33473

早稲田大学ティーチングアワード受賞者決定
（2015年度春学期は、政治経済学部、

科、グローバルエデュケーションセン

法と創意工夫の普及により教育の質の

基幹理工学部、
先進理工学部、
商学研

ターで実施されました）
。
2015年度春学

さらなる向上をはかるとともに、
学生授

究科ビジネス専攻、日本語教育研究

期の受賞者をお知らせします。

2014年度から始まり、
優れた教育方

業アンケートの活用、
活性化およびそ
の質的向上を目指す一環として、優れ
た教育を実践している教員に授与され

2015年度春学期 早稲田大学ティーチングアワード総長賞授賞者
総長賞受賞者
推薦箇所

科目名称

担当教員

資格

基幹理工学部

Calculus B

先進理工学部

力学Ａ電生（物理未履修者用クラス）西

する科目を含む）の担当教員が対象

商学研究科ビジネス専攻

組織のオペレーション

遠藤

功

商学学術院教授

日本語教育研究科

日本語教育実践研究⑶

川上

郁雄

国際学術院教授

で、
科目を設置する学部、
研究科および

グローバル
身体のしくみと身近なクスリ01
エデュケーションセンター

枝川

義邦

る早稲田大学ティーチングアワード。本
学の正規科目クラス（複数教員が担当

研究教育センターごとに授与されます

BOWEN, Mark 理工学術院准教授
正和

早稲田大学非常勤講師

研究戦略センター教授
（任期付）

※政治経済学部からの総長賞候補者の推薦科目なし

U NIVERSITY

法務研究科の新たな挑戦

加算プログラムで2年連続全国トップ評価
早稲田大学大学院法務研究科では、

国トップの評価を受け、補助金が現行

法科大学院別補助金配分率（上位10校）
法科大学院 基礎額算定率 加算率 配分率
早稲田大学
90%
55% 145%
東京大学
90%
45% 135%
一橋大学
90%
40% 130%
京都大学
90%
30% 120%
慶應義塾大学
90%
30% 120%
大阪大学
90%
25% 115%
神戸大学
90%
20% 110%
同志社大学
80%
30% 110%
北海道大学
80%
25% 105%
九州大学
90%
15% 105%

新法曹養成制度の開始から10年を経

比145％になるなど、
大きな期待を受け

て、法曹の新しい役割を切り拓いてい

ています。全国で7件しかない「卓越し

くために、
10年スパンの中長期計画を

た優れた取組」に「重層的な国際化対

策定し、優れた法曹を育成するための

応プログラムの実施」
が、
全国で13件の

新たな改革が進められています。
2015

「特に優れた取組」に「女性法曹輩出

年12月25日に文部科学省が審査結果

促進プロジェクトの創設」と「
『挑戦す

を発表した「平成28年度 法科大学院

る法曹』育成・特別コースの設置」が選

公的支援見直し強化・加算プログラム」

ばれたほか、新規の取組である「
『未

グラム」を含む3件が「優れた取組」に

では、これまでの実績も含めた当研究

修者教育』システムの改革プログラム」

選ばれました。
これらの取組の成果が、

科の取組が昨年度に続き2年連続で全

と「法科大学院修了生の継続教育プロ

今後大いに期待されます。
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U NIVERSITY

世界の雇用者満足度ランキング

QS Graduate Employability Ranking 早稲田大学が国内1位
2015年11月26日、
「 QS Graduate

創立150周年（2032年）における本学

その実現を通じて、アジアのリーディ

Employability Rankings 2016」が発

のあるべき姿を提示する中長期計画

ングユニバーシティとして世界に貢献

表され、早稲田大学は世界33位、国内

“Waseda Vision 150”のもと、受入留

する大学であり続けるために、今後も

1位となりました。評価方法は、雇用者

学生数（4,362名→10,000名）や派遣

さらなる国際化を推進していきます。

の評価、雇用者との連携、企業などの

留学生（2399名→全学生）についての

学内採用活動、卒業生の就職率等の

具体的な数値目標を設定しています。

※ QS社：国際的な高等教育専門調査会社。毎
年世界中の大学ランキングを調査、公表して
いる

項目からなり、本学の企業との連携し
た取り組みや学生の卒業後の活躍が
評 価されました。これらの高い評 価
は、グローバル時代に応じた本学の着
実な自己改革の歩みが、
客観的な数値
として評価されたものと考えています。
早稲田大学では、
2012年に策定した、

U NIVERSITY
U NIVERSITY
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QS Graduate Employability Rankings 2016
1

Stanford University

5

2

Massachusetts Institute of
Technology

33 早稲田大学

Yale University

3

Harvard University

37 慶應義塾大学

4

University of Cambridge

51-60 名古屋大学、京都大学

35 東京工業大学

「あまり先を考えすぎずに自分の好きなことを見つけよう」

各界で活躍する早稲田OG5名が後輩にエール
11月21日、
「第11回 自分の未来を発

いか』を明確にイメージすること」
「
、失

見しよう〜 OG と考える『これが私の

敗を恐れずにとにかく行動しよう」と、

生きる道』〜」が稲門女性ネットワーク

後輩にエールを贈りました。

最前線で活躍するOGの話に、
学生もメモを取りながら真剣に聞き入る

（TWN）と早稲田大学キャリアセンター

当日は在学生64名が参加。前半のパ

の共催、
男女共同参画推進室の協力の

ネルディスカッションでは「現在の仕

が目前に迫った就職活動について次々

もと開催。早稲田大学を卒業後、
マスコ

事を選んだ理由」や「異なる業界での

に質問する姿が印象的でした。

ミ、
食品メーカー、
化粧品メーカー、
ベン

働き方」等のテーマのほか、
結婚やパー

イベント後のアンケートでは、
5段階中

チャー、
国際市場調査会社で活躍する

トナーシップについての考え方も語ら

満足度5と答えた学生が95.3％。今でき

OG5名が、
女性としてのキャリアやプラ

れました。後半のカジュアルトークでは

ることに全力投球しようという学生の強

イベートについて「
『自分がどうありた

OGそれぞれがブースを設け、
学生たち

い決意が感じられる結果になりました。

世界中のパートナーをさらに増やす

シンガポールで新たな研究拠点を開設
早稲田大学は2015年11月26日、
バイ

なって、今後は他の分野についてもSP

オメディカルサイエンスの分野におけ

とお互いに研究力を高め合うような共

る研究をさらに発展させるため、
シンガ

同研究が生まれていくことを期待してい

ポール・ポリテクニック（以下、
SP）と共同

る」とコメント。
SPのTan Choon Shian

で、
シンガポール共和国内に「Singapore

学長は「SPおよび早稲田大学は、バイ

橋本副総長、
シンガポールの新研究拠点にて

Polytechnic-Waseda University Joint

オメディカルサイエンスやロボット工学

世界に貢献する革新的なソリューション

Biomedical Lab」を開設しました。開設

といった分野で大きなアドバンテージ

へとつなげたい」と述べました。今後、

式では、
橋本周司副総長が「現在はバ

を有しており、この新たなコラボレー

バイオサイエンス領域研究の更なる活

イオサイエンス分野の研究が主となっ

ションはそうした強みを生かすものだ。

性化、応用研究や産学連携の拡大が

ているが、この研究拠点が懸け橋と

我々の研究が、コミュニティ、ひいては

期待されます。
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科学・技術による社会貢献

「研究の早稲田」から最先端の研究成果を報告
皮膚がん発生のメカニズムの理解、
治療法確立への重要な成果
胡桃坂仁志理工学術院教授らの研
究グループは、染色体において紫外線
によって損傷を受けたDNAの認識機
構を世界で初めて解明することに成功
しました。紫外線によって損傷を受け

によって形成されたふらふらとした不

れを対象とした治療法確立のための

たゲノムDNA（生 物 の 設 計 図 ）は、

安定なDNAを染色体中から見つけ出

基盤情報を提供する重要な成果です。

2015年のノーベル化学賞で受賞対象

す」メカニズムを明らかにしました。こ

となったヌクレオチド除去修復と呼ば

の発見は、ヌクレオチド除去修復関連

れる反応経路によって修復されます。

遺伝子の変異が確認されている色素

今回の研究成果では、
「ヌクレオチド

性乾皮症患者の皮膚がん発生のメカ

今回の研究成果は「Scientific Reports」
（Nature
Publishing Group）にて 論 文「Structural basis
of pyrimidine-pyrimidone (6-4) photoproduct
recognition by UV-DDB in the nucleosome」と
して掲載されています。

除去修復に重要な因子が紫外線損傷

ニズムの理解に重要な知見を与え、こ

「着る」から「貼る」デバイス形態へ
筋肉の活動を計測する
電子ナノ絆創膏

とを高分子学会広報委員会主催の記者
発表会にて発表しました。電気を通す
プラスチック（導電性高分子）からなる
電子ナノ絆創膏は、厚さ240 ナノメート

11月16日、理 工学 術院の武岡真司

ル※と非常に薄く柔らかいため、
接着剤

ロールtoロール工程によって大量製造可能な
導電性高分子からなる電子ナノ絆創膏

教授、
藤枝俊宣助教、
先進理工学研究科

を用いずに皮膚に貼ることが可能です。

一貫制博士課程3年山岸健人さんらのグ

この電子ナノ絆創膏を腕に貼り付けれ

ループは、
Italian Institute of Technology

ば、屈伸運動に応じて筋肉の活動電位

なため、
次世代型ウェアラブルデバイス

の研究グループと共同で、皮膚に貼り

（表面筋電位）を瞬時に計測できます。

開発の進展に大きく貢献すると考えら

付けて生体電気信号を計測可能な極

電子ナノ絆創膏は、
ロールtoロールのよ

れます。

薄電極（電子ナノ絆創膏）を開発したこ

うな印刷技術によって大量製造も可能

※1ナノメートルは100万分の1ミリメートル

パールの観測は、本研究が世界初。葉

していきます。

の中のプラントオパールの分布が不均

※今回の研究成果は、オランダ系の植物学専門
誌『Flora』オンライン版に、
11月26日（現地時
間）に掲載されました。

クワの葉に植物の宝石
「プラントオパール」
リケジョ高校生が新発見

一であることも突き止め、
そこから一ノ
瀬クワの成長機構を明らかにしました。

早稲田大学本庄高等学院の筒井音羽

文部科学省からスーパーサイエンス

（研究開始時高校3年、現早稲田大学

ハイスクールとして指定されている早

政治経済学部2年）さん、
坂本玲（研究

稲田大学本庄高等学院では、2010年

開始時高校2年、
現教育学部1年）さん、

より有志生徒がキャンパスに自生する

尾林舞香さん、
山川冴子さん（ともに現

クワの葉を対象に研究に取り組んで

高校3年）
、半田亨教諭、東京大学物性

きました。本 研究は高校生自身が論

研究所松田巌准教授らの研究グルー

文執筆を手がけ、教員の協力のもと、

プは、
クワの葉の中に植物の宝石「プラ

国際的な植物専門誌「Flora」に掲載

ントオパール」を発見しました。蚕のエ

される快挙に。今後は蚕の食欲増進

サ、一ノ瀬クワの葉におけるプラントオ

や絹の増産につながる研究にも着手

高校生がまとめた資料（冬芽の分析）の様子
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エジプト考古学の礎を築いた

早稲田大学エジプト調査 50年のあゆみ
2015年12月5日から2016年1月30日

あった吉村作治氏（東日本国際大学学

ています。それから50年もの時を経て、

まで、會津八一記念 博物館において

長・早稲田大学名誉教授）ら学生5人

現在、早稲田大学エジプト学 研究所

「早稲田大学エジプト調査50年のあゆ

が兵庫県の相生港からクウェートへ向

は、数カ所におよぶエジプトの遺跡で

み」が開催されました。昭和41年9月、

けて出港。その後、
エジプトで合流した

の発掘調査および保存修復作業を毎

当時早稲田大学第一文学部の学生で

川村喜一講師（後の教授）とともに実

年継続して行っています。今回、
早稲田

施したナイル川流

大学のエジプト調査50年を記念し、こ

域の遺跡のジェネ

れまでのエジプトにおける調査・研究

ラル・サーベイが、

のあゆみを写真や資料で展示。エジプ

現在の日本のエジ

トで進行中のプロジェクトも広く紹介

プト考古学の基礎

し、
早稲田大学のエジプト学研究の全

を作ったとも言われ

容を伝えました。

ジェネラル・サーベイ
ルクソールのメムノンの巨像にて

アメンヘテプ3世の水時計

A CTIVITY

WASEDAサポーターズ倶楽部 特別会員を招き年2回開催

「WASEDAサポーターズ倶楽部 エグゼクティブ・フォーラム2015」開催
「早稲田大学をご支援いただいてい
る皆様との集い WASEDAサポーター
ズ倶楽部 エグゼクティブ・フォーラム
2015」を開催。同倶楽部特別会員（本
学名誉称号贈呈者）が招かれました。
2015年度より年2回開催とし、2015年7
月に清宮克幸ヤマハ発動機ジュビロ
監督より日本ラグビーを中心に、同年
10月にマイケル・エメリックカリフォル

P RISE
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清宮克幸ヤマハ発動機ジュビロ監督と
鎌田薫総長（2015年7月開催）

マイケル・エメリックカリフォルニア大学
上級准教授・本学訪問准教授（2015年10月開催）

ニア大学ロサンゼルス校アジア言語

授より「Waseda Oceran構想」の国際

をいただき、盛会のうちに幕を閉じま

文化学部上級准教授・本学訪問准教

日本学についてそれぞれ貴重なお話

した。

ダブル受賞を達成！

経済産業省主催ビジネスプランコンテスト
2015年12月19日、
東京大学福武ホール

の応募の中から学生ファイナリスト全9

にて「第4回University Venture Grand

チームが発表し、
早稲田大学学生チー

Prix（UVGP2015）
」の全国大会が経

ム「エコオロギ」の提案する「昆虫飼料

済産業省の主催のもと開催されまし

活用による食糧循環型システムの確立」

た。本大会は大学・大学院起業家教育

の事業が University Venture Grand Prix

推進ネットワーク及び経済産業省が、

大賞 および 教員審査員大賞 をダブル

起業家教育の効果向上を図るため企

受賞。
「一般財団法人学生サポートセン

業家教育を実施する大学・大学院の学

ター主催の「2015（第13回）学生ビジ

思っております。これからも奮励努力し

生・教員を対象に行うビジネスプランコ

ネスプランコンテスト」の優秀賞に続き

ていきます」と喜びのコメントを寄せま

ンテストです。大会では全国79プラン

結果を残すことができ、大 変嬉しく

した。

チームリーダーの葦苅晟矢さん
（商学部3年・中央）とメンバーの
秋田奈津子さん（国際教養学部3年・左）
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異文化の中で奮闘する学生の声を聞こう！

第50回「留学生による日本語スピーチコンテスト」開催
考えたこと」「外国語を学ぶ大切さ」

早稲田大学の公認サークル「早稲田

一度開催する「第50回 留学生による

大学国際学生友好会（WIC）」が年に

日本語スピーチコンテスト」
が11月29日

「アメリカにおける２世」など。出場者

（日）、早稲田キャンパスの大隈記念講

１名につき同サークルのメンバー数名

出場者が
スピーチする
様子

堂で開催されました。当日は、
アメリカ・

がアドバイザーとして内容を議論し、

中国・オーストラリア・シンガポール・ルー

スピーチの添削やイントネーション等

マニア・マレーシアの6カ国から８名の

読み方の練習などでサポートし、本番

外国人学生が、１人６分間で思い思い

では相互交流を通じて完成度を高め

のスピーチ。テーマは、
「日本の環境問

たスピーチが披露されました。

題について」「日本人とお酒について

A CTIVITY

世界での活躍を報告

ラグビー W杯日本代表選手が早稲田大学に凱旋
11月26日、畠山健介選手（2008年ス

を訪れ、2015年にイングランドで行わ

また、続く12月7日には五郎丸歩選手

ポーツ科学部卒・サントリーサンゴリア

れたラグビーワールドカップで、強豪・

（2008年スポーツ科学部卒・ヤマハ発

ス所属）
、藤田慶和選手（スポーツ科

南アフリカを破るなど、世界を驚かせ

動機ジュビロ所属）が来校。学生との

学部4年）ら２選手が早稲田キャンパス

た活躍を鎌田薫総長に報告しました。

対談を行う「早大生が世界で活躍す
るには…〜ラグビーワールド
カップ2015で大活躍された五
郎丸選手（2008年スポ卒）に
聞く〜」が開催され、約1200名
の聴衆が大隈講堂に集まりま
した。世界で活躍する先輩を
目の前にし、
激励のメッセージ
を贈られ大いに刺激を受けた

今後さらなる活躍が期待される
畠山選手(左)と藤田選手(右)

学生からの質問に笑顔で答える
五郎丸選手

様子の学生たち。講演会は盛
況の中幕を閉じました。

A CTIVITY

世界歴代最高を更新し、前人未到の快挙

フィギュアスケート羽生結弦選手が3連覇
2015年12月11日〜 13日、フィギュア

合 計8点 以 上も更 新し、世界最高の

スケートのグランプリファイナルがスペ

330.43点で、
男子初の３連覇を果たしま

イン・バルセロナで行われ、
羽生結弦選

した。また、羽生選手は、
12月26日に開

手（人間科学部通信教育課程 eスクー

催された第84回全日本フィギュアス

ル在学、
ANA所属）はショートプログラ

ケート選手権大会でも優勝し4連覇を

ム110.95点、フリー 219.48点をマーク

達成。
3月に行われる世界選手権の代

し、
自身が持つ世界最高点（322.40）を

表入りを決めました。

2014年4月、鎌田総長と早大生に
ソチ五輪での金メダル獲得を報告した
羽生選手
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体育各部が躍動！

フェンシング部（女子）が史上初の5冠達成、
ア式蹴球部（男子）は、19年ぶりの関東大学リーグ優勝
2015年11月13日に駒沢体育館で開

果たしました。
「関東学生リーグ戦」
、

優勝し、これにより見事5冠を獲 得。

催された「全日本学生フェンシング選

「学生王座決定戦」
「
、関東学生選手権」

フェンシング部創部史上初めての快挙

手権」
にて、
早稲田大学フェンシング部

に続いての優勝となり、
学生4冠を達成。

（女子）が 種目「女子エペ」で優勝を

その後、12月の「全日本選手権」でも

となりました。
11月15日には、
ア式蹴球部（男子）
が
「第89回関東大学リーグ戦（最終節）
」
にて、
1996年の第70回大会以来26度
目の優勝。悲願の関東大学リーグを
制覇し、
19年ぶりの歓喜の時を迎えま
した。なお、
前回優勝した1996年時は、
1976年の第50回大会以来の20年ぶり
でした。

フェンシング部（女子）が女子エペで4冠達成！

A CTIVITY

応援部含む34部46チームが参加

「2015年度 総長招待 早慶戦優勝部祝賀会」開催
2015年12月23日、
早稲田大学大隈会

援部へは体育各部への応援活動に対

館 および 大 隈 ガーデンハウスにて

し感謝状を贈呈。その後、写真撮影が

「2015年度 総長招待 早慶戦優勝部祝

行われました。祝賀会では、冒頭に河

賀会」が開催されました。鎌田薫総長

野洋平稲門体育会会長より来賓代表

の呼びかけで開催されるこの会は、早

挨拶、鎌田総長から主催者挨拶があ

慶戦に勝利した部（チーム）の栄誉を

り、
会の最後は、
早慶戦の勝利を祝うと

讃え賞するもので、今年で5回目となる

ともに、部活動に関わるすべての方、サ

今年度は、部員および指導者、
OB・OG

ポーターの方への感謝の思いを新た

会長ら、
応援部を含む34部（46チーム）

に、全員で肩を組みながら「早稲田の

より約400名が参加しました。

栄光」
、右手を高く「早稲田大学校歌」

表 彰 式 で は 鎌 田 総 長 から 各 部
（チーム）の活躍への表彰が行われ、
応

表彰式後の記念撮影（剣道部）
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ベストイレブン 早大から最多5名が選出され、
金澤主将が大会MVPにも選出

を斉唱しました。

対象部（チーム）
野球部
庭球部（男子）
、
庭球部（女子）
漕艇部（女子）
剣道部（男子）
、
剣道部（女子）
柔道部（男子）
弓道部（女子）
水泳部（競泳）
、
水泳部（水球）
ラグビー蹴球部
スケート部（アイスホッケー部門）
バスケットボール部（女子）
ア式蹴球部（男子）
馬術部
卓球部（男子）
、
卓球部（女子）
ボクシング部
体操部
バレーボール部（男子）
、
バレーボール部（女子）
レスリング部※
米式蹴球部
ハンドボール部（男子）
、
ハンドボール部（女子）
ホッケー部（女子）
フェンシング部（男子）
、
フェンシング部（女子）
応援部
軟式庭球部（男子）
、
軟式庭球部（女子）
準硬式野球部
自転車部
バドミントン部（男子）
、
バドミントン部（女子）
航空部
ゴルフ部（男子）
、
ゴルフ部（女子）
ウエイトリフティング部
射撃部
アーチェリー部（男子）
、
アーチェリー部（女子）
ソフトボール部（男子）
、
ソフトボール部（女子）
日本拳法部
ラクロス部（男子）
※早慶戦が実施されていない体育各部を除く
※当日は、参加対象のレスリング部が試合出場のため
欠席しました。

Waseda Trend

早稲田大学の最新情報をお伝えします。
先生方の著書、各種イベントなどぜひご参照ください。

Books
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2016年4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【問い合わせ先】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We bサイト
（http://www.waseda.jp/）学術講演会・公開行事をご覧
ください。

今号のオススメ
『歴史文化ライブラリー

Events

1–4月

戦国大名の兵粮事情』

久保健一郎（文学学術院）著 吉川弘文館 2015年11月

宮崎滔天と早稲田に学んだ中国留学生展
会場

戦国時代、兵粮は兵士が食べるモノとしてだけでなく、流通の
なかでカネとしての役割も果たしていた。戦国大名は、兵粮

日程

のさまざまな側面といかに関わり、用いたのか。背景にある

2016年1月19日㈫ ～ 2月26日㈮
清国留学生部創立110年を記念し、宮崎滔天ご遺族と早稲田大学が

社会状況はどのようなものだったのか。本書は、兵粮の実態
を明らかにし、それを通じて戦国大名や戦国社会のあり方を

26号館（大隈記念タワー）
10階 125記念室

所蔵する資料をもとに企画展を開催します。
問

捉え直そうとしたものである。

文化企画課
TEL：03-5272-4783
URL：http://www.waseda.jp/culture/

『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』
入山章栄（商学学術院）著 日経BP社 2015年11月
2013年までの10年間、米国で経営学の研究に携わって来た
筆者が、急速に標準化が進む世界の経営学の知見を、日本の
ビジネスに照らし合わせながら解説している本書。
「イノベー
ション」
「CSR」
「起業」
「競争戦略」
「ダイバーシティ」など
多岐に渡るテーマが、日本では知られていない最新の切り口でわかりやすく

「人のかたち」展
会場

日程

■『開発経済学入門』
戸堂康之（政治経済学術院）著

作品を展示します。
問

會津八一記念博物館

2015年9月

早稲田大学出版部

■『「サブカル×国語」で読解力を育む』
町田守弘（教育・総合科学学術院）著

URL：http://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/

2015年9月

■『トピックからはじめる統治制度 憲法を考える』
笹田栄司 (政治経済学術院)、遠藤美奈（政治経済学術院）ほか著
有斐閣 2015年10月

第7回

早稲田狂言の夕べ

会場

大隈記念講堂 大講堂

日程

2016年4月19日㈫17:30 ～ 19:00
2015年に文化功労章を受章された、
人間国宝で校友の野村万作氏、
推

2015年10月

薦校友の野村萬斎氏をはじめ、
豪華ゲストによる狂言・仕舞のイベント
です。

岩波書店

2015年10月

■『臓器移植と医事法【医事法講座6】』
甲斐克則（法学学術院）編 信山社 2015年10月
■『心は少年、体は老人。』
池田清彦（国際学術院）著

レリーフにある人体、陶磁器の人物文、近代彫刻など多様な分野の

TEL：03-5286-3835
サイエンス社

■『【プロセス講義】民法Ⅲ 担保物権』
後藤巻則（法学学術院）ほか編 信山社

■『近代日本の国家政治』
堀真清（政治経済学術院）著

2016年3月1日㈫～ 4月23日㈯

「人の表現」をキーワードに、埴輪女子像、油彩の裸婦やエジプトの

解説されている。経営学に関心のある学生の必読書と言えるだろう。
■『刑事訴訟法制定資料全集 昭和刑事訴訟法編 11』
井上正仁（法学学術院）ほか編著 信山社 2015年8月

會津八一記念博物館
1階富岡重憲コレクション展示室

大和書房

※イベント詳細は2月以降に「早稲田文化」Webサイトに掲載予定
問

文化企画課
TEL：03-5272-4783
URL：http://www.waseda.jp/culture/

2015年10月

■『NHKはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか』
上村達男（法学学術院）著 東洋経済新聞社 2015年10月

春の留学フェア

■『学童保育と子どもの放課後』
増山均（文学学術院）著 新日本出版

会場

国際会議場

日程

2016年4月22日㈮午後のみ／ 23日㈯午前・午後（予定）

2015年10月

■『グローバル時代のビジネス英語雑談力』
藤井正嗣（理工学術院）監修 秀和システム

留学先の大学の担当者や、留学経験者、学部・留学センタースタッフ
などから、
留学に関する情報が一気に収集できるイベントです。在学中

2015年10月

■『Safety-I & Safety-II 安全マネジメントの過去と未来』
小松原明哲（理工学術院）ほか監訳 海文堂 2015年11月
■『早稲田文学2015年冬号』
早稲田文学会 筑摩書房 2015年11月

に長期・短期の留学を少しでも考えている方はぜひ参加してください。
問

留学センター
TEL：03-3208-9602
URL：http://www.waseda.jp/inst/cie

■『近代武道・合気道の形成 「合気」の技術と思想』
工藤龍太（スポーツ科学研究センター招聘研究員）著
早稲田大学出版部 2015年11月
■『早稲田学報1214号』
早稲田学報編集室 早稲田大学校友会

2015年11月

■『留学生の早稲田 近代日本の知の接触領域』
李成市（文学学術院）
・劉傑（社会科学総合学術院）編著
早稲田大学出版部 2015年12月
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風景
早 稲 田の

1925（大正14）年10月落成の図書館外観（正面）
東洋一の大図書館の竣工を当時の新聞は「凝りに凝って早大図書館成る」と伝えた。
壁面に蔦の絡まった風情ある図書館は、會津八一記念博物館、高田早苗記念研究図書館として現在も活用されている

都電荒川線早稲田駅から徒歩1分
表紙

青木美和（水彩画家、1986年第二文学部卒）
■発行

【キャンパス ナウ】2016年2月1日発行 通号218号
※本誌記事を無断で転載等する事を禁じます。

早稲田大学 広報室広報課Ⓒ
〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1-104
Tel：03-3202-5454 e-mail：koho@list.waseda.jp

■制作協力

産業編集センター

※CAMPUS NOWは年4回発行の予定です。次号は、
5月1日発行を予定しています。

『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。
■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/
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。

