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　英国のQS社※ により、QS Graduate 
Employability Rankings 2017が発表
され、早稲田大学は国内ランキングでは
昨年に引き続き第1位、世界ランキングで
は26位となりました。評価指標は、雇用
者による評価、卒業生の活躍、主要企業
との共同研究実績、企業などの学内採
用活動、卒業生の就職率等の項目から
なり、早稲田大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。
　早稲田大学は国内では2年連続の
1位、アジアでも6位となり、中長期計画 

“Waseda Vision 150” に沿った様々な
取り組みが、主には卒業生の活躍を通し
て客観的に評価された結果といえるで
しょう。“Waseda Vision 150”では、
グローバルリーダーを育成することを

重要な柱の一つとして掲げており、人材
育成という観点からもアジアのリーディ
ングユニバーシティとして世界に貢献す
る大学であり続けるために、本学はさら
なる改革を推進してまいります。
※ QS社：英国の高等教育専門調査会社。毎年世

界中の大学を評価し、様々な種類の大学ランキ
ングを発表しています。

卒業生の活躍が世界で評価されました

QS Graduate Employability Rankings 2017
世界26位、国内1位

QS Graduate Employability Rankings 2017

順位 大学名

1 Stanford University

2 Massachusetts Institute of Technology

3 Tsinghua University

4 The University of Sydney

5 University of Cambridge

6 Ecole Polytechnique

7 Columbia University

8 University of Oxford

9 University of California, Berkeley (UCB)

10 Princeton University

26 早稲田大学
29 東京大学

48 東京工業大学

51-60 名古屋大学、大阪大学

61-70 慶應義塾大学

今回の発表に伴う鎌田薫総長のコメント

　 このたび 発 表され た「QS Graduate Employability 
Rankings2017」にて、早稲田大学は昨年に引き続き国内
1位となりました。世界ランクも26位となり、昨年の33位より
順位を上げています。早稲田大学の建学の理念である3つ
の教旨では、「学問の独立」「学問の活用」と併せて「模範
国民の造就」が掲げられており、この理念は学問の成果を
私利私欲や個人の利益のために用いるのではなく、広く世
の中のために役立てようという利他的な精神をもって広く
世界で活躍する「模範国民」を育成することを意味してい
ます。今回の成果も、この理念を受け継いだ多くの卒業生
が世界の様々な分野で大いに活躍されたことの一つの結
実であるといえるでしょう。
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2016年度 早稲田大学リサーチアワード
受賞者決定

早稲田大学ティーチングアワード総長賞 受賞者

氏名 科目名

小枝淳子（政治経済学術院准教授） Macroeconomics A 01

酒井哲也（理工学術院教授） 情報アクセス評価基盤

蓮池　隆（理工学術院准教授） オペレーションズリサーチＢ

米田　元（理工学術院教授） 数学C（ベクトル解析）化学

氏名 科目名

新田小雨子（早稲田大学非常勤講師） 対照言語研究 A

ルパージュ イヴ（理工学術院教授） 自然言語処理

入山章栄（商学学術院准教授） 企業の経済学

早稲田大学ティーチングアワード 受賞者

氏名 科目名

久保慶一（政治経済学術院教授） Comparative Democratization 01

ヴェステグ ロベルト フェレンツ
（政治経済学術院准教授） Microeconomics A 01

森倉悠介（理工学術院助教） 基礎の数学　基幹（2）-II

高橋真吾（理工学術院教授） 応用システム思考

棟近雅彦（理工学術院教授） 実験計画法

野田　優（理工学術院教授） 材料プロセス工学

佐藤政充（理工学術院准教授）

分子細胞生物学Ｂ仙波憲太郎（理工学術院教授）

武岡真司（理工学術院教授）

氏名 科目名

池上摩希子（国際学術院教授） 地域日本語教育研究

翁　瑋（理工学術院助教） インテリジェント・システム概論

大滝令嗣（商学学術院教授） Human Resource Development of 
Global Business Leader 

大島　洋（商学学術院客員教授） Leadership in Business Settings

宮　信明（演劇博物館助教） 三遊亭円朝の世界（入門）

森沢小百合（早稲田大学非常勤講師） 「移動する子ども」のことばの
教育学01

高野孝子（留学センター教授） 世界が仕事場01

2016年度春学期 早稲田大学ティーチングアワード
受賞者決定
　2014年度より、優れた教育方法と創意
工夫の普及により教育の質のさらなる向
上をはかるとともに、学生授業アンケート
の活用と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対

して早稲田大学ティーチングアワードを
授与しています。本学の正規科目を担当
する教員を対象に、科目を設置する学
部、研究科および研究教育センターごと
に受賞者が選出されます。2016年度春学

期は、政治経済学部、基幹理工学部、創
造理工学部、先進理工学部、日本語教育
研究科、情報生産システム研究科、経営
管理研究科、グローバルエデュケーショ
ンセンターで実施されました。

　早稲田大学では、独創的研究の推進
と国際的な情報発信力の強化を目的と
して、2014年より早稲田大学リサーチア
ワードを設け、大規模な研究を主導的
に推進している研究者および国際発信
力の高い研究業績をあげている若手研
究者を表彰しています。
　このたび、2016年度の受賞者17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。
http://www.waseda.jp/top/research/data/

waseda-research-award

早稲田大学リサーチアワード（国際研究発信力）受賞者
WASEDA RESEARCH AWARD（High-Impact Publication） ※50音順

氏名

秋本崇之（スポーツ科学学術院教授）

秋山充良（理工学術院教授）

岩瀬英治（理工学術院准教授）

上田晃三（政治経済学術院教授）

岡島　義（人間科学学術院助教）

下田　啓（法学学術院准教授）

氏名

千葉清史（社会科学総合学術院准教授）

シルヴァン ドゥテ（国際学術院准教授）

柳谷隆彦（理工学術院准教授）

吉田　敬（社会科学総合学術院講師（専任））

寄田浩平（理工学術院教授）

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
WASEDA RESEARCH AWARD（Large Research Project） ※50音順

氏名

大木義路（理工学術院教授）

大聖泰弘（理工学術院教授）

高西淳夫（理工学術院教授）

氏名

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）
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早稲田大学が考える“就職活動”とは、「就職」がゴールではありません。

卒業・修了後も自分らしく、やりがいを持ちながら社会に貢献できる仕事を自分の目で選択する活動と考えています。

早稲田大学では、就職活動中だけでなく入学後から卒業した後も、キャリアを形成していくチャンスが学内外に、

多様に用意されています。それらを通じて、学生たちは自らの人生、働くということについて考え、

進路を選び取っていく力を養います。“早稲田ならではのキャリア支援”について、ご紹介します。

　キャリアの形は今、人によって多様化し
ています。昔のように、大学を卒業して就職
し、そこで定年まで働くだけがキャリアモ
デルではありません。会社に入ってしまえ
ばキャリア形成は終わりではなく、むしろ、
就職してからも人生をかけてつくっていく
のが現代のキャリアではないでしょうか。
早稲田大学は、大学生活の4年間を「キャ
リア形成の一部であり、スタートラインを
整える期間」と捉え、そのために学生を二
つの面から支援しています。一つは高等教
育機関として、専門知識の習得。もう一つ

は「人間的力量」の伸長です。
　人間的力量とは、違う人同士が出会い、
時にぶつかり合う中で磨かれる力で、コ
ミュニケーション力、問題解決力など、さま
ざまな力を含んでいます。多様な価値観を
育む早稲田の土壌でこの力は、ゼミや課
外活動など、キャンパス内外に点在する活
動を通して学生たちに自然に培われてい
ました。時代、そして学生を取り巻く環境
の変化に伴い、これからは自然に任せるだ
けでなく、人間的力量を伸ばす教育として
さまざまなプログラムを実践的に提供しよ
う、と考えたのが「人間的力量プロジェク
ト」です。留学、ボランティア、インターンな
ど、元々各部署が提供してきたプログラム
を2016年の夏頃から整理しはじめ、学生
に情報提供する体制を整えています。
　こういったプログラムは、「人と出会い、
交流する」ことを共通のコンセプトとしてい
ます。たとえばボランティアなら、単に被災
地のがれきを撤去して終わるのではなく、
現地の方々にヒアリングしたり、他のボラン
ティア団体と共同作業をしたりする機会
を設けます。すると人との交流が生まれ、
心で感じ、ボランティアの目的である社会
貢献の気づきとともに、新たに得た知識や
自らの体験を自覚し、言語化できるように
なっていく。それぞれのプログラムには違

う目的がありますが、どのプログラムを選
んでも人との出会いによって成長するチャ
ンスが用意されています。これにより、学生
は4年間を通して専門知識と人間的力量
を習得し、自分のキャリアを築いていける
のです。
　学生生活に限らず、卒業生や社会人
に対するキャリア形成の場としても、早
稲田大学は門戸を開いています。社会
人が次のキャリアを意識するときに活用
できる場として、公開講座など本学の研
究・教育を広く社会に開放してきた「エク
ステンションセンター」に加え、現役およ
び次世代リーダー等のエグゼクティブを
中心とした社会人向けの教育プログラム

「WASEDA NEO」も2017年度4月より始
動します。現役・卒業生関係なく、早稲田
にある情報や人脈をさまざまなライフス
テージで役に立て、生涯にわたってキャリ
ア形成に関われるのが早稲田大学の理
想の姿といえるでしょう。

教務部長 法学学術院

古谷修一教授

ふるや・しゅういち
教務部長、法学学術院教授。大学院法務研究科

（法科大学院）・教務担当・教務主任等を務める。
専門は、国際刑事法、国際人道法。武力紛争の
犠牲者に対する賠償問題などを研究し、国際機
関である国際人道事実調査委員会委員なども
務める。
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入学から卒業後まで
段階に応じた
支援体制

在学中

卒業後

さまざまな企業や自治体と連携し、実務経験
やグループワークなど、1年生からでも参加で
きるプログラムを設置しています。

留学
▼

留学センター

社会人向け
教育プログラム

インターンシップ
▼

キャリアセンター

入学後の導入ガイダン
スや、業界に合わせた
セミナーなど、学年や段
階に合わせて進路を考
えられるようなセミナー
を用意しています。

ガイダンスや
セミナー

▼
キャリアセンター

学内プログラム
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公開講座など大学の研究教育を広く社会に開放してきたエク
ステンションセンターに加え、新たにWASEDA NEOを開始。

「常に社会と対話する大学」を目指し、エグゼクティブを中心と
した社会人向けの研修プロ
グラムや拠点、ラウンジ会
員サービスを開設。リーダー
シップ、想像力、ビジネス・
パートナーを獲得する場と
して利用できます。

異文化体験や知見を広める目的でも参加できる
1週間からの短期プログラム、1年間の長期プロ
グラムなど、幅広い留学プログラムから選択でき
ます。

学びを深めたい
WASEDA式アカデミックリテラシー／

「体験の言語化」シリーズ科目など

世界を知りたい
グローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム／
ICCトーク・セッションなど

社会と関わりたい
プロフェッショナルズ・ワークショップ／
WAVOC公認プロジェクト（ボランティア）など

仲間をつくりたい
こうはいナビ／サークル活動など

個人に合った「成長の場所」が必ず見つかるよう、さまざ
まな体験ができる多彩なプログラムがそろっています。



大学でのキャリア形成において、

就職はひとつの大きなポイントとなります。

早稲田の就職について、キャリアセンターからのメッセージとともに

特徴あるデータを紹介します。

キャリアセンター
センター長

佐々木ひとみ
　早稲田大学生の就職先の特徴は、例えるなら

「富士山」でしょうか。就職者の半分は人気企業
ランキングの上位300社に入り、国家公務員（総
合・一般）試験の合格者数も全国トップ。本学
卒業生の活躍はその質と量で、日本を代表する
高さと存在感を放っています。一方で、就職先総
数は3,000機関、産業分類にある漁業以外の全
ての37業種、46都道府県に広がるなど（2015年
度卒業生）、学生は実にさまざまな道を選んで
います。まさに富士山の裾野のように四方に向
かって広く長く広がり、社会を支えているのが早
稲田の人材です。
　日本経済団体連合会のアンケート調査によ
ると、企業が新卒採用時に重視する能力とし
て、コミュニケーション力、主体性、チャレンジ
精神、協調性が上位にあがっています。早大生
にとってこれらの能力は、本学の教育プログラ
ムや多様な人間が集うキャンパスで切磋琢磨
する中で伸ばすことができます。早稲田での充
実した大学生活を通して、学生は個性と「人間
力」を磨きあげ、それぞれのキャリアの一歩を
踏み出します。その選択が多種多様であるこ
と、これが本学の強みであり伝統だと感じます。
　あと10年もするとAI（人工知能）の発展や少
子高齢化の影響などから、大きく仕事や働き方
が変わると予測されており、今ある組織や業務
が将来も同じ形かどうかは分かりません。だか
らこそこれからの時代は、生涯を通して主体的
に学び、困難に粘り強く取り組み、そして自分で
自分の道を切り拓く強い意志と実行力が重要
となってきます。学生の皆さんには「就活対策」
に囚われ過ぎず、将来を見据えてさまざまに挑
戦し、自分ならではの大学生活を送ってほしい
と思います。キャリアセンターでは、具体的に就
職を意識した学生へのキャリア支援はもちろ

ん、まだキャリアを思い描けない学生の「みら
い設計」支援も行っています。学部等と連携し
たキャリアガイダンスや先輩OB・OGとの懇談
会、センター主催インターンシップなど、仕事や
将来を考えるためのプログラムを多数実施して
います。
　本学には「自主独立」の精神で就職活動を
する学生も多いですが、第三者からの目線が
欲しいとき、不安や疑問があるときなど、気軽に
キャリアセンターを利用してほしいですね。セ
ンター主催の就職支援行事は年間250回以上、
個別相談件数は延べ1万件に上ります。面接対
策や相談のために繰り返し個別相談を利用す
る学生もいれば、イベントのみ参加している学
生もいます。学生それぞれの目的と計画に合わ
せ、上手にセンターを利用してもらいたいと思い
ます。また、キャリアセンターでなければ得られ
ない早大生に特化した独自情報の収集にも力
を入れており、内定者の体験記や各社のOB・
OG名簿、企業の人事担当者などから得た早大
生向け企業情報も随時提供しています。近年
は、留学生のキャリア支援の充実とともに、障
がい学生、LGBT学生等のキャリア支援にも取
り組み始めています。
　キャリアセンターは、今後も多様な方向性を
持つ学生一人ひとりが自分に合った方法で利
用できる環境を整備してまいります。

message

各学部別学部生の就職先業種
（2015年度）

※基幹理工・創造理工・先進理工学部の
　卒業生は7割が進学

金融
27.38%

金融
32.14%

金融
21.72%

金融
13.28%

金融
27.26%

金融
15.71%

メーカー
16.04%

メーカー
16.61%

メーカー
15.08%

メーカー
14.14%

メーカー
15.89%

メーカー
14.53%

専門サービス
11.23%

専門サービス
9.34%

専門サービス
9.41%

専門サービス
7.01%

専門サービス
12.70%

情報通信
11.11%

情報通信
12.92%

情報通信
12.03%

情報通信
13.45%

情報通信
9.50%

情報通信
13.48%

商業
9.16%

商業
8.36%

商業
6.50%

商業
6.39%

商業
10.08%

公務員
6.99%

公務員
4.13%

公務員
7.05%

公務員
8.28%

公務員
18.22%

商業
10.69%

公務員
6.81%

専門サービス
12.07%
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早稲田の卒業生の進路は、就職7割、進学2割、その他1割。
このうち文系の学部生は83.3%が就職、8.0%が進学。一方、理系の学部生は29.1%が就職、67.4%が進学しています（2015年度）。
卒業生の就職先や地域に関するデータを見てみると、学生のキャリア設計が多様性に富んでいることが分かります。

学部生の主な就職先業種（2015年度）

1 金融 1508人

2 メーカー 1169人

3 情報通信 884人

4 専門サービス 728人

5 商業 619人

6 公務員 508人

7 マスコミ 470人

8 不動産・建設 357人

9 旅行・運輸 302人

10 教員 120人

QS社
「Graduate Employability
Rankings」で
2年連続国内1位
　世界的に影響力の大きい大学ラ
ンキングを作成・発表している英国の
Quacquarelli Symonds（QS）社の「QS 
Graduate Employability Rankings 
2017」において、早稲田大学は国内1位、
世界26位（アジア6位）となりました。国
内1位は2年連続で、卒業生の活躍や企
業との連携実績が評価されました。

column
1 スタンフォード大学

2 マサチューセッツ工科大学

3 清華大学

4 シドニー大学

5 ケンブリッジ大学

6 エコール・ポリテクニーク

7 コロンビア大学

8 オックスフォード大学

9 カリフォルニア大学バークレー校

10 プリンストン大学

26 早稲田大学

29 東京大学

48 東京工業大学

51-60 名古屋大学、大阪大学

61-70 慶應義塾大学

金融
13.71%

金融
15.15%

金融
21.58%

金融
22.73%

金融
18.05%

金融
13.74%

金融
13.99%

メーカー
23.86%

メーカー
23.23%

メーカー
17.39%

メーカー
14.67%

メーカー
20.71%

メーカー
22.20%

メーカー
22.80%

専門サービス
9.14%

専門サービス
10.10%

専門サービス
10.56%

専門サービス
10.74%

専門サービス
11.24%

専門サービス
11.42%

専門サービス
12.44%

情報通信
24.87%

情報通信
20.20%

情報通信
14.29%

情報通信
14.05%

情報通信
10.65%

情報通信
10.99%

情報通信
11.40%

商業
5.58%

商業
9.09%

商業
8.54%

商業
9.50%

商業
12.72%

商業
13.11%

商業
4.66%

公務員
2.54%

公務員
6.06%

公務員
6.99%

公務員
9.50%

公務員
4.44%

公務員
2.54%

公務員
6.22%
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本社所在地別の進路決定者数（2015年度）
国内では46都道府県、海外では

19地域の企業や団体に卒業生が

就職。世界での活躍地域は年々拡

大傾向で、国内の地域創生にもグ

ローバルにも人材を輩出している

ことが分かります。

北陸・中部

355人

九州・沖縄

99人

中国

62人 関東

7,420人

四国

35人

東北・北海道

90人

海外

93人

※不明含む

近畿

577人



早稲田大学は企業などと連携し、受講をきっかけに社会とつながるような授業を幅広く準備しています。

学ぶ意欲に合わせて科目を選択することで、自分オリジナルのキャリア形成に役立てることができます。

career formation

Global Education Center    提供プログラム

ユニバーシティ    ・スタディーズ

寄附講座・提携講座

　企業や公的機関、NPOなどの寄付により運営される講座。早

稲田大学ならではの幅広い人脈を活用し、第一線で活躍する実業

家や政治家、クリエイターなどがゲストスピーカーとして登壇しま

す。実社会との接点を持ちながら各界の最新トピックに触れ、ダイ

ナミックに知見を広げることができます。

JA共済寄附講座
東北復興のまちづくり ―農からの地域創生―

早田　宰 社会科学総合学術院教授 他

　東北震災で被災した沿岸地域や農村地域を対象とし、地
方創生をテーマに考える講座。首都圏や現地へのフィールド
ワークを行い、イベント開催などの実践も通じて、協働による
東北復興の可能性を展望する。

司法書士実務概論
（早稲田大学校友会支援講座）
大場浩之 法学学術院教授

　社会人になった後直面するさまざまな企業法務に関する
基礎知識を教えることによって、社会人として問題解決にあ
たるための最低限の知識を習得させることが主な目的。司法
書士の中心的な業務内容である、不動産登記（売買・担保設
定・相続等）、法人登記（会社設立・役員変更・増資等）、成年
後見制度（高齢者問題・後見制度等）、簡易裁判所関係業務

（消費者問題・多重債務問題・悪質商法）などの理論と実務
について、法令や判例、実務現場の事例を解説する。
※ このほかに税理士・行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士の4

士業について実務概論を開講

　社会を生き抜くために必要な人間の核となる知識や教養。

好奇心を刺激する多才な分野のリベラルアーツ科目は、国内・

海外での実習や企業等と協同で実施するワークショップと

いった問題解決型・体験型の実践的な学びを多く取り入れてい

ます。

BID（ビジネス・アイデア・デザイン）
新しい価値を生み出す技術
井上達彦 商学学術院教授

　起業を考えている人たちを悩ませる「ビジネスアイデア」の
悩みを解決するお手伝い。ビジネス設計のフレームワークや
制約を学び、単なる思いつきを超えた実践的なアイデアを創
出する方法について学ぶ。

pick up

pick up

pick up
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Global Education Center    提供プログラム

ユニバーシティ    ・スタディーズ

WAVOC

ボランティア科目
実践型産学連携プロジェクト

プロフェッショナルズ・ワークショップ
　講義形式の科目に加え、講義で得た知識を実社会での体験を

通じて深める「体験的学習科目」。体験的学習科目は、いろいろな

学部や学年の仲間と一緒に国内外の社会貢献活動に科目の実習

として取り組む中で、さらなる自主的学習やアクションにつながっ

ていくよう展開します。

　プロフェッショナルズ（各業界の最前線で活躍する社会人）と

学生が、共にひとつの課題解決に取り組むプロジェクト型の実践

科目。グループワークを中心に、企業が実際に抱えている問題の

解決に挑みます。学生はプロフェッショナルズからビジネススキル

を学び、協働を通して仕事の本質を体感することができます。

2016年度協力企業
株式会社日本経済新聞／株式会社三井住友銀行／株式会社
ドクターシーラボ／日本アイ・ビー・エム株式会社／株式会社リ
ンクアンドモチベーション／本田技研工業株式会社／日本電
気株式会社／株式会社フジテレビジョン／双日株式会社／三
井住友海上火災保険株式会社

　人工心臓の研究開発をはじめとする医学と工学にまたがる学際的研究におい
て、東京女子医科大学と早稲田大学は医理工融合研究教育拠点として「東京女
子医科大学・早稲田大学　連携先端生命医科学研究教育施設」（TWIns）を設
置しています。医療臨床分野と理工系分野を融合する研究および人材育成を行う
拠点として、多岐にわたる研究で最先端テクノロジーの導入による高度先端医療
の実現を目指しています。教育は修士課程・博士課程を含む大学院教育を中心に
行い、学部レベルでは2、3年生が実験実習のために施設を利用するほか、共同大
学院専攻や、研究室に配属された4年生の卒業研究も行われています。

理工学術院
先端研究プログラム

理工学術院は他大学や企業
と連携し、先端研究や研究
者育成に貢献するプロジェ
クトを進めています。

南アジアから学ぶ途上国の農村開発
―ブータンにおける実習を通して―

平山雄大 
平山郁夫記念ボランティアセンター助教
秋吉　恵 
平山郁夫記念ボランティアセンター客員准教授

　現地実習を通して、途上国の農村開発に迫る。事前学習で
は、ブータンにおける国家開発政策の推移や内発的な発展
の取り組み、農村開発と日本との関わり等について学ぶ。実
習では、農村でのホームステイや人々へのインタビューを通し
て、ブータンに根づく文化・価値観・生活様式に触れると同時
に、農村開発を巡る現状や課題について理解を深める。実習
後は、その体験の背景にある課題を、ブータンと日本の双方
の社会をつなげることで見出していく。体験からつながる社
会課題を整理し、報告会等のかたちで発信する。

pick up
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中江 友里奈さん
2012年教育学部卒業

横浜市立 北方小学校

guidance

Q
◦  大学主催の合同説明会（山本さん）
◦  海外留学（岡崎さん、木村さん、鳥山さん）
◦  インターンシップ（岡崎さん、中江さん）
◦  海外でのインターンシップ
 （木村さん、竹内さん）
◦  ボランティア活動（矢原さん、大﨑さん）

◦   ゼミ、サークル活動やアルバイトの先輩から
の体験談（平野さん、田原さん）

◦  OB訪問（田原さん）
◦  大学院でのワークショップ（若林さん）
◦  部活動（吉田さん、大﨑さん）
◦  アルバイト、ダブルスクール（大﨑さん）

Q
◦  1年生から（中江さん）
◦  2年生のゼミ選択時（平野さん）
◦  3年生の5月（岡崎さん）
◦  3年生の夏休み
 （山本さん、矢原さん、高尾さん）

◦  3年生の秋（鳥山さん）
◦  4年生の夏（吉田さん）
◦  4年生の秋（木村さん）
◦  大学院2年生（若林さん）

Q
◦  セミナーに参加（山本さん、鳥山さん）
◦  インターンシップに応募（岡崎さん、矢原さん）
◦  先輩、先生に話を聞く（矢原さん、竹内さん）
◦  50人にOB訪問（木村さん）
◦  合同説明会に参加（田原さん）

◦  学校ボランティア（中江さん）
◦  アルバイト、海外ボランティア、旅行（高尾さん）
◦  就職のためのスクール（吉田さん）
◦  医師事務作業補助者（大﨑さん）
◦  ダブルスクールで資格を取得（大﨑さん）

Q
◦   やりたいこと、成し遂げたいことを見失わずに

いる力（山本さん）
◦   上司やチームメンバーとコミュニケーションを

とるためには、報告・連絡・相談とあいさつ。
英会話とエクセルのスキルも大切（岡崎さん）

◦   吸収する力。他人からの指摘を素直に受け入
れてスキルアップを図ること

 （平野さん、竹内さん）
◦   許容力（田原さん）

◦   振り返る力と行動に移す力（中江さん）
◦   幅広い世代とのコミュニケーション能力
 （矢原さん）
◦   ミーティング等の場で積極的に発言する力
（若林さん）

◦   自分の考えを相手に伝え、主張する力
 （吉田さん）
◦   よく聴き、読み解く力（高尾さん）
◦   問題解決能力（木村さん、大﨑さん）

Q
◦   学業にもっと励むこと（山本さん）
◦   インターンシップにたくさん行くこと
 （岡崎さん、田原さん）
◦   英語圏以外への語学留学（木村さん）
◦   海外留学（平野さん、田原さん、若林さん、
 高尾さん、大﨑さん）

◦   新聞に目を通すなど、国内外の経済の話題に
なじんでおくこと（鳥山さん）

◦   さまざまな職場、授業を見に行くこと
 （中江さん）
◦   秘書検定など、社会人マナーの勉強
 （吉田さん）

鳥山 夏子さん
2008年国際教養学部卒業

東興海運株式会社 
営業第二部

遠洋不定期船チーム

山本 香苗さん
2009年第一文学部卒業

NPO法人キッズドア
コンサルティング事業部 

教育開発室

岡崎 恵子さん
2009年国際教養学部卒業

JPモルガン証券株式会社 
業務管理部

矢原 舞さん
2015年文学部卒業

株式会社長野放送 
制作部

平野 孝徳さん
2002年法学部卒業

東京都 総務局 
人事部 人事課
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若林 真喜子さん
2011年大学院会計研究科修了

新日本有限責任監査法人 
監査統括本部 第3事業部

吉田 明霞さん
2007年スポーツ科学部卒業

株式会社神戸屋 
フレッシュ事業本部 

関東フレッシュベーカリー部 
営業課

竹内 彩乃さん
2007年理工学部卒業

東邦大学 理学部 
生命圏環境科学科 
環境ビジネス研究室

高尾 沙織さん
2009年社会科学部卒業

エイベックス・ヴァンガード
株式会社 

ビジネスアライアンス本部 
エンタメプロデュース室

大﨑 水緒さん
2014年大学院

人間科学研究科修了

東京慈恵会医科大学附属
第三病院

総合医療支援センター

木村 文香さん
2013年9月政治経済学部卒業

伊藤忠商事株式会社 
金属カンパニー 原子燃料課

田原 良平さん
2007年商学部卒業

清水建設株式会社 
営業本部 営業部

さまざまな地域や業種で活躍するOB・OGの皆さんに、

学生時代を振り返って、何が今の自分に役立ったかお聞きしました。

Q
◦   チームや部門をまとめるポジションに就くた

め、情報収集や社内外のネットワークづくりを
している（岡崎さん）

◦   女性総合職のロールモデルとなるため、社内
外のセミナーなどに参加し、ネットワークを形
成。英語力維持のための勉強も（木村さん）

◦   都民が求める施策を実現するため、地域活動
に参加するなど生きた情報を集めている

 （平野さん）
◦   より大きな案件や新しい商圏開拓のため、市

場調査や英語でのプレゼンテーション能力
の向上に努めている（鳥山さん）

◦   授業力を向上させるため、職場での研究のほ
か、外部での実践提案を行ったり研修に参加
したりしている（中江さん）

◦   環境先進国であるドイツから学び、日本の環
境配慮社会の構築に研究者として貢献すべ
く、ドイツの文化、歴史の理解に努めている

（竹内さん）
◦   海外駐在を控え英語の習得に努めている。

将来的には独立し経営者になりたいので、経
営者の集まる団体で人脈を広げている

 （若林さん）
◦   より技術的に貢献できる人材になるため、プ

ログラミング関連の研修を受けている
 （高尾さん）
◦   会社を代表する商品をつくるため、パンの主

な購買層である女性のニーズを考えマーケ
ティング活動をしている（吉田さん）

◦   クライエントに寄り添った支援ができるよう
に、休みのときは研修に行ったり、積極的に
幅広い体験を積んだりしている（大﨑さん）
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サークル、アルバイト、ボランティアなどの活動
の中で、卒業後のキャリアを考える機会はた
くさんあります。何事も目標を持って頑張って
ください（鳥山さん）

大学時代の成長速度は他のどのタイミング
よりも速いと思います。「自分にはできないか
も」と思わず、どんどん成長してください！

（山本さん）

Uターン就職も視野に入れ
ている人は、地方の企業に
勤める人の話を聞くことがお
すすめです（矢原さん）

早いうちから自分の目標を持つことが大切です。
早めに未来の自分について考えてみてください

（平野さん）
まずはアクションを起こして
みてください。必ず次につな
がる発見があると思います

（田原さん）

早稲田というプラットフォームを最
大限活用し、自分がハッピーでいら
れる仕事とは何か見極めてください

（岡崎さん）
学生時代に出会った人々は
今後も自分を支えてくれま
す。出会いを大切にしてくだ
さい（中江さん）

就職活動は自分自身と向き合
える絶好の機会です。たくさ
んの会社や社員を訪問し、あ
まり深刻に考えすぎず明るく
乗り切ってもらえたらなと思い
ます（木村さん）

興味の湧くことを見つけて
チャレンジしてください。学生
生活で得た経験は必ず将来
に役立ちます（若林さん）

異なった考え方を否定せ
ず、新たな選択肢として
考える柔軟性を持ってく
ださい（吉田さん）

挑戦したいことには全て手を出してみて、自
分の目線で「進みたい！」と思った方向に進
んでください（高尾さん）

  学生時代に一生懸命取り組
んだ経験は社会に役立つと思
うので、何か機会があれば積
極的にチャレンジしてください

（大﨑さん）

大きな決断が必要なときに備
え、小さなことでも考える癖を
つけることが大切です

（竹内さん）



楽しみながら、話す仕事を極めたい
　早稲田大学の歴史と今を見学者に伝え
るキャンパスツアー。海外からの見学者に
も対応したツアーを作ろうと2015年に設置
された「Waseda Student Ambassador」

（WSA、以下「アンバサダー」）制度で、英語
のキャンパスツアーガイドを務めているの
が木下勇馬さんだ。月1度ほどのガイドツ

アーと後輩の研修 指導を行い、14人の
WSAメンバーをリードしている。
　木下さんがキャンパスツアーに出会った
のは、高校3年生の夏だった。高校の先生の
勧めで参加したツアー。早稲田キャンパス
の木々や学生の活発な雰囲気に包まれ、

「大学らしくていいな」と予想していなかっ
た魅力を感じて受験を決めた。中学・高校
を通して得意だった英語を生かそうと、英
語英文学科を選択。早稲田に来るきっかけ
をくれたキャンパスツアーの日本語ガイド
を志望し、研修を受けた。
　ところが、日本語ガイドとしては苦戦が続
いた。ガイドの研修は膨大な資料の暗記
から始まる。キャンパス内の建物ができた
年、学部の特徴、出身の著名人、図書館の
蔵書数…。それらを覚えて研修に合格した
後も、ガイドとして独り立ちするまでに「先

ブータン王国学生ツアーで12人をひとりでガイドする木
下さん。ジョークを交えたにぎやかなツアーは終始笑い
が絶えない和やかなムードで、訪問者の心をしっかりと
つかんでいました

「やらされている」仕事はしたくない。自分の “楽しい”を軸足に
　2年連続で芥川賞受賞作品を担当した、
と聞けば浮かぶ、大物編集者のイメージ。し
かし、それを成し遂げた浅井さんは「すごい
ことをしたのは担当した作家の方 。々私は楽
しいと思った仕事をしていただけで、社会に
つながる仕事ができて良かったなと感じる
くらいです」と、あくまで自然体を崩さない。
　浅井さんの辿ってきた道は、好きなことで
貫かれている。小学生の頃から好きだった
文学を学ぼうと、早稲田大学第一文学部へ。
50年の歴史をもつ、念願の文芸サークル

「ワセダミステリクラブ」に入会し、読書の
日々を送る学生生活だった。図書館や、作
家のトークショーに行くなどひとりで過ごす
ことも多かったが「早稲田にはいろいろな
人がいて、自然と漂う“受け入れられている
感”が心地よかった」という。高校生のころ
から漠然とあった「本を作りたい」という気
持ち。「それ以外の仕事は考えられなかっ

た」と、就職活動では出版を志し、望みどお
り文藝春秋社に就職した。
　「就職してからは、どの部署でも悩みなが
ら働いてきた」という浅井さん。けれど、迷い
ながらもその度に自分なりの道を見出して
きた。最初の配属は、週刊誌の「週刊文春」。
日夜取材に奔走し、疲労やストレスも溜まる
生活だったが、仕事後は同僚と遊びに行き、
気持ちのバランスをとった。異動先の「別冊
文藝春秋」では、作家や小説との向き合い
方に悩み、周りの優秀な編集者と自分を比
べた。節目節目にふと思う「自分は編集者
に向いていないのではないか」という不安、
問い。ある時、学生時代の友人に話す機会
があった。すると「（大学生の頃）すごく楽し
そうに本を読んだり、それについて語ったり
していたよ。その時の気持ちは大事にした
方がいい」と助言を受けた。「原点に立ち戻
りました。いい意味で、ある一定の“諦め”が

株式会社文藝春秋
文芸出版局第二文芸部

浅井茉莉子さん

Profile
あさい・まりこ
北海道出身。2007年早稲田大学第一文学部英文学
専修卒業。同年株式会社文藝春秋に入社、「週刊
文春」の記者となる。「別冊文藝春秋」の編集者、「文
學界」の編集者を経て、2016年6月から現職。編集
を担当した『火花』（又吉直樹著、2015年）『コンビ
ニ人間』（村田沙耶香著、2016年）がそれぞれ芥川
賞を受賞。休日は映画や美術館の鑑賞のほか、毎
年の国内・海外旅行を欠かさない旅好き。
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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12回は教育学部3年の木下勇馬さんと、
株式会社文藝春秋の浅井茉莉子さんに
お話をうかがいました。

Front Runner
― 活 躍 す る 若 者 ―



教育学部英語英文学科 3年

木下勇馬さん

Profile
きのした・ゆうま
千葉県出身。2014年早稲田大学教育学部英語英
文学科に入学。現在も千葉県内から通学しており、
電車内での読書は日課。洋書にも抵抗なく挑戦す
る。流行に乗るよりも、時代に流されない良いもの
を好む性格で、骨董市や古着屋で気に入ったもの
を探すのが趣味。サークル活動も活発に行ってお
り、早稲田祭関係のイベントでは1千人以上の人前
でMCを務めるなど、「話す」役回りが多い。

楽しみながら、話す仕事を極めたい
輩に厳しく怒られたこともあった」という。
つまずきかけた2年生の夏ごろ、WSA制度
が設置されることを聞いて転身を決意し
た。始めてみると、大勢に向かって説明す
る日本語ガイドとは異なり、少人数の見学
者と会話をしながら説明するアンバサダー
には自由度があった。「しっかりしたプログ
ラムに沿うより、相手に応じて自由に話す
方が自分には向いていることが分かった」
と木下さん。適性が花開き、さまざまな国
の見学者から好評を得るアンバサダーと
なった。
　自由度はあるものの、同時に相手に応
じてツアー内容を変える臨機応変さも必
要とされるのがアンバサダーの難しさだ。
木下さんは、見学者の国籍によって事前に
下調べをして、より興味を惹きそうな内容を
ツアーに盛り込んでいる。米・シカゴ大学

からの見学者が来校した際は、1910年に
早稲田大学とシカゴ大が当時の安部球場
で野球の試合をしたことを紹介。現在の
中央図書館が球場跡地であることを伝え
ると、大の野球ファンであった見学者は

「知っているんですね」と大喜びしてくれ
た。「臨機応変に話すために勉強は必要だ
けれど、話す仕事は楽しい」と感じた瞬間
だった。
　アンバサダーの経験を経て「人前で話
す度胸や、人に伝える表現力が身につい
た」という木下さんは、今、アナウンサーな
どの「話す仕事」に強い関心を寄せてい
る。人気職業ではあるが、焦りはない。「好
きなことを見つけ、それを続けて、仕事に結
びついたらそれが一番ですね」。人には流
されず、自分の信条に軸足を置いて学生生
活を送っている。

「やらされている」仕事はしたくない。自分の “楽しい”を軸足に
ついて。人と比べても仕方ない。知らないな
ら知らないなりの仕事をしよう」。そう決める
と、ごく自然体で仕事に取り組めるように
なった。こうして、どこの部署でも通じる仕
事の姿勢を確立していく。
　『火花』の著者、又吉直樹さんとの仕事は、
浅井さんなりの仕事が実を結んだ出来事の
ひとつだ。又吉さんの文章を読んで「文体
があり、独自の視点もあって面白い文章を書
く人だ」と感じた純粋な気持ちを信じ、執筆
を依頼。社会現象にまでなった『火花』を
一緒につくり上げた。「又吉さんは既に芸人
として活躍されていたけれど、それに縛られ
ず、純粋な思いで仕事をできたのがよかっ
た」と振り返る。又吉さんとの仕事は、「好き」
や「楽しい」に軸足を置く浅井さんが「失敗
を恐れなければ、チャンスはつかめる」と実
感した出来事でもあった。
　編集者になって10年。浅井さんは仕事の

魅力を「編集の仕事は大変だけれど、あら
ゆる人に会うことでもらえる刺激も多いし、
作家の原稿を世に出る前に読める瞬間はぞ
くぞくする。最高に楽しい仕事」と笑顔で語
る。「仕事は“やらされている”と思わないよ
うにしています。やりたい、楽しい、と思う仕
事を増やすためには自分で見つけてくるし
かない。それがモチベーションにもなりま
す」。固定の媒体を持たない出版局に移っ
た今、活躍するステージが変わっても「楽し
い」を追求し続けるだろう。

小説の取材で台湾に行った時の写真。取材がてら色々
な場所に行けるのも楽しさのひとつ
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個人・企業の意思決定から国の政策まで
データで見える日本の経営学

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

　経営学の中には、大きく分けて経営
戦略論と、組織行動論の2つがあります。
企業の合併や経営方針など、企業レベル
の意思決定について研究するのが経営
戦略論。組織行動論は、企業の中でも
小さな課やチーム、個人の行動につい
て研究します。私が専門とするのは経営
戦略論で、特に企業間競争と提携、合併
買収、国際展開などがテーマです。企業
は合併するとパフォーマンスが上がるの
か下がるのか、海外への進出は株価に影
響を及ぼすのか、経営判断に関わるよう
なテーマを取り上げることが多いです。
　研究方法にもさまざまな手法があり
ますが、私はその中でも数値で物事を
検証する「定量的研究」をしています。
例として、「日本企業における不祥事の
要因は何か」という研究を挙げましょ

う。「定量的研究」をする場合、数字で
示せるデータを取得し、それをベースに
分析を進めます。この研究では、不祥事
の報道や発表資料と、その企業のさま
ざまなデータを集めて照らし合わせ、ど
のデータと因果関係があるかを調査し
ました。その結果、企業の持株比率が
不祥事の多少と関係するというデータ
が出ました。「外国人の持株比率が大き
い企業ほど不祥事は多くなり、経営陣
持株比率が大きい企業ほど不祥事が減
る」ということです。反対に、経営陣にス
トックオプション（自社株購入権）が与え
られていると、経営陣持株比率が不祥
事を減らす効果は小さくなるということ
も分かりました。外国人の持株比率が大
きいと不祥事が増えるというデータの関
係性からは、会社の実態を理解せず、社
員に無理をさせた結果不祥事が起こる、
ということが考察されます。定量的研究
は、こうして手を尽くして集めた数字が一

つの方向を示してくれたときに達成感を
覚えられる研究といえるでしょう。新聞
記事を一つひとつ読んだり、膨大なデー
タを集計したり と地道な作業も多いで
すが、この達成感を得るためにも、研究
のこだわりとして、データの収集や分析
に妥協せず最善の手段をとることにして
います。

　データが意外な結論を示した研究例
もありました。「日本企業が海外進出す
る際、各国の設ける環境規制がどう関係
するか」というテーマです。日本企業が
海外に工場をつくる際、排水や廃棄物
処理などの規制が厳しい国に対しては、
規制クリアのために手間やコストがかか
るため、一見進出しにくいように思われ
ます。しかしデータによると、環境関連

経営判断を数字で切る
「定量的研究」

企業だけでなく
国の政策にも役立てる研究

企業間合併における組織
文化の統合のプロセスに
ついての論文と、企業間提
携の解消についての研究

14



か。私の願いは、今ある大企業の経営層
に早稲田出身者が増えてほしいという
だけではありません。今は数字に表れ
なくても、小さな企業を起こして育て上
げ、明日の上場企業をつくるのが早稲田
出身者であってほしいですね。
※ Master of Business Administration。日本語で

は経営学修士と呼ばれ、世界各国のビジネス系
大学院（ビジネススクール）にて一定の単位を取
得することで授与されるビジネス学位

山野井順一 
商学学術院　准教授

プロフィール
やまのい・じゅんいち
2000年早稲田大学商学部卒。2004年に早稲
田大学商学部助手。米・コネチカット大学助手、
香港中文大学博士研究員を経て、2012年に中
央大学総合政策学部特任准教授。2015年から
現職。

技術に長けた企業ほど規制が厳しい国
に進出していることが分かりました。さ
らにその傾向は、より多くの国に進出し
ている企業ほど強いのです。これは、企
業からすれば、規制をクリアした後は他
の企業が参入しにくい市場で戦うこと
ができ、より有利な状況を作ることがで
きるからでしょう。さまざまな制度の国
に進出している企業ほど、ノウハウが蓄
積されて応用が効くため、どこにでも進
出しやすいということも分析できます。
この結論は、国が海外投資を集めたい
ときの論議で役立つはずです。門戸を開
こうと環境規制を緩和するより、厳しい
環境規制をクリアした優良な企業に期
待ができると考えられるためです。
　このように、経営学は企業の経営だけ
でなく国の政策にも役立つような学問で
す。現在私は、企業に協力して研修の効
果測定を行ったり、企業の課題を定量的
に分析したりする手伝いもしています。
経営学を社会に生かせるチャンスは、ま
だまだあるのではないでしょうか。

　日本にいる経営学の学者は少なくな
いのですが、世界に出てみると、日本の
経営学のプレゼンスはまだまだ低いと感

じます。日本企業の評価は世界的に見て
も高いのに、もったいないことです。私も
参加しているアメリカの経営学の最大の
学会では、8,300人の報告者のうち、日本
からはたった28人でした。英語への抵抗
があるのも課題と思いますが、日本の経
営学者はもっと世界に出ていいはずで
す。この状況を変えたいという思いから、
私自身が世界に出るのはもちろん、学生
に対しても英語への抵抗をなくしてほし
いと意識して指導しています。開設2年目
となるゼミでは、アメリカでMBA※取得の
ときに使う教科書を全員の教材として読
んでもらっています。自力で読み解くこと
で英語への苦手意識をなくすと同時に、
読めたときに「やればできるんだ」という
成功体験を実感してほしい。自らの成功
体験を積み重ねることで、卒業後、どんな
道に進んでも「やればできる」と主体的・
積極的に取り組んでほしいからです。
　また、日本の経営学と同様、地位が高
まってほしいのは早稲田出身の実業家で
す。実業界における早稲田のポジション
を数字で分析してみると、2015年、日本
の上場企業における社長の出身大学は、
早稲田が173人、慶應が270人、東大が
179人でした。役員は、早稲田が1,889人、
慶應が2,132人、東大が1,857人。卒業生
の数を考えると、早稲田出身の実業家
はもっといてもいいのではないでしょう

日本の経営学と早稲田出身の
実業家の地位を高めたい

環境規制と当該国への進出の関係性
環境関連の技術能力による差異

経営陣持株比率と企業不祥事の関係性
ストックオプションの有無による差異

環境関連の技術力が高
い企業は、逆に環境規制
の厳しい国への進出を好
む。競争相手となる企業
が少なくなるため

ストックオプションの付与
により、経営陣持株比率
の影響が弱くなる。金銭
的動機づけの上昇による、
奉仕精神の減少のため

当
該
国
へ
の
進
出
の
確
率

環境規制指標

環境技術
＝中央値

環境技術
≒1標準偏差＋中央値

環境技術
＝90パーセンタイル

不
祥
事
の
頻
度

経営陣持株比率

ストックオプションなし

ストックオプションあり

経営陣への
ストックオプション

当該国の
環境規制の
厳しさ

当該国への
進出の確率

高コストのため、
そのような国は回避？

企業の環境関連の
技術力

外国人投資家
持株比率

企業への奉仕精神の
向上により減少

株主主権の大きな
プレッシャーにより増加

経営陣
持株比率 企業不祥事

発生の確率

2015年度の早稲田商学学生懸賞論文では、
ゼミの学生が佳作に選ばれた
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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］
おかむら・かずみ
1980年早稲田大学法学部卒業。1983年弁護士登録（長島・大野法律事務所）。1988年ハーバー
ド・ロースクール修士。ニューヨーク州の弁護士登録後、1990年からモルガン・スタンレー・ジャパン
に勤務。2000年検事任官。法務省、金融庁、最高検察庁を経て2014年7月に法務省人権擁護局長。
2016年8月から現職。

消費者庁長官

岡村和美さん

　消費者庁長官を2016年から務める

岡村さん。弁護士、検事、法務省、人権

擁護局長と多彩な仕事を経た岡村さん

に、学生時代の思い出や法律家として

の心構え、早稲田大学に期待すること

をお聞きしました。

―早稲田大学に入学して、一番心に

残っていることは何ですか。

　高校時代に先輩の勧めで早稲田
大学を志望しました。ロジカルに考え
る学問が自分に合っていると思い、
法学部に進みました。心に残っている
のは、周りの学生があまりに多様だっ
たことです。同じ学年でも年齢、出身
地はさまざま。個性豊かな人たちに触
れた4年間が私を成長させてくれたと
思っています。

―弁護士を目指して勉強されていた

頃のエピソードを聞かせてください。

　大学入学当時から将来は法曹の道
に進むことをなんとなくイメージして
はいたのですが、友人や先輩の話を聞
いて本格的に弁護士を志したのは3
年生になる頃でした。同学年の学生と
比べるとスタートは遅く、当時は授業
に出てくる法律用語すら理解できな
い状態。そこからは根を詰めて勉強し
ました。もともと知的好奇心は旺盛で
すが、“試験勉強”は苦手。この生活を
長引かせるのは逆効果だと思い、「で
きるだけ早く司法試験に受かるしかな
い！」と自分にプレッシャーをかけた
ものです。早稲田祭でキャンパスがに
ぎわっているときも勉強したり、誰より
も遅く残ったりするようなつらい期間
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でしたが、スタートの遅い私にも学ぶ
機会をたくさん与えてくれた、早稲田の

“やりたいことをやらせてくれる”カル
チャーには感謝しています。その時も
実感したことですが、なんでもやると
決めたら集中することが大切。仕事と
して専門家を選んだからには、とこと
ん勉強する必要があると思います。

―司法試験合格後は、弁護士になっ

て渡米し、そして検事になられたそうで

すね。日米で積まれたさまざまな経験

やキャリアについてお聞かせください。

　私は、ひとつの目標を達成すると、
次の目標に向かう人生を歩んできまし
た。これも早稲田の「進取の精神」と
言いますか（笑）、ひとつの山を越え
ると、もうひとつ山を登って、新しい景
色を見たくなるのです。
　司法試験合格後は、弁護士の中で
も企業の法務に対応するビジネスロ
イヤーになろうと考えました。ビジネ
スの世界で仕事をするなら、本場米国
に身を置き、英語ができたほうが良い
と考えて渡米。外資系金融機関で仕
事をして、国際金融の最前線を学び
ました。帰国後、日本支店勤務も含め
て10年ほど働いた後は、行政サービ
ス、特に人権や環境に関する仕事に
興味を持ちました。学生時代に聞い
た環境権についての講演会が面白い
と思ったことや、米国で人権や環境関
連の公益活動に携わるうちに、この分
野への思いを強くしたことが理由で
す。そして法律家としての知見を生か
すため、検事に任官して各省庁へ出向
しました。検事は、裁判所で刑事事件

を担当するだけが仕事ではありませ
ん。企業の法務に弁護士が必要なよ
うに、各省庁にも法律や条約を扱う法
律家が必要で、それも検事の役割な
のです。

―法律家として、またお仕事を通し

て大切にされていることは何ですか。

　どの職場でも、法律の専門家として
頼られる人になろうと努力しました。
今も、法律に関して常に専門知識を深
めるのと同時に、その周辺の分野にも
反応できるようにアンテナを張ってい
ます。
　また、今の仕事では、基本的にひと
りで動く弁護士とは違い、チームワー
クが求められます。現在は消費者庁
の長官として、消費者行政のプロであ
る職員たちがそれぞれ最大限に力を
発揮できる環境、組織づくりを心がけ
ています。その上で、法律家としてプ
ロであり続け、持続可能な世界の実
現のために力を尽くしたいものです。

―学生に伝えたいメッセージをお聞

かせください。

　極々普通の高校生だった私。入学後
も、最初は明確な目標もなく「ふわっ
と」大学に通っていました。しかし、そ
の分柔軟に人の話を聞くことができた
ので、目の前のやりたいことに一生懸

命になりながら自分の道を築くことが
できました。皆さんも、最初は「ふわっ
と」していたって不安にならなくて大丈
夫。そのうちに少しずつ、自分で考え、
選択できるようになっていく。大学はそ
んな訓練の場でもあります。
　また、新しいことにも恐れず取り組
んでほしい。今、キャリアは自分でデ
ザインする時代です。女性が弁護士
になり、さらに公務員になるという私
が歩んだ道は、当時あまり理解されて
いませんでしたが、今は責任あるポジ
ションも任されるようになりました。自
分の進む道を枠にはめずに挑戦して
ほしいです。

―早稲田大学に期待することをお

聞かせください。

　総合大学として、学問の場として、ポ
テンシャルの高い場所であり続けてほ
しいです。私はキャンパスでは、法律を
勉強する法律サークルで同学年や先
輩と交流し、他の場所でも他学部の学
生と話したりして、彼らが本気で取り組
んでいる学問や芸術に触れました。授
業外で演劇博物館を見学したり、有名
な先生の課外講義を聴いたりして、世
界水準の研究や作品に触れたことも自
分の糧となり、そうして得た教養は大人
になった今でも思いがけない場で私を
助けてくれています。早稲田には人を成
長させてくれる「本物」の材料がゴロゴ
ロと転がっていて、それは大きな魅力だ
と思っています。今後も多様性をもって
学生を成長させてほしいですね。

人権擁護局長時代、2016年4月沖縄国際映画祭
のレッドカーペットにて。人権啓発活動中の1枚

弁護士1年目のころ。親しかったアメリカ人同僚の
妹が来日、一緒に金華山へ
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本学の新しい組織・制度など、進化する大学のしくみについて解説します。
第12回は、早稲田ポータルオフィスです。進化する大学

幅広いサービスで
学生と教育研究を支援する
早稲田の“入り口”

早稲田ポータルオフィス

　学生に対する窓口サービス、履修登録
や成績のデータ処理などは従来、各学
術院事務所がそれぞれ行っていました。
しかし、全学部共通で学べるオープン
科目が設置され、学術院事務所以外に
も窓口が増えて、職員の業務の偏りや学

生・教員の不便さが発生していました。
そこで2006年、職員の提案により、学生
へのサービス向上、業務の効率化と標
準化を目指して7号館に誕生したのが、
早稲田ポータルオフィスです。
　早稲田ポータルオフィスの主な業務
は、フロントオフィスとバックオフィスに
分かれます。フロントオフィスは、落とし
物やオープン科目の履修相談、IT利用

支援などを行う窓口業務。バックオフィ
スは、履修登録や成績のデータ処理、
メール相談対応などを行っています。
バックオフィス業務は2007年から、フロ
ントオフィス業務は2014年から各学術
院の業務を早稲田ポータルオフィスに
段階的に集約し、業務のプロセスなど
を標準化。また、学内の相談を何でも受
け付ける総合窓口の役割を持つこと
で、学生へのワンストップサービスが可
能となり、また各学術院の職員の負担
軽減も図ることができました。その分、
職員は学生へ向けたサービスの充実
や、新しいプロジェクトの創出に注力で
きるような体制を整えてきました。近年
では、対話型、問題発見・解決型教育

「アクティブ・ラーニング」を支援するグ
ループ学習スペースを2014年度に早稲田
キャンパス3号館に、続いて2015年度に
7号館、19-2号館（共創館）に設置。本学
では『W Space』と呼び、新しい学びの
形にも対応しています。

　基本的な役割に加えて、早稲田ポー
タルオフィスは、「Waseda Vision 150」
で示した「学生は、教職員とともに大学
を支え進化させる一員である」という考
え方の下、大学と学生の関わり方が変わ
るような取り組みをいくつか行っていま
す。代表的なものとして、設立当初から
採用している学生スタッフが挙げられ

大学の仕組みに合わせて
進化を続ける

学生と教職員がつくる
新しい大学へ

早稲田ポータルオフィスの窓口で対応した案件は全て履歴として残し、
スタッフ間の情報共有、サービス向上に役立てています。

相談件数

30,000

45,000

15,000

25,000

40,000

10,000

20,000

35,000

5,000

0
2006
年度

2008
年度

2010
年度

2007
年度

2009
年度

2011
年度

2012
年度

窓口集中化

W Space予約受付

総合案内
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研究室訪問
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早稲田ポータルオフィスの業務概要

フロントオフィス
（全学の総合窓口）

バックオフィス

◦ヘルプデスク（メール相談）

◦各事務所のデータ設定・
　処理を標準化、集約

◦各事務所の業務改善

◦プロジェクト体制による
　サービス向上、業務改善
◦プロフェッショナルズ・
　ワークショップ
◦こうはいナビ
◦教務事務業務
　検討チーム

◦情報企画部・
　グローバルエデュケーション
　センターの窓口機能

◦履修相談
◦授業支援
　（教室AV機器支援等）
◦IT利用支援
◦貸出サービス
◦落とし物対応
◦W Space予約受付

◦早稲田キャンパス
　学術院事務所の窓口集中化
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ます。これは、学生により良い大学づくり
に参加してもらう「スチューデント・ジョ
ブ」の先駆けであり、今も留学生を含め、
さまざまな学部や大学院の学生約50人
がスタッフとして窓口で来訪者対応や
資料作成をしてくれています。1ヵ月以上
の研修を行い、来訪者への声のかけ方
などサービスの基本を習得しています
が、学生たちはそれ以上の付加価値を
つけて応対をしてくれています。学生ス
タッフの意見を取り入れて、受付の動線
を変え、待っている人の混雑を解消した
こともあります。積極的に大学の運営に
関わる姿勢が学生に浸透してきている
といえるでしょう。
　また、職員がコーディネートしている
プロジェクトとして、学生が企業と連携
して課題解決に取り組む「プロフェッ
ショナルズ・ワークショップ」、新入生や
受験生を学生がサポートする「こうはい
ナビ」も取り組みの一つです。これまで
教員と学生とで作られていた教育の場
に職員が関わったり、学生サポートに

学生が関わったりして、学生・教職員が
一体となって次世代の大学の姿をつ
くっている最中なのです。

　このような早稲田ポータルオフィスの
体制は、学生サポートや、職員業務の改
革のお手本として、他大学からも視察を
多く受けています。しかし、今の状態は
完成形ではありません。それぞれの学
術院で蓄積された業務を機械的に集約
するわけではなく、学生や教員にとって
の利便性を損なわないよう調整しなが
ら機能を集約しているため、時間と手間
は今後もかかるでしょう。今後、学内で認
知度が高まってくれば、さらなる業務の
質を求められる立場にもなってきます。
そのためにも機能を充実させ、要望に応
えられる窓口でありたいと考えています。
　早稲田には、自発的に情報を選び取っ
て「大学の助けを必要としない」という

学生が多い傾向はありますが、早稲田
ポータルオフィスの理念は「学生ファー
スト」。学習環境を整えることはもちろ
ん、学生からの希望にも可能な限り応え
たいと思っています。必要な時にサポー
トできるよう準備を整えているので、何
かあれば気軽に相談してほしいです
し、どんどん活用してもらいたい。窓口
に顔を出していただければ、スタッフが
きっと声をかけてくれるはずです。

必要に応えられる
窓口を目指す

プロフィール　
よしだ・かずお
1987年社会科学部助手。専任講師、助教授を経て、
1998年から社会科学部教授。2014年から早稲田
ポータルオフィス長。

教務部
早稲田ポータルオフィス長

吉田和夫

　学生同士のグループ学習の機会が増えてき
たことを背景に、「Waseda Vision 150 Student 
Competition 2012」にて、学生グループ「チー
ムわせ女」が学習や活動で利用できるスペー
ス『Waseda Space』の創設を大学に提案。
それを受けて誕生したのが『W Space』です。
現在は7号館、3号館、19-2号館にあり、特に
2015年10月にオープンした7号館の稼働率は
ほぼ100％と人気です。

WASEDAらしく、自由に、独創的に
学生たちが活用する『W Space』

W Spaceのグループ用ス
ペース。学生が目的に合わ
せ、自由にレイアウトを変
えながら利用しています

学生スタッフの声
早稲田ポータルオフィスで活躍する学生スタッフに、
スタッフ業務の魅力についてお聞きしました。

　大学2年生の時、自分の大学について学びながらアルバイト
ができることに魅力を感じて、早稲田ポータルオフィスの学生
スタッフになりました。窓口には、落とし物をした方や相談事を
抱えている方が多く来訪されるので、お帰りの際にほっとした
表情になっていただけるととてもうれしく、役に立っているとい
う実感を得られることが励みになります。年代国籍を問わず多
くの人が訪れるため、
対応の難しさは日々

痛感していますが、早稲田大学がとても開
けた大学であると知りました。
　現在私は、学生数名で発案した研修教
材作成のプロジェクトに携わっています。
早稲田ポータルオフィスでは学生スタッフ
がアイデアを出す機会も多くあるため、た
だ与えられた業務をこなすだけではなく、
考えて率先して動く力が身につきました。

教育学部4年
乗京真己さん

丁寧なサポートに、教員からは学生と知って
驚かれることも
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News Report
大 学 の 今 を 知 る

indexindex
10月 October

11月 November
NIVERSITYU

1日

2016年度早稲田大学大隈記念学術褒賞の
受賞者が決定 ➡P21 Pick Up 

1日

理工学術院・高西淳夫教授ら研究グループが
脚型ロボットのプラットフォームを開発に成功
 ➡P23 Pick Up 

ESEARCH & EDUCATIONR

NIVERSITYU

2日

アウン・サン・スー・チー氏と
鎌田総長が懇談

NIVERSITYU

5日-6日

早稲田祭2016を開催

2日-7日

「HELLO HUMAN, GOODBYE HUMAN 
〜機械から始まるインタラクション展〜」を
開催 ➡P24 Pick Up 

ESEARCH & EDUCATIONR

4日

理工学術院・片岡淳教授らが
「手のひらサイズ」の超軽量コンプトン
カメラを開発し、生体内3Dカラー放射線
イメージングに成功 ➡P24 Pick Up 

ESEARCH & EDUCATIONR

NIVERSITYU

16日

ドイツ連邦共和国大統領の
ヨアヒム・ガウク氏が早稲田大学で講演
 ➡P22 Pick Up 

NIVERSITYU

22日

大学ごとの卒業生の活躍を評価する
ランキング「QS Graduate Employability 
Rankings2017」で早稲田大学が
国内1位、世界26位に

11日

「第19回早稲田大学ビジネスプラン
コンテスト」の決勝大会を開催
 ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

NIVERSITYU

17日

国連アウトリーチミッションを開催
 ➡P22 Pick Up 

15日

「早稲田大学リオデジャネイロオリンピック・
パラリンピック報告会」を開催

CTIVITYA

18日

狂言師野村萬斎氏が
「狂言とシェイクスピアの出会い」を
テーマとしたトークショーを開催
 ➡P25 Pick Up

CTIVITYA

21日

中央図書館開館25周年を記念した講演会
「私と図書館」を開催

CTIVITYA

23日

ホームカミングデーと稲門祭を開催
CTIVITYA

24日-25日

ブリュッセルで「2016 EU-Japan Forum」
を開催

CTIVITYA

25日

落語公演「柳家小三治一門会」を開催
 ➡P25 Pick Up

CTIVITYA

27日

「WASEDAサポーターズ倶楽部 
エグゼクティブ・フォーラム2016 秋」を開催
 ➡P25 Pick Up

CTIVITYA

NIVERSITYU

11日

理工学術院・笠原博徳教授が
技術者組織であるIEEEの会長に選出
 ➡P21 Pick Up 

NIVERSITYU

7日

第16回「石橋湛山記念 
早稲田ジャーナリズム大賞」の贈呈式を開催
 ➡P21 Pick Up 

NIVERSITYU

14日

国連開発計画（UNDP）と包括協定を締結
 ➡P22 Pick Up 

8日

理工学術院・木野邦器教授ら研究グループが
世界で初めてタンパク質「アコニターゼX」の
機能を解明 ➡P23 Pick Up 

ESEARCH & EDUCATIONR

9日

理工学術院・滝沢研二准教授、
人間科学学術院・玉城絵美助教が
科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の

「科学技術への顕著な貢献2016 
ナイスステップな研究者」に選出

ESEARCH & EDUCATIONR

11日

子どもに野球の魅力を伝えるイベント
「Hello!WASEDAプレイボール
プロジェクト」を開催 ➡P26 Pick Up

CTIVITYA

12日

講演会「杉原千畝とタデウシュ・ロメル」を開催
CTIVITYA

10日

羽生結弦選手（人間科学部通信教育課程）
がグランプリファイナル4連覇を達成
 ➡P26 Pick Up

CTIVITYA

23日

「2016年度 総長招待 早慶戦優勝部 
祝賀会」を開催 ➡P26 Pick Up

CTIVITYA

5日

大隈庭園で「もちつき大会」を開催
CTIVITYA

NIVERSITYU

27日

早稲田大学法学学術院・山口厚教授が
最高裁判所裁判官に任命
 ➡P21 Pick Up 

1月 January

NIVERSITYU

2日

ダブルディグリー学位授与式を開催

1日

「原子力の課題と可能性」について
特別講演会を開催

CTIVITYA

1日

理工学術院・関根泰教授ら研究グループが
約150度の低温度下での水素生成に成功
 ➡P23 Pick Up 

ESEARCH & EDUCATIONR

12月 December
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70年の歴史上初めて米国・カナダ以外から選出　

理工学術院 笠原教授がIEEE Computer Society会長に
　理工学術院の笠原博徳教授が、世界
最高峰の計算機学会「IEEE Computer 
Society」の2018年会長に選出されまし
た。米国・カナダ以外からの会長選出
は70年の歴史上初です。IEEEは世界
160カ国以上に42万人以上の会員を擁
する世界最大の非営利学術団体で、
Computer SocietyはIEEE最大のテク

ニカルソサエティであり、会員数6万人
強の情報科学・工学分野の研究・教育・
標準化・産学連携等を推進する世界的
に最も影響力のある学術組織。このた
びの当選は最高技術の研究開発の業
績、理事としての貢献、会長候補としての
ビジョン等が高く評価されたものです。
　学内ではグリーン・コンピューティン

グ・システム研究機構・
アドバンストマルチコ
アプロセッサ研究所の
所長を務め、世界最高
技術のマルチコアプロセッサとマルチ
コア用自動並列化及び低消費電力化
コンパイラの開発を産官学連携で推進
しています。

理工学術院
笠原博徳教授
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1月27日付で発令

山口厚教授（法学学術院）が最高裁判所裁判官に
　最高裁判所裁判官に、早稲田大学法
学学術院の山口厚教授が任命されるこ
ととなりました。最高裁判所は、憲法に

よって設置された日本における唯一かつ
最高の裁判所で、長官及び14人の最高裁
判所判事によって構成されています。最

高裁判所判事は、内閣
によって任命され、天皇
の認証を受けます。

法学学術院
山口厚教授
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2016年度受賞者が決定　

早稲田大学大隈記念学術褒賞
　創立者大隈重信を記念し、学術の振
興をはかる目的で設けられた大隈記念

学術褒賞において、研究上の業績が抜
群であり、学術の水準の向上に寄与する
ところ極めて顕著とされた本学の専任
教員に対して贈られる「大隈記念学術
記念賞」が、右記のとおり決定しました。
　授与式は11月1日、大隈会館にて行わ
れ、鎌田総長より本年度の受賞者4名に
正賞と副賞が授与されました。

左から大石教授、松山教授、鎌田総長、
西出教授、岩瀬准教授

記念賞
大石進一 教授
研究題目：  精度保証付き数値計算学の
 確立と実用化
松山泰男 教授
研究題目：  機械学習の基礎理論と
 情報技術への応用
西出宏之 教授
研究題目：  有機ラジカル高分子の
 機能開拓に関する研究
奨励賞
岩瀬英治 准教授
研究題目：  マイクロ・ナノ領域における
 力学を基盤とする高機能
 MEMSデバイスの実現

受賞者
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選考委員代表が講評、受賞者のスピーチも　

第16回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」贈呈式
　広く社会文化と公共の利益に貢献し
たジャーナリスト個人の活動を発掘、
顕彰してきた「石橋湛山記念 早稲田

ジャーナリズム大賞」。16回目の今年は
12月7日に贈呈式を行いました。式には、
受賞者と共に取材・報道に尽力した取
材チーム等の方 を々はじめ、報道・メディ
ア関係者、ジャーナリストを志す本学学
生など約100名が出席。同賞選考委員
を代表して秋山耿太郎氏から講評が
述べられ、その後に続いた受賞者の熱
いスピーチに、来場者は熱心に聴き入っ
ていました。受賞者（前列）と鎌田総長、本賞選考委員（後列）

公共奉仕部門 大賞
NNNドキュメント’15

「南京事件 兵士たちの遺言」
日本テレビ報道局取材班 代表 清水 潔

（日本テレビ 報道局 特別報道班）
草の根民主主義部門 大賞

「語り継ぐハンセン病 ～瀬戸内3園から～」
「語り継ぐハンセン病 〜瀬戸内3園から〜」取材班 
阿部 光希、平田 桂三

（ともに山陽新聞社編集局報道部）
公共奉仕部門 奨励賞
長期連載「原発は必要か」を核とする
関連ニュース報道
新潟日報社原発問題取材班 代表 仲屋 淳

（新潟日報社編集局報道部次長）
草の根民主主義部門 奨励賞

『日本会議の研究』
菅野 完

受賞作品
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今後のさらなる連携を

国連開発計画（UNDP）と包括協定を締結
　2016年12月14日、グランドプリンスホ
テル新高輪にて、早稲田大学と国連開

発計画（UNDP）との包括協定締結に
係る調印式が行われました。鎌田薫総

長とヘレン・クラークUNDP総裁
立ち合いのもと、橋本周司副総長
と近藤哲生UNDP駐日代表が協
定書に署名。これにより早大生が
UNDP駐日事務所にてインターン
シップができるほか、共同でのセ
ミナーやシンポジウム等の開催
で、国際機関の役割や国際開発の
重要性をより深く理解する機会が

増えました。クラーク総裁は「早稲田大
学と協定を締結することで、より多くの
若者に国際開発への理解を深めても
らいたい」と語り、それを受け鎌田総長
は「本学は国内トップクラスのグローバ
ル大学。多くの卒業生が国連をはじめ
国際機関で活躍しており、本協定締結
により国際的に活躍できる学生が増え
ることを期待している」と今後の抱負を
語り、協定締結による本学とUNDPと
の今後の連携が確認されました。

左より鎌田総長、橋本副総長、近藤哲生UNDP駐日代表、
ヘレン・クラークUNDP総裁
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ガウク ドイツ連邦共和国大統領が講演

「自分自身に通じる近道は、世界周遊である」
　2016年11月16日、ドイツ連邦共和国、
ヨアヒム・ガウク大統領が井深大記念
ホールにて講演を行いました。「日独両
国が歴史から学び、共に発展する中で
築かれた関係はすばらしい。そうした
関係があるからこそ困難な時に互いに
手を差し伸べ、連携をさらに強固なも
のに発展させてきました。現在直面す
る課題に対しても、両国は解決への技

術イノベーション能力と社会的な適応
力を備えています」と日独の良好な関
係を強調しました。会場の聴衆に対し
て、とりわけ学生には「積極的に世界に
出ていってください。ヨーロッパ、そして
ドイツを訪れて、私たちの大陸、私たち
の国を知ってください。こうした交流に
限度はありませんし、常に自分を豊か
にしてくれます」と述べ、哲学者、ヘルマ

ン・カイザーリングの言葉「自分自身に
通じる近道は、世界周遊である」を引用
し、講演を締めくくりました。

講演前、来賓室にて握手を交わす
ガウク大統領と鎌田総長
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　2016年10月17日、国連アウトリーチ
（主催：国連事務局、外務省国際機関
人事センター）が早稲田大学で開催さ
れ、本学学生を中心に多数の参加が
ありました。当日は、国連機関職員が来
日し、2030年に向けて国連が掲げる

「世界を変えるための17の目標」のほか、
各機関の活動理念や取り組む課題、具
体的な活動内容について講演。学生へ
の具体的なアドバイスとして「情熱を
もって仕事に取り組むこと」「成長のた
めに努力を怠らないこと」「大事なのは

忍耐力」というメッセージととも
に、視野を広げるために積極的
に活動をすること、専門性を持ち
そのフィールドで経験を積むこと
の重要性が指摘されました。使
命感をもって活動に取り組む国
連機関職員の情熱とエネルギー
に刺激を受けた学生たち。講演
後の各機関の質疑応答ではグ
ループに分かれ、国際機関で働
くためのステップについて積極
的に質問が挙がっていました。

国連事務局、国連人道問題調整事務所、国連開発計画、
国連児童基金、国連人口基金、UNWomen、国際移住機関、
包括的核実験禁止条約準備委員会暫定技術事務局の
職員らが来日

本学学生を中心に他大の学生や社会人の参加

国連アウトリーチミッションが早稲田大学で開催
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“見かけ”より“周り”に注目？

世界初、アミノ酸配列の相同性より
遺伝子の位置関係を重視した
タンパク質機能推定の有用性を実証
　早稲田大学理工学術院の木野邦器
教授、理工学研究所の原良太郎次席
研究員らの研究グループは、アコニター
ゼファミリーのタンパク質の中で唯一機
能が不明だったアコニターゼXが、シス
-3-ヒドロキシ-L-プロリン（C3LHyp）
脱水酵素として働くことを世界で初め
て明らかにしました。その際、アコニ
ターゼX と既知のアコニターゼのアミ
ノ酸配列との相同性（“見かけ”）より

も、その遺伝子が細菌ゲノ
ム上でL-ヒドロキシプロリ
ン代謝酵素群をコードする
遺伝子クラスター内に見ら
れること（“周り”）に注目
しました。C3LHyp脱水酵
素の基質ならびに触媒す
る化学反応は既知のアコ
ニターゼファミリーの酵素とは全く似
ていないことから、本方法は現在の

タンパク質の機能推定に新たな一石
を投じるものです。
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今回の研究成果は、英国Nature Publishing Groupの
オンライン科学雑誌『Scientific Reports』に、
12月8日10時（日本時間12月8日19時）に掲載されました

水素製造の簡便化や自動車の総合エネルギー効率向上に期待

新しい触媒反応メカニズム  低温度下で水素生成に成功
　早稲田大学理工学術院の関根泰教
授らの研究グループは、わずか150度
程度の低温度において、天然ガスの主
成分メタンと水蒸気のパラジウム（Pd）

触媒を用い反応系に弱電場をかける
ことにより、充分に速い反応速度かつ
不可逆的に水素を生成することに成
功。これにより簡便に水素を作り出す
ことが可能になりました。研究では、電
場の中で反応中の触媒の状態を観察
することで、触媒表面に吸着した水を
介して、プロトン（H+）が速やかに動き、
プロトンの表面ホッピングが低温でも
反応を促進していること、また、このプ

ロトンと吸着分子との衝突が不可逆過
程を生み出していることを発見し、新
しい触媒反応メカニズムを立証しまし
た。今後は民生分野への応用も期待さ
れます。すでに、排気ガスと燃料を低
温で反応させて自動の総合エネルギー
効率向上を狙った研究を展開中です。
今回の研究成果は、英国Nature Publishing 
Groupの オ ン ラ イ ン 科 学 雑 誌『Scientific 
Reports』に、12月1日10時（日本 時間12月1日
19時）に掲載されました。
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表面でイオンが
ホッピングして
反応が 進むイ
メージ

災害現場を模擬したがれき上での移動を可能に

脚型ロボットプラットフォーム
「WAREC-1」 誕生

　内閣府総合科学技術・イノベーショ
ン会議が主導する革新的研究開発
推進プログラム（ImPACT）タフ・ロ
ボティクス・チャレンジの一環として、
理工学術院の高西淳夫教授、高等研
究所の橋本健二助教、三菱重工業株
式会社らは、脚型ロボットのプラット
フォームとなる「WAREC-1（WAseda 

REsCuer-No.1）」
を開発。4つの肢を
持つ脚型ロボットは、1肢7自由度の全
28自由度を持ち、垂直はしご昇降だ
けでなく、4脚歩行や2脚歩行も可能な
ように設計されています。分散制御シ
ステムを採用することで省配線化を、
中空構造のアクチュエータユニットを

開発することで各肢内部への配線の
収納を実現。腹ばい移動も可能な頑
健な「WAREC-1」の開発により、胴体
部を路面に積極的に接触させること
で災害現場など崩壊の危険性のある
がれき上の移動を可能にしました。
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脚型ロボットのプラットフォーム
WAREC-1。
1肢7自由度の合計28自由度で
構成され、体重約150kg。
各手先・足先には6軸力覚センサ、
胴体内部にはIMU

（Inertial Measurement Unit）を持つ
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　理工学術院の片岡淳教授の研究室
は、「手のひらサイズ」の超軽量コンプ
トンカメラを開発し、3種の異なる放射
性薬剤を投与した生体マウスの3D
同時分子イメージングに成功しました。
さらに、1回あたり10分、30°おきのマル
チアングル撮影を実施し、薬剤の3D分
布を可視化することにも成功しました。
本研究成果は国際学会 IEEE Medical 
Imaging Conference にて、口頭発表さ

れたもので、従来の2Dモノクロ静止画
を基調とする画像診断を脱却し、3D
カラー放射線イメージングの新しい扉
を開く意味でも期待されます。超小型
装置ですが解像度・感度ともに優れ、
40mm先にある1MBqのガンマ線源を
ほぼリアルタイムに可視化、かつPET
と同等の解像度（約3mm）を実現しま
した。さらに小型軽量を生かしたマル
チアングル撮影により、3次元かつカ

ラー放射線イメージングが可能となり
ました。

生体内3Dカラー放射線イメージングを実現

重量1/10「手のひらサイズ」コンプトンカメラ
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装置の重量は 580グラム、
大きさは 4.9×5.6×10.6cm と超小型

機械から始まるインタラクション展

「HELLO HUMAN, GOODBYE HUMAN」
　理工学術院の橋田朋子准教授の
研究グループは、2016年11月2日～
7日、TOKYO DESIGN WEEK2016 
Interactive展に おいて、「HELLO 
HUMAN, GOODBYE HUMAN」と
題した展示を行いました。「インタラク

ション」という言葉から一般的に想起
される「ヒトから機械への働きかけ」
という先入観を取払い、機械から始ま
るインタラクションの在り方を探ると
した同展示。私たちの日常生活をイ
メージしながら「機械がヒトに働きか

ける世界」「ヒトが機械の作法に則る世
界」「機械が機械に働きかける世界」の
3つの観点で、すぐそばにある未来を具
現化した、ユニークな10個の新作機会
の作品群をインタラクティブデモ形式
で展開しました。今回の展示は、インタ
ラクションやインタラクティブシステム
の概念の転換に一石を投じると同時
に、研究室の中に閉じた技術ではなく、
私たちの日常生活にリアルに展開・利
用が想像しうる形で、すぐそばにある未
来を体感させることが期待されます。
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itshelf：
自己変形する棚

Brightness bar：
明るさバーの人への適用

Photo Jammer：
カメラで撮影できない空間

ファイナリスト6チームが競合

ビジネスプランコンテスト決勝大会
　2016年11月11日、早稲田大学大隈記
念講堂小講堂にて「第19回早稲田大学
ビジネスプランコンテスト」の決勝大会
が開催されました。本大会は早稲田大
学インキュベーション推進室が主催す
る、早大生の起業家精神を育み、新規
事業の創出を支援するためのコンテス
トです。決勝には予選を勝ち抜いた
ファイナリスト6チームが登壇しまし
た。優勝はチーム「ポズ」のプラン『1

日1回、人生を変えるヒントが届
くアプリ』で、オーディエンス賞も
受賞。準優勝はチーム「VForm」
のプラン『VForm』が受賞しま
した。「ポズ」は江澤 拓宣さん

（政治経済学部2年）、「VForm」
は保坂朋輝さん（人間科学部3
年）のそれぞれソロのチームが
競い合い、受賞者は、皆を釘付けにす
るようなプレゼンテーションや革新的

なビジネスアイデアでオーディエンスに
驚きを与えてくれました。
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熱いプレゼンテーションを繰り広げた江澤拓宣さん
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「落語とメディア」展 同時開催企画

落語公演「柳家小三治一門会」を開催
　2016年10月25日、大隈記念講堂大講
堂で柳家小三治一門会を開催しました。
これは、同期間に早稲田大学演劇博物
館で開催された企画展「落語とメディ
ア」の関連イベントとして開催されたも
のです。新宿区に生まれ育ち、いまも
同区内在住の「高田馬場の師匠」こと
柳家小三治師匠が早稲田を訪れるの
はなんと17年ぶり。開口一番は、前座の

柳家小はぜさんの「平林」、仲入り前は、
柳家ろべえさんの「妾馬」、仲入り後の
ヒザガワリは、柳家そのじさんの「寄席
囃子」。2016年5月に亡くなられたばか
りの柳家喜多八師匠の出囃子「梅の
栄」などを演奏しました。トリの小三
治師匠の演目は「千早ふる」。人間の
可笑しみに満ちた落語の世界を見事
に演じて見せました。落語の魅力、素

晴らしさを感じてもらえる会に、観客
から盛大な拍手が贈られました。
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現在落語会唯一の人間国宝の柳家小三治師匠

©Arata Mino

早稲田大学への支援者との集い

「WASEDAサポーターズ倶楽部 
エグゼクティブ・フォーラム2016 秋」開催
　2016年10月27日「早稲田大学をご
支援いただいている皆様との集い
WASEDAサポーターズ倶楽部 エグゼ

クティブ・フォーラム 2016 秋」を開催。
今回は同倶楽部特別会員（本学名誉
称号贈呈者）である校賓、維持員、栄誉
賛助員、光輝賛助員ならびに名誉賛助
員が招かれました。第1部では、鎌田薫
総長による挨拶の後、公益社団法人
日本プロサッカーリーグチェアマンの
村井満氏による「地域にスポーツがあ
ること～豊かなスポーツ文化の発展を
目指して～」についての講演会が行われ
ました。第2部懇親会では、同倶楽部メ

ンバーズ基金の支援事業より体育各
部を代表し、ラグビー蹴球部の山下大
悟監督から御礼と今期の意気込みが
語られたほか、WSCメンバーズ基金グ
ローバル人材育成奨学金奨学生や熊
本地震被災支援のボランティア学生
が会員の方々への御礼と現地での経
験を報告。最後は、応援部リードのもと
紺碧の空・早稲田大学校歌を斉唱し、
盛会裏に終えました。
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村井チェアマン講演の様子

野村萬斎氏が語るトークショー

「狂言とシェイクスピアの出会い」
　2016年10月18日、狂言師・野村萬斎
氏によるトークショー「狂言とシェイク
スピアの出会い」（聞き手：児玉竜一
演劇博物館副館長）が大隈記念講堂
大講堂にて行われました。
　ロンドンに留学した経験を持ち、し
ばしば英国で公演を行ってきた萬斎
氏。中世に由来する狂言とシェイクス
ピア劇には多くの共通点がある一方、
英国では当時の演技方法が現代に
残されていない事を指摘。さらにロン

ドンで狂言に翻案したシェイクスピア
劇を公演した際に、現代的なリアリズ
ムの手法よりも狂言の型や身体性が
演出に有効であることに気がついた
という体験など、豊富な知識と経験
に基づいた興味深いトピックが尽き
ませんでした。ほか、ゴジラのモー
ションキャプチャーアクトをつとめ話
題となった映画『シン・ゴジラ』のエ
ピソードなど、ジャンルを超えた活動
に果敢に挑戦する萬斎氏の身振りを

交えた講演は、会場を大いに沸かせ
ました。
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狂言の技法を応用した演出について語る
野村萬斎氏
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News Report
大 学 の 今 を 知 る

研究・教育R受賞P 各種活動A大学全般U

現役プロ野球選手も参加

「Hello!WASEDAプレイボールプロジェクト」開催
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Y 　2016年12月11日、安 部 球 場 で

「Hello! WASEDA プレイボールプロ
ジェクト～野球を始めよう、楽しもう、
学ぼう～」が開催されました。西東京
市在住の小学生以下の子どもたちを主
な対象とし、ミニゲームや、怪我を予防で
きる正しい体の動かし方を知ることがで
きる企画など盛り込んだ同イベントは、
本学野球部OB組織と現役野球部員、大
学公認プロジェクト「Hello!WASEDA」
の共催。講師役は本学出身の現役野
球選手：福岡ソフトバンクホークス・和
田毅投手、MLBヒューストン・アストロ

ズ・青木宣親外野手、横浜DeNAベイス
ターズ・須田幸太投手、北海道日本ハム
ファイターズ・斎藤佑樹投手、有原航平
投手、千葉ロッテマリーンズ・中村奨吾
内野手らが務め、随所にプロならでは
のプレーを披露。子どもたちからは歓
声があがりました。野球を実際に「体
験」し、正しいフォームや準備運動を

「学ぶ」こともでき、イベントは大盛況の
うちに閉幕しました。

普段はなかなか接することのできないプロ選手
と交流できる貴重な機会に
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男女史上初

羽生結弦選手が前人未到の
グランプリファイナル4連覇
　2016年12月10日、フランス・マルセイ
ユで行われたフィギュアスケートのグラ
ンプリファイナル。羽生結弦選手（人
間科学部通信教育課程）がフリー
187.37点、総合293.90点で、男女を通じ
て史上初となる4連覇を達成しました。
羽生選手はソチ冬季オリンピック金メ

ダル獲得の総長報告の際に「心理学
や統計学、数学にも関心があり、科学
的な方法でフィギュアスケートの技術
や表現力を高めることができると考え
ています」と学業への思いも語ってい
ました。文武両道の道を突き進む羽生
選手にこれからも注目です。

GPファイナル男子で4連覇を達成した
羽生選手のフリー＝マルセイユ（共同）

　2016年12月23日、早稲田キャンパス
10号館109教室および大隈ガーデンハ
ウスにて「2016年度 総長招待 早慶戦
優勝部表彰式 祝賀会」が行われまし
た。今年6回目を迎えるこの会は、鎌田
薫総長の呼びかけのもと開催。早慶戦
に勝利した部（チーム）の栄誉を讃え
賞するものです。2016年度は、4年生を
中心とした部員、および指導者、OB・
OG会長ら、応援 部を 含 む33部（46
チーム）より約450名が参加し、大学か
らは鎌田総長、河野洋平稲門体育会

会長、村岡功スポーツ
振興・オリンピック・パ
ラリンピック事業推進
担当理事、岩井方男競
技スポーツセンター所
長が出席しました。
　表彰式では、鎌田総長より勝利した
部を代表してヨット部に賞状が、応援
部に感謝状が授与されたほか、記念
写真撮影が行われました。祝賀会では、
各部に鎌田総長直筆のメッセージが
刻まれた『スペシャルカード』を贈呈。

さらに「早稲田のあしながおばさん
（匿名希望）」と「本庄早稲田の杜農業
プロジェクト」からの差し入れで、参加
者に特製カレーやポテトサラダが振る
舞われました。和やかな歓談とともに
鎌田総長と写真を撮るなど、楽しいひ
と時となりました。

早慶戦に勝利した部を表彰

「2016年度 総長招待 
早慶戦優勝部表彰式 祝賀会」を開催
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早慶戦に勝利した部、応援部が一堂に
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■ 『プロセス講義　民法Ⅴ　債権2』
 後藤巻則（法学学術院）ほか編　信山社　2016年9月

■ 『運動部活動の理論と実践』
 友添秀則（スポーツ科学学術院）編著　大修館書店　2016年9月

■ 『ダイバーシティ時代の行政学　多様化社会における政策・制度研究』
 縣公一郎（政治経済学術院）・藤井浩司（政治経済学術院）編　
 早稲田大学出版　 2016年10月

■ 『EUとは何か【第2版】―国家ではない未来の形―』
 中村民雄（法学学術院）著　信山社　2016年10月

■ 『小児医療と医事法【医事法講座7】』
 甲斐克則（法学学術院）編　信山社　2016年10月

■ 『有斐閣判例六法　平成29年度版』
 長谷部恭男（法学学術院）ほか編集代表　有斐閣　2016年10月

■ 『都市空間のガバナンスと法』
 吉田克己（法学学術院）ほか編　信山社　2016年10月

■ 『「主権国家」成立の内と外』
 大日方純夫（文学学術院）著　吉川弘文館　2016年10月

■ 『映像文化の社会学』
 長谷正人（文学学術院）編　有斐閣　2016年10月

■ 『坊っちゃんのそれから』
 芳川泰久（文学学術院）著　河出書房新社　2016年10月

■ 『偉業』
 ナボコフ著、貝澤哉（文学学術院）翻訳　光文社　2016年10月

■ 『祈りと再生のコスモロジー　比較基層文化論序説　池田雅之先生古稀記念』
 池田雅之（社会科学総合学術院）ほか著　成文堂　2016年10月

■ 『日本の現場　地方紙で読む2016』
 早稲田大学ジャーナリズム研究所編　早稲田大学出版　2016年10月

■ 『ジャック・デリダと精神分析　耳・秘密・灰そして主権』
 守中高明（法学学術院）著　岩波書店　2016年11月

■ 『新時代の刑事法学（上巻）（下巻）』
 高橋則夫（法学学術院）・山口厚（法学学術院）ほか編　信山社　2016年11月

■ 『東南アジアの紛争予防と「人間の安全保障」
 武力紛争、難民、災害、社会的排除への対応と解決に向けて』
 山田満（社会科学総合学術院）編著　明石書店　2016年11月

■ 『ワセダ発！ぶつかる社会連携』
 友成真一（理工学術院教授、社会連携研究所所長）著　水曜社　2016年11月

■ 『早稲田学報』
 早稲田大学学報編集室　早稲田大学校友会　2016年11月

■ 『ワセダアジアレビュー　No.19』
 早稲田大学地域・地域間研究機構編　明石書店　2016年11月

■ 『現代日本語の文法構造　形態論編』
 上野義雄（理工学術院）著　早稲田大学出版　2016年12月

■ 『ヘルスコミュニケーション　健康行動を習慣化させるための支援』
 島崎崇史（人間科学学術院）著　早稲田大学出版　2016年12月

■ 『アクティブラーニングを成功させる学級づくり
 「自ら学ぶ力」を着実に高める学習環境づくりとは』
 河村茂雄（教育・総合科学学術院）著　誠信書房　2017年1月

留学センター 春の留学フェア
会場 総合学術情報センター 国際会議場
日程   4月14日㈮午後のみ／ 15日㈯午前・午後　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度に収集できるイ
ベントです。在学中に長期・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。※詳細スケジュールについては、留学センター Webサイトをご参照ください。

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

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

會津八一記念博物館　「茶の道具」
会場 會津八一記念博物館 1階富岡重憲コレクション展示室
日程   3月1日㈬〜4月28日㈮　富岡氏が蒐集した唐物、和物から高麗茶碗に至るまで

の茶碗の数 と々、釜、茶入、茶杓、花生、床を飾る軸物などの茶の道具を展示します。
問  會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
　 URL： https://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/

総合学術情報センター（中央図書館） 
早稲田大学中央図書館開館25周年記念展示
第1期 図書館所蔵の国宝・重要文化財
第2期 日本の古籍を中心に
第3期 海を越えてきたもの
会場 総合学術情報センター 2階展示室
日程 第1期 3月17日㈮〜4月5日㈬
  第2期 4月10日㈪〜4月27日㈭
  第3期 5月10日㈬〜6月2日㈮
  中央図書館開館25周年記念事業として国宝・重要文化財を含めた名品と開館

後新たに収蔵したものの中から選りすぐりの資料を展示します。
問    図書館特別資料室　TEL：03-5286-1754

早稲田大学地域・地域間研究機構　「今、キューバを考える」
会場 小野記念講堂
日程  2月6日㈪13：00 〜15：00　社会主義経済を維持してきたキューバの一党体制の

行方を占うとともに、タブーであった人種問題の再解釈を専門的見地から報告する。
問  ORIS事務所　TEL：03-3202-2537（内79-2201）
　 E-MAIL: oris-jimu@list.waseda.jp

早稲田大学文化企画課
①早稲田大学・美濃加茂市文化交流事業「モノを蒐めるまなざし
 －早稲田大学會津八一記念博物館蔵のコレクションとともに」
②LINK～ナカノとワセダをつなげるlive ～
③第8回早稲田狂言の夕べ
会場   ①26号館大隈記念タワー 10階125記念室
   ②野方区民ホール
  ③大隈記念講堂
日程  ①2月8日㈬〜 3月7日㈫10:00 〜 18:00 ※2月10日㈮、26日㈰、3月5日㈰は休室
   本学文化推進部と岐阜県美濃加茂市による共催企画展。會津八一記念博物館、

美濃加茂市民ミュージアムが所蔵する貴重な資料が多数出品されます。
   ②3月20日（月・祝）14:00 〜 16:00（開場 13:20）　三味線、ジャグリング、

アルゼンチン・タンゴ。早稲田大学の誇る個性あふれる学生団体が大迫力のパ
フォーマンスを披露します。

   ③4月18日㈫17:30 〜 19:00　2015年に文化功労者顕彰も受けた、校友で人
間国宝の野村万作氏、子息で推薦校友の野村萬斎氏をはじめ、豪華出演者による
狂言公演です。※詳細は、2月以降に下記Webサイトに掲載予定

問    文化企画課　TEL：03-5272-4783
　 URL： https://www.waseda.jp/culuture/

平山郁夫記念ボランティアセンター
①WAVOCボラカフェ　②WAVOCプレゼンコンテスト
会場 ①3号館CTLT教室（予定）　 ②総合学術情報センター国際会議場
日程  ①4月上旬　早稲田大学学生ボランティア団体が新メンバー募集活動のために

ブースを出展して国内外での活動を紹介します。
  ②4月22日㈯　早稲田大学学生ボランティア団体が一堂に会し、国内外での活動

内容についてプレゼンコンテストを実施します。彼らと一緒に世界・日本の問題に
ついて考えてみませんか。

問  平山郁夫記念ボランティアセンター　TEL：03-3203-4192　
　 URL： https://www.waseda.jp/inst/wavoc/

今号のオススメ
『体験の言語化』
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター編　成文堂
2016年11月

「体験の言語化」は新しい教育手法です。この授業では、「心を揺さ
ぶられた体験」を起点に、それを論理的に「社会の課題」につなげ
ます。「教わる」のではなく、自分の頭で考えぬくことの苦しみと喜び
を知った学生は、生涯を通じて主体的・能動的に行動できるように
なります。その実践と理論を紹介します。

本学教員の著書や各部署による刊行物をご紹介します。
※（　）内は著者・編者・監修者の所属（刊行時）です

Books Events1–4月

本学で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

（https：//www.waseda.jp/top/event）イベント情報をご覧ください。
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歩廊に佇む大隈重信像。視線の先に拡がるは大隈庭園
―そこにはかつて大隈邸があった

東西線早稲田駅から徒歩5分。
大隈記念講堂北側回廊




