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 新２年生の皆さん、昨年度は入学式が中止になってしまい、申し訳ありませ

んでした。１年遅れ、または昨年９月入学の皆さんには、半年遅れになります

が、本日、改めて皆さんのご入学をお祝いさせていただきます。新たに２年次を

迎える皆さんはもちろん、皆さんを育て、支えてこられたご家族・ご親族の皆様

も、早稲田大学へのご入学は、たいへんお喜びのことであったと存じます。本日

は、遅ればせながら、早稲田大学を代表して、私からお祝いの言葉を申し述べさ

せていただきます。また、同時にお詫びの言葉も述べさせていただきます。 

 

今年の新２年生は、特別な思いを持って、本日出席されていることでしょう。

この１年間、新型コロナ・ウイルスによるパンデミックに、日本中が、いや世界

中が振り回されました。昨年度、春学期の授業はすべてオンラインになり、秋学

期も対面授業は限られた範囲にとどまりました。とくに、皆さんの中には、１年

間を通してオンライン教育を受けることになった方も多かったかと思います。

それらの点に関しましては、大変申し訳なかったと思っています。しかし、感染

拡大を確実に防ぐためには、他に方法がないと考えていました。仕方がなかっ

たとはいえ、私たちも苦しんだ末の辛い選択でした。 

 

皆さんは、こうした辛い思いの中、不安と闘いながら、１年間を過ごされ、進

級されました。皆さんが逆境をはねのけ、本日の式典に参加されていることに、

敬意を表し、心からお祝いを申し上げます。 

 

 私が早稲田大学の総長になって２年半近くになりますが、そのうち１年以上

をコロナ対策に費やしました。その意味で、皆さんも私たち教職員も、この１年

間を「失われた１年」と感じるかもしれません。しかし、私たちは決してこの経

験をネガティブな記憶として残すだけではいけないと思います。コロナによる

パンデミックの中で学んだことを未来に繋げていかなければなりません。 

 

 私は、総長に就任して以来、学生の皆さんに「たくましい知性」を鍛え、同時

に「しなやかな感性」を育んでもらいたい、と言ってきました。これは、建学の

精神に沿いながらも、新しく早稲田の教育方針を表現したものです。コロナ・パ

ンデミックの経験により、この二つの言葉は、より現実味を帯び、理解しやすく

なりました。 



 

 

 

「たくましい知性」とはどのようなものでしょうか。今日、人類が直面する問題

の多くは、答えのないものばかりです。たとえば、世界では地球の温暖化が、先

進民主主義国においては国民の分断と亀裂の危機が、日本では少子高齢化が問

題になっていますが、これらの問題の解決策は、教科書にも専門書にも記され

ていない、正解のない問題なのです。このような「答えのない問題に、自分の頭

で考えて、自分なりの解決策を考え出せる知性」を「たくましい知性」と私は呼

んでいます。 

 

 昨年来のコロナ・パンデミックは、まさに誰一人正解を知らない問題の典型

でした。コロナ・パンデミックという人類にとって未知の問題を経験した皆さ

んだからこそ、早稲田で「たくましい知性」を鍛えてもらいたいと思います。 

 

 ただし、未知の問題を自分の頭で考える際には、大学で修める学問が必要不

可欠になります。学問とは、人類が文字を発明して以来約５千年の人類の経験

のエッセンスを体系的にまとめたものです。したがって、人類が過去に経験し

ていない問題の正解は、学問の中には記されていないかもしれません。しかし、

過去に人類が直面した未知の問題に、どのように人々が挑戦し、解決してきた

かは記されているはずです。つまり、答えのない未知の問題に、どう挑戦するの

かという方法論が学問には体系的に示されているのです。ですから、学問を修

めることをおろそかにしては、「たくましい知性」を鍛えることはできません。 

 

 もう一つの「しなやかな感性」を育むことが大切な理由は、人類には異なる国

籍・民族・言語・宗教・文化・信条を持つ人がいるからです。異なる性別の人や

性的少数者の人々もいます。それらの自分とは異なる人々の考え方や感じ方を

理解できる感性を「しなやかな感性」と私は呼んでいます。これがなくては、未

知の問題に対して皆さんが自分の頭で考え出す解決策も、視野が狭く、地球上

の人類の誰にでも納得いくものにはならない可能性が高くなります。 

 

ここで、昨年度の早稲田大学のコロナ・パンデミックへの対応を振り返って

みましょう。皆さんが、答えのない問題に立ち向かっていくために、参考となる

身近な事例であると思われるからです。昨年の２月下旬以降、私たちがどのよ

うに未知の問題に立ち向かったか、その背景にあった考え方と論理を述べさせ

ていただきます。私たち早稲田大学の執行部は、昨年の２月半ばには、新型コロ

ナ・ウイルス感染症の拡大は、パンデミックであると認識しておりました。世界

保健機構（ＷＨＯ）が公式にパンデミックと認定する約３週間前に、私たちはそ

のような認識をすでに持っておりました。2020 年２月 25 日には、学内に新型コ



 

 

ロナ・ウイルス感染症対策本部を設置して、第１回の会議を開催しました。それ

以来、昨年度１年間で 55 回の対策本部の会議を開催し、私はそのすべてに参加

し、陣頭指揮を執ってきました。 

 

私は、パンデミックに対処することは危機管理である、という意識を執行部

内で共有することから始めました。そして、危機管理の際、意思決定の基本

は、”Minimizing Maximum Regret (Mini-Max Regret)”という経済学の一つの

考え方に沿うべきだと、基本原則を掲げました。それは、「最大の後悔（もしく

はダメージ）を最小に留める」という考え方に沿って、意思決定をするというこ

とです。この経済学の理論に基づいた確固たる方針があり、それがぶれなかっ

たので、早稲田は他大学よりも早めに的確な決断ができたのだと思います。 

 

次に、早稲田が研究大学として、最低限護らなくてはならないものとは何か、

を定めました。私は、次の三つが、早稲田が果たすべき使命であり、最低限護る

べき目標であることを確認しました。 

  第１に、学生と教職員の健康と生命を護ること。 

  第２に、どのような環境でも学生に教育を提供すること。 

  第３に、どんなに厳しい条件下でも研究を継続すること。 

 

この三つの使命を果たすため、一時的に諦めなくてはならないことを定めま

した。先に述べた「最大のダメージを最小にする」という方針に基づき、普段で

あれば、「やる方が良い」もしくは「やれれば良いな」と思うことであっても、

早稲田大学が最低でも護らなくてはならないことが護れなくなる危険性がある

のならば、諦めるという方針を定めました。 

 

その結果、卒業式、入学式を中止し、さらにスポーツ競技の体育各部の春合

宿、学生サークルなどの課外活動の自粛を２月下旬に決めました。学内で感染

拡大の大規模クラスターが発生すれば、春学期の授業ができなくなるからです。 

 

 ２０２０年３月中旬には、早稲田大学が重視すべき意思決定の理念をもう一

つ掲げました。それは、国連の SDGs が掲げる”No one will be left behind”

「誰一人取り残さない」という理念です。この理念が必要になった理由は以下

の通りです。 

 

早稲田大学には、年間８,０００名以上の海外からの留学生が学びに来ていま

す。そのうち、約５,５００名は正規の学生か交換留学生で、昨年の春学期の授

業を受けて単位を取得することが必要でした。また、国内でも首都圏以外の出



 

 

身者が、全体の約３分の１にあたる、１７,０００名おりました。合計で２２,０

００名以上の学生が、昨年の春学期には、東京ならびに首都圏に入ってこられ

ない状況でした。そうしたなかで、これらの学生たちを置き去りにして、キャン

パスでの対面授業を進めることは許されないと考えました。この考え方が、ま

さに自分とは異なる他者を思いやる利他の精神、すなわち「しなやかな感性」の

考え方でした。 

 

 同時に、私たちは、コロナ・パンデミックの状況では、経済的に立場の弱い

人々が、また貧しい国や地域の人々が、より感染しやすく、辛い立場に置かれて

いることを学びました。コロナ・パンデミックを経験して、より一層「しなやか

な感性」の大切さを学んだわけです。 

 

このように、早稲田大学のコロナ・パンデミックへの対応策を決定する際に

基礎とした理念と方針は、「たくましい知性」と「しなやかな感性」を重視する

考え方から生まれたのです。私たちは、皆さんと共に、「たくましい知性」を鍛

え、「しなやかな感性」を育みながら、大学運営をしていきたいと思っています。 

 

 さらに、コロナ・パンデミックの経験を未来に繋げようと考える中で、学んだ

ことがいくつかあります。教育に関して言えば、大学では学生と教員が、または

学生同士が、対話もしくは討論、熟議をすることが、非常に重要であることの再

確認です。中世のヨーロッパで始まった University という教育の場では、「熟

議」という複数の者による討論が、非常に重視されていました。私たちはコロナ

のパンデミックの中で、今日の世界のどの大学でも同様に、対面での「熟議」が

きわめて大切であったことを改めて認識しました。 

 

 それと同時に、３００人も入る大教室で、教授が一方的にマイクで講義をす

るタイプの授業では、オンラインによる講義でも、同等かそれ以上の効果を上

げられることも分かりました。教授がしっかりと準備をしてパワーポイントな

どを用意すれば、対面と同等以上の効果があることも分かりました。同時に学

生一人一人が講義を聴いて、しっかりと復習をすれば、一人でじっくりと考え

て理解する「熟慮」には、オンライン教育は適していることが分かってきたので

す。 

 

 昨年度実施した全学生を対象としたアンケートには、１５,０００人以上の回

答がありました。そこでは、コロナの感染が続いている状況では、７割の授業は

オンラインで、３割は対面で実施してもらいたい、コロナが収束しつつあれば

３割の授業はオンラインで、７割は対面での授業にしてもらいたいとの回答が、



 

 

多数を占めました。これを受けて早稲田では、今年の春学期から７割の授業を

対面で実施することを目標に準備を進めてきました。 

 

 そのために、たとえば教室の環境としては、昨年の８月から今年の１月中旬

までに、授業に使うすべての教室で、1人当たり、１時間で３０立法メートルの

換気ができる空調設備を設置しました。マスクを着けて、密になることを避け

れば、安心して対面での授業に参加してもらえると思います。 

 

 コロナに対しては、このような対策を続けることで、早稲田大学が本来誇っ

てきた学生のキャンパス・ライフをできる限り復活させたいと考えています。

これからも、学生の皆さんの間で感染が拡大しないよう、感染防止には十分に

注意を払って、進めていきたいと思います。 

 

 私たちは、これらの目的のために必要な教育環境を整えてきた自負がありま

す。グローバル・エデュケーション・センター（ＧＥＣ）という全学共通の教育

センターは、学部の垣根を超えて、すべての学部の学生が履修できる科目を用

意しており、特に「基盤教育」と呼ばれる科目群を重視して整備しています。 

 

 「基盤教育」とは、大学で学問を修めるために必要となるアカデミック・ツー

ル、学びのための方法論です。これらのアカデミック・ツールは、社会に出てか

らも知的な職業では必ず有用なツールとなります。「基盤教育」には五つ部門が

整備されています。 

（１） 日本語を母語とする学生に、論理的に日本語の書き方を教える「学術的

文章の作成」 

（２） 英語の発話の力を養成する「Tutorial English」と、英語の論理的な文

章の作成力を鍛える「AWADE（Academic Writing and Discussion in 

English）」 

（３） 文系のための数学入門――「数学基礎プラスα」とその上の「β」・「γ」 

（４） 「データ科学入門」――人工知能を用いてビッグ・データを解析する基

礎の学習 

（５） 情報処理入門――日進月歩の情報処理の方法論を毎年アップデートし

ながら、今後のデジタル・トランスフォーメーションに備える 

 

 「たくましい知性」を発揮するためには、学問を修めることが前提になると、

先ほど述べました通り、ＧＥＣの「基盤教育」は、学部や大学院研究科での専門

の教育とともに、「たくましい知性」を発揮するための基盤となります。 

 



 

 

「しなやかな感性」を育むためには、自分とは異なる人々に敬意をもって接

して、理解することが重要です。英語学位プログラムの英語で教える専門科目

を履修することや、ＩＣＣ（異文化交流センター）で多くの留学生と交流するこ

とで、世界の様々な人々と出会い、「しなやかな感性」は磨かれていきます。さ

らに、留学センターが用意する数多くの海外への留学プログラムも活用して、

「しなやかな感性」を育んでください。 

 

 こうした全学共通の科目を体系的に用意し、これだけ豊富な留学プログラム

を用意している総合大学は、日本では早稲田大学だけであり、国際的に見ても、

極めてユニークな教育環境を整備していると自負しています。 

 

 皆さんは、早稲田では思う存分、勉強し、自分のやりたいと思う活動にも力を

入れて、充実した学生生活を送ってください。卒業時には、より逞しくなって、

よりしなやかに輝いている皆さんを、今よりも輝いている早稲田大学が、お送

りしたいと思います。 

    

To those sophomore or 2nd year graduate students who prefer 
English, I would like to welcome you briefly in English.   
Congratulations on your admission to Waseda University, and 
welcome!   Waseda offers you an environment in which you can 
thrive and excel.  

I hope you will let your curiosity roam while you are here, and 
become an intellectually broader and more creative person than 
when you arrived.  

I know you will work hard, but it is vital to take care of your 
emotional and physical health as well.  

Enjoy rewarding activities, and Invest in nurturing friendships. 
Best wishes for your studies and student life at Waseda! 

 
新２年生および新２年次の皆さん、ご進級、おめでとうございます！ 
 


