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1966 年創設の社会科学部は 53 年の歴史をも
ち、社学稲門会は、前身の社学二水会から数え
て本年 25 周年を迎えました。

今回はかなりの字数を与えられましたので、
現在の社学稲門会につながる活動の起点を述べ
てみたいと思います。
●新沼五郎氏との出会い

1993 年の秋、当時総長室におられた新沼五
郎氏が私の事務所を訪ねて来られ、「来年、君達
一期生は、社学で初めて『ホームカミングデー』
に大学から招待される。私も何人か集めるから、
君も仲間を集めて記念すべき年に社学の為に何
かしたらどうだ」というお話がありました。翌
94 年１月、髙田牧舎に一期生 5 ～６人が集ま
りました。学内にいた坂上君、田口君もそのメ
ンバーです。以降、数回の飲みながらの議論で
決まったのが「学生の為の奨学基金をつくろう」
ということでした。

私と新沼氏との出会いは、1966 年３月 26 日
か、27 日だと記憶します。「県の奨学金の申し
込みは３月 31 日までだよ」という友達の情報に、
社学事務所に合格証明書をもらいに行ったのが
氏との出会いでした。手続きをしていると、奥
の机から立ち上がって私の前に来て、「おう、君
は島根県の出身か」と言い、島根県出身の学生
の世話をした話をいくつもされました。
●東京へ、早稲田大学へ、社学へ

私は父と意見が合わず、「よし、一人でやって
やる」と出雲を飛び出し上京しました。父には、

「お前は長男だ。島大（現）の農学部に行ってあ
とをつげ。市議会議員にでもなって地元の為に
働け」と物心ついた頃から言われていました。
私も、最初は特に異論もなくそうするものだと
思っていました。

ところが、小学６年生から中学１年生にかけ
て「60 年安保」の大反対運動がありました。テ
レビが各家庭に入り始めた頃で、テレビで見る
と、上京して勉強をしているはずの大学生が街
頭に出、大学の先生までもがデモに参加してい
る。「これはどういうことなんだ」と大きな衝撃
を受けました。私の生まれ育った出雲は保守的
なところで、「デモ」など悪いことのように思っ
ていたからです。

それから、私も東京に行って勉強したいとい
う気持ちがふくらんできました。世の中の動き
を、日本を世界を理解したいと思ったのです。
とはいいながら、中学高校は「剣道部」に所属し、
剣道で明け暮れました。本も読まず、いいなあ
と思う女生徒はいても、デートをしたこともあ
りませんでした。

剣道部の先輩で、早稲田の法学部と政経学部
に行っている人がおり、夏休みなどに稽古に来
てくれました。その二人から「早稲田はいいぞ」
と早稲田の話を聞きました。早稲田に行きたい
と思うようになりました。

高校２年生のとき、剣道で全国大会に出場し
ました。群馬県の前橋工業高校が会場で、終わ
って東京で２泊しました。剣道部の顧問の先生
が早稲田の出身で、早稲田大学を案内してもら
いました。正門から大隈さんの銅像に向かい、
銅像から大隈講堂を見渡す光景、「俺にはここし
かない」と心に決めました。
「政経」「法」と受け、はねられ「社学」に入り
ました。特に悔しい気持ちはありませんでした。

「勉強しなかったから当然だ」という思いでした。
「さあこれからだ」という思いでした。授業とア
ルバイト以外は図書館にいました。

図書館を出てキャンパスを歩いていると、よ

「社会科学部稲門会」25周年を迎えて

社会科学稲門会 会長

阿川　功

「社学稲門会25周年記念」のご挨拶
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く新沼氏から声をかけられました。私の事情も
話していたので「阿川、困ったら来いよ。いつ
でも学生職員にしてやるから」と言われていま
した。以来、53 年の付き合いになります。
●奨学基金設立から社学稲門会へ

初年度、募金は約 390 万円ほど集まりました。
当時は、基金1000万円で奨学基金が出来ました。
３年で奨学生が出せると思っていましたが、第
一号の奨学生・松尾亜紀さんが誕生したのは４
年後でした。一期生のホームカミングデー以降、
二期生、三期生と毎年のホームカミングデー該
当年の人達が奨学基金の活動を担ってくれまし
た。現在、基金（正確には基金とは別に預金し
てある募金額を含めて）総額は、8600 万円超、
卒業生の皆さんに感謝です。

この基金の中にはかなりの額の教職員の皆様
からのご寄付もあります。卒業生、教職員の協
力の賜物であります。社学稲門会は、卒業生、
教職員、学生の三位一体を標榜していますが、
奨学基金はまさにそれを体現しています。
●現在99歳の新沼五郎氏の近況

ところで、新沼五郎氏は現在 99 歳、来年１
月１日で満 100 歳になられます。10 年ほど前ま
では、毎月二水会（現在の社学稲門会）の例会
に出席して下さいました。一年半ほど前に入院
される迄は、年に数回電話がありお話をしまし
た。とはいえ、最後の数年は耳が遠くなり、新
沼氏の一方的な話を聞くだけで、私の言葉は届
きませんでした。ご子息の和彦氏からは、電話
で五郎氏の消息を聞いていました。

現在 板橋の病院に居られ、一ケ月ほど前、見
舞いました。病室に入ると眠っておられました。
しばらくして、私が肩をゆすると眼を開け「オ
ー」と言って私の手を握り「感激だー」「感激だ
ー」と何十回も繰り返されました。私が声をか
けても聞こえず何の反応もありません。その後、
私の手を放し「また会おう」と言って、しっか
りとした敬礼をされ眼をつぶられました。陸軍
参謀本部で終戦を迎えた新沼氏らしいなと思い
ました。眼を閉じたまま眠られたように見えた
ので、私も側を離れました。病室の入り口付近
まで行った時、突然背中から大声で歌う「都の
西北」が聞こえてきました。驚いて入口付近か

ら氏を振り返ると、眼はつぶったまま、大きな
声で歌われておりました。病院の若い女性スタ
ッフが側に来て、「私は、この階には最近来たば
かりですが、早稲田の先生だったのですね」と
一緒に氏の歌う校歌を聞きました。一番を歌い
終えると何事もなかったかのように眼を閉じた
まま眠られているように見えました。

我々は、大学での会合の最後は必ず「校歌」
で締めます。そしてそれがないと、何か物足り
ない心残りの思いがありますが、卒業生以外に
はわからない心境だろうと思います。
●成長する社学を応援するために

話を現在の社学稲門会に戻します。
親睦と相互啓発と大学への貢献が、我が稲門

会の主旨です。親睦活動は年々活発になり、啓
発についても社学の先生方からご専門の領域の
話を伺ったり、貢献（卒業生奨学基金）も皆様
のご協力で基金１億円を目指しております。

こう書きますと順風満帆のようでありますが、
現在の最大の課題は、組織の充実であります。
社学稲門会の認知度を高め年会費納入会員を増
やすことです。どういう方法でそれを実現する
か議論をし実践をしてまいります。

田中総長は、「世界に輝く早稲田」を目指す
と言われています。社学稲門会の皆様、我々は、
成長する社学を支える一助となり、社学から、
世界に地域に大きく貢献する卒業生が一人でも
多く輩出されることを願って、皆で社学を応援
しようではありませんか。

3

2008 年の合同クラス会にて、新沼氏と校歌斉唱
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みなさま、社会科学部稲門会が創設 25 周年

を迎えられましたことを、心よりお慶び申し上

げます。

●後輩を思いやる実行力に感謝

早稲田大学には地域、職域、卒業年度などさ

まざまな稲門会がありますが、社学稲門会は学

部との繋がりにおいてひとつのモデルであると

いわれています。

卒業生奨学金に関しては、社学稲門会の前身

である二水会という名称が決まる前から、実現

に向けて準備を重ねられたと聞きました。そし

て 1998 年の卒業生奨学基金設立以来、多くの

学生をご支援くださっています。

後輩を思いやるやさしさとその実行力に敬服

し、感謝しています。卒業学部への熱き思いに

おいて、早稲田のなかで社学稲門会に勝るもの

はありません。みなさまの尊い志は次世代へと

引き継がれていくことと思います。

●早稲田の原点・旧14号館の思い出

私が社学に着任したのは 1993 年 4 月。社学

稲門会発足の前年です。研究室は旧 14 号館の

事務所の隣。板張りの床、漆喰壁。声がよく響き、

冬になるとスチームがボコボコと音を立ててい

ました。

当時はいろいろなセクトが活動していて、研

究室のドアに無断で張り紙をしていくこともよ

くありました。一度、無性に腹がたち、「良識

ある行動を！」と抗議文を張ったところ、ある

先生から「元気がいいね」といわれてしまいま

した。旧 14 号館は私の早稲田での原点であり、

特別な場所です。

ところが、研究室も建物も写真１枚撮ってお

らず、本当に残念です。みなさまのなかにも旧

14 号館に数々の懐かしい思い出をお持ちの方

も多いことでしょう。

●社学稲門会で聞いた「人生劇場」

社学稲門会のみなさまとお話させていただく

ようになったのは、ここ７～８年です。ご支援

は知っていても、残念ながら教員の場合、執行

部の一員にならないと、みなさまと接点をもて

卒業学部への熱き思いにおいて、
早稲田のなかで社学稲門会に

勝るものはありません。

早稲田大学名誉教授、社会科学総合学術院元教員

畑　惠子

「社学稲門会25周年記念」お祝いの言葉
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ないのが実情です。

社会科学部稲門会が正式に発足した 2013 年

の第 1 回総会では、学術院長として社学の目

覚ましい成長ぶりをみなさまにご報告させてい

ただきました。

早稲田大学第二校歌「人生劇場」を初めて口

上つきで聞いたのも、社学稲門会の懇親会の場

であったと記憶しています。校歌で盛り上がり

一体となる早稲田の文化は知っていましたが、

紺碧の空、早稲田の栄光、コンバットマーチ、

人生劇場、次々と続く早稲田メドレー。驚きつ

つも、気分が高揚しました。

●卒業生・在学生・教職員の三位一体

みなさまとの一番の思い出は、2016 年度の

社学創設 50 周年です。私の学術院長の任期は

2014 年 9 月まででしたので、稲門会と学部が

どのような連携をとるのかという準備段階での

ご相談だけでしたが、「卒業生、在学生、教職

員が三位一体となって」、というのがいつしか

合言葉になりました。

学生コンペで選ばれた 50 周年のロゴをモチ

ーフにした社学カラーのオレンジ色のタペスト

リーをご寄贈いただき、14 号館 1 階に掲げて

50 周年を盛り上げていただきました。みなさ

まとともに学部の節目を祝い、新たなスタート

をきることができたのは印象深い思い出です。

●刺激的な友情の場として

これからも学部をあたたかく、時には厳しく

見守り、力強いご支援を賜りますよう、お願い

申し上げます。社学稲門会が、これまで以上に

みなさまにとって、楽しく刺激的な友情の場で

ありますよう、そして校友・学生・教職員をよ

り強く結びつける場でありますよう、願ってお

ります。

25 周年、おめでとうございます。ますます

のご発展をお祈りいたします。

●畑 惠子先生の独り言
『四十代、今の私がいちばん好き』という早稲田大学出身

の歌人、道浦母都子の随筆があります。40 代はとうに過

ぎましたが、いくつになっても「今の私」を肯定できるよ

うな生き方ができれば、と思っています。残念ながら今の

私はちょっと……ですが。
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●学部創設50周年を迎えて

社学稲門会創設 25 周年、本当におめでとう

ございます。皆さまのお力添えで社学も 2016

年に学部創設 50 周年を迎え、一連の記念式典

を終えることができました。半世紀を一つの区

切りとして社学は現在も刷新と発展を続けてい

ます。

社学稲門会のホームページに阿川功会長が一

文を寄せています。それは学生、教職員、卒業

生の「三位一体」力の必要性です。ご存知の通り、

社学は学際性・臨床性・国際性の三本柱を軸に、

「三位一体」力を背景に大志を抱き、複雑な世の

中で柔軟な思考と確かな信念を持つ学生たちを

育てています。

●社学生のグローバル展開に期待

私のゼミは国際関係で、特に国際協力や平和

構築に関心を抱く学生が所属しております。社

学生は他学部生の進路先よりも幅広い選択をし

ていますが、私のゼミ生もさらに多様な進路選

択をしています。

最近の傾向は外資系企業への就職も目立つ一

方で、欧米や社学研の大学院修士まで直接進む

学生も増えてきています。留学先も英語圏のみ

ならず、中国語圏やスペイン語圏への大学や大

学院を選択する者も増え、学生のグローバル展

開も積極的に見て取れます。

2019 年 7 月 27 日（土曜日）に 2016 年創設

の社学附置研究所である先端社会科学研究所主

催で、東ティモール国立大学とタイのナレース

ワン大学から研究者を迎えて「アジアの平和構

築に向けた国際協力の課題と展望」をテーマに

国際シンポジウムを開催しました。学生、大学

院生も参加する盛況なシンポでした。

すでに東ティモール国立大学へ 2 名の社学生

が留学を経験し、ナレースワン大学へは大学院

博士後期課程の院生が研究で 2 カ月間滞在して

います。来年 2 月には社学の実習科目「紛争解

決論実習」を通じてナレースワン大学との交流

を行います。

その他、タイではバンコク所在の国際 NGO

の ANFREL などへインターンシップを経験して

いる学生もいます。また、インドネシアのパジ

ャジャラン大学との交流も進んでいます。

私自身は東南アジアをフィールドにしていま

すので、上記の大学交流を紹介しましたが、中国、

台湾、香港の中国語圏の大学とも協定校を増や

学生、教職員、卒業生の
「三位一体」力を発揮するために

社会科学総合学術院教授

山田　満

「社学稲門会25周年記念」お祝いの言葉
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していますし、イギリスやフランスの大学との

協定も視野に入っています。米国のホープ大学

などとの短期留学の計画も進んでいます。

●早稲田の国際化を牽引する社学へ

いま社学は早稲田の国際化を牽引する立場に

あると言っても過言ではありません。その証左

として、英語プログラムも 2018 年度より TAISI

（Transnational and Interdisciplinary Studies in 

Social Innovation（「大志」と呼んでいます）へ

拡大再編し、14 号館では様々な言語が行き交う

●山田 満先生プロフィール
北海道生まれ。専門は国際関係論。

『新しい国際協力論』『難民問題の基礎知識』（明石書店）
などが近著。
現在学外では国連 UNHCR 協会理事、日本東ティモール
協会副会長、学内では平山郁夫記念ボランティアセンター
副所長。2016 ～ 2018 年に社会科学総合学術院長。
座右の銘は「人間万事塞翁が馬」。

「マシュマロ」君が、義母を含む 5 人家族の愛犬です！

「内なる留学」が可能になっています。

ぜひ以下の TAISI（Youtube ソーシャルイノ

ベーションプログラム）のプロモーションビデ

オをご覧ください。  

「full version」https://youtu.be/7lSxMWwRFb0   

改めて、「三位一体」力を発揮するために、社

学稲門会の皆さまと力を合わせて、社学を盛り

上げていきたいと考えています。これからも「社

学応援団」として叱咤激励のほど宜しくお願い

致します。

五竜岳
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社会現象は視点により「経済現象」や「法律

現象」あるいは「社会現象」などと捉えられる

が、純粋な「経済現象」「法律現象」「社会現象」

などはあり得ない。したがって社会諸科学のい

ずれか一つで、社会現象をトータルに捉えるこ

とはできない。社会科学も厳密な科学であろう

として合理主義に基づき、社会現象も学問をも

分割し「科学の専門特化」を進めてきたからだ。

因みに M. ウエーバーは、「全体認識の否定」

が科学の宿命だと主張した。たしかに科学の専

門特化は、厳密性という点では進歩と言える。

しかしその結果、いずれ社会科学も現実の現象

から乖離し、問題の解決に余り役立たない「無

用の長物」の感さえ帯びてきた。そこでヨーロ

ッパでは、とりわけ1960年代に入るころには「社

会科学の総合化」が叫ばれるようになった。

しかし日本では殆どの大学において、なお社

会科学の専門特化に主眼が置かれていた。その

ような状況下で「社会科学の総合化」を目指す

最初の学部として、「早稲田大学社会科学部」が

創設され、総合化の基礎学として専門必修科目

の「社会科学方法論」が創設された。

実はこの科目は「社会科学原論」として文部

省に申請したが、文部省も従来の大学教育思考

にとらわれ、そのような総合的な学問は認可で

きないと返答してきた。それゆえ止むを得ず「社

会科学方法論」と命名したが、実績を上げたあ

る時から「社会科学原論」と、講義本来の名称

に変えた。

他方でその後、社会科学部の成果とヨーロッ

パの学問の流れに影響され、日本でも広島大学、

東京大学を皮切りに、社学と同様な学部が陸続

と創設されている。それはともかく「社会科学

方法論」「社会科学原論」を担当した小生として

は、今日までの社会科学部の発展を、卒業生の

奮闘と社会貢献はもとより、このような学問の

展開の意味も含めて、喜ばしく感謝している次

第である。

ところでプラトンの「アカデメイア」も A. ス

ミスの「道徳哲学」も、50 年間の隆盛の後は廃

れたが、これ以外の多くの事例からも、学問の

第一寿命はおよそ 50 年だと思われる。それから

長い年月を経て再び世に役立つ学問として甦る。

我が社学も数年前に 50 周年を迎えた。したが

って、同様な 50 年の寿命の時期に差し掛かっ

ている。

社学の学問と
社学稲門会への期待

早稲田大学名誉教授

田村  正勝

「社学稲門会25周年記念」お祝いの言葉
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けれどもこの第一寿命を持続させなければな

らない。とくに生態系の撹乱、民主主義と市場

経済の社会システムの機能不全、モラルの退廃

の三つが重なり、近代文明が危機に瀕している

今日において、社学の理念はますます重要とな

●田村 正勝先生プロフィール
1945 年松本市生まれ  
早大名誉教授　経済学博士　
社団法人「日本経済協会」理事長
　『現代の経済社会体制』（1980 年、新評論）
　『社会科学のための哲学』（1986 年、行人社）
　『日本経済の新展開』（新評論、1989 年）
　『新時代の社会哲学』（早大出版、1995 年）
　『社会科学原論講義』（早大出版、20007 年）
　『社会哲学講義』（ミネルヴァ書房、2012 年）　他多数

ってきた。

ここに「社学稲門会」の、いっそうの慈愛と

健闘を念じ、「社学稲門会 25 周年」に寄せて「愛

語には革命にもちかい力がある」という次の句

を添えます。

「むかひて愛語をきくは、おもてを喜ばしめ心を楽しくす。向かわずし

て愛語をきくは、肝に銘じ魂に銘ず。しるべし愛語は愛心よりおこる。

愛心は慈悲を種子とせり、愛語よく廻天のちからあることを学すべきな

り」（『正法眼蔵』菩提薩埵四摂法）

五竜岳
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●お笑い芸人以外では教員になりたいと
スベリ　一番初めは、漠然としていて何になりたいと
いうのはなかったんです。とにかく芸能人というもの、
テレビの向こう側の人に憧れていました。特別、歌が
うまいわけでもないし、特別イケメンというわけでも
ないし……（いや、イケメン！　イケメン！の声）。
高校の文化祭でクラスごとに劇をやるんですが、そこ
で主役をやらせてもらって、人前で表現したり笑いを
取ったりするのは楽しいなと感じたのが原点かもしれ
ません。
──人前で表現する楽しみをそこで体験してしまった
のですね。緊張はしなかったですか。
スベリ　あー、そのころは自分の学校で知っている仲
間の前でやるくらいなので、そこまで緊張みたいなも
のはなかったです。わーっというノリの中で楽しいっ
ていう感じのほうが強かったですね。
──志望校の一つとしての早稲田ってどんなイメージ
でしたか。
スベリ　そうですね、明るい楽しいイメージは感じて
いました。
── 2000 年入学というと昼夜開講の時代ですね。早
稲田に入学したのは吉本の NSC に通うためのステップ
だったのですか。
スベリ　いや単なるステップというのではなくて、勉

強は嫌いではないので早稲田でもきちんと学べたらい
いなという思いがありました。お笑い芸人以外の職業
を考えた時に、学校の教員というのもいいなと思って
いたのです。
──こじつけかもしれませんが教員になりたいという
のは、教壇というステージに立って子供たちからの視
線を浴びるということに憧れもあったんじゃないです
か。
スベリ　それもあったと思いますよ。もともとちっちゃ
い頃、そんなに明るい子供ではなくて勉強もできるほ
うじゃなかったんです。小学校３年生の時の先生が「手
を挙げてお話しすることは楽しいんだよ」ということ
を教えてくださって、その頃から積極的な性格に代わっ
ていったような気がします。先生のそういう影響もあっ
て、「楽しさを伝える」という思いがどこかにあったと
思います。
──それは結構大きい出会いだったんじゃないですか。
スベリ　あーそうですね、あの出会いがなければ人前
に立つということもなかったかもしれません。
──今でもその先生と交流はあるんですか。
スベリ　いやぁ、残念ながら今どこでどうされている
かわからないんです。
●常田ゼミで吉本の養成所以外の仲間とも
──早稲田に入って面白かった思い出をお話ししてい

スベリー・マーキュリーこと杉田宗弘さんは、神奈川県南足柄市の出身。早稲田を目指す前にす
でに吉本興業の若手芸人養成所（NSC）を目指していました。今回のお話はそのあたりから聞いて
みました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：伏見英敏）

「やりたいことをやる、やり
たくないことはやらない！」

吉本興業株式会社

杉田  宗弘 さん（2004年卒）
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たんですがその時は、「よく怒るおじいちゃんだな」く
らいに思っていたんですけど。（笑）
　本来はご自身の信念をお持ちだったんですね。ゼミ
では意思決定理論というのを教えていらっしゃったの
ですが、これから自分がお笑い芸人として何かを選択
するときに役立ちそうだなと思いました。
──結構固いですよね。
スベリ　そうですね、でも意外と単純にいろんな方法
で物事を選択していくというか。先輩たちもすごい真
面目というわけでもなく、遊んでばかりでもなくバラ
ンスの取れたカッコイイ人が多かったです。ゼミとい
えば、合宿の時１度川でおぼれたことがあるんです。
千葉の茂原のほうの大きな川で泳いでいたんですけど、
息継ぎのたびにみんながワァワァ言って走って追いか
けてくるんです。おかしいなと思って気が付いたら全
然泳げてなくて僕が流されていたんですよ。危なかっ
たです。（笑）
──常田ゼミは先生や仲間とも結構濃い交流ができた
んじゃないですか。
スベリ　そうですね、吉本の養成所には大学の２年ま
で行ってましたから、あまり早稲田のみんなとの交流
がなくて。３年のゼミからよく顔を合わせる仲間がで
きた感じですね。
●ポジティブな信念があって芸人の道へ
──就活の時期には、周りが活発に動いているのを見
て焦りみたいなものを感じませんでしたか。
スベリ　ちょっと頭をよぎることもありましたけど、

「よぉし、やってやるぞ！」という希望というかポジティ
ブな信念のほうが強かったので、やめようと思ったこ
とは一度もないですね。
──湧き上がる自信があったんですか。

ただけますか。
スベリ　西門の近くにあった「珍味」というお店です
かね。ご存知の方も多いと思いますが「茄子と唐揚げ」
が名物のお店なんです。それ以外のメニューもあるん
ですが、注文するととんでもない目つきで睨まれちゃ
うんです。（笑）
──だったら最初からその二品にしとけよって感じで
すね。（笑）
スベリ　そうなんです。大学２年の時に吉本の養成所
の時間が終わって、早稲田に向かっている時にお腹が
すいてボリュームのあるものが食べたいなとそのお店
に入って、「A 定食ください」って言っちゃったんです。
そこにいた他のお客さんも思わず「えっ！」っていう
ような感じでこっちを見るんです。（笑）
　お店のお作法を知ったのはそのあとからでした。
── 30 代から 40 代くらいの方には懐かしの名店なん
ですね。
スベリ　笑い話はないですけれども、南門の近くにあ
る早稲弁の餃カラ弁当もよく食べましたねー。
──影響を受けた先生や仲間は。
スベリ　ゼミは、常田先生のゼミでした。常田先生は
形式にとらわれない方で、例えば卒論も何ページ以上
でどういう形でというものではなくて、自分の考えで
論理立てて作成したものならば１ページでもよいとい
う感じでした。一般の講義で管理科学概論も受けてい

●スベリー杉田（スベリー・マーキュリー）さん
　プロフィール
1981.11.5 生まれ。金太郎のふるさと、神奈川県南足柄
市で生まれ育つ。小田原高校で青春時代を過ごすうちに
お笑い芸人になることを決める。
早稲田大学に進学後の 2001 年 4 月、よしもとのお笑い
養成所 NSC（東京 NSC7 期生）に。翌 2002 年 4 月に「ビ
ンゴ！」のボケ担当として芸人デビュー。
その後「モダンボーイモダンガール」「こんにちは計画」
とコンビを変え、2018 年 6 月からピン芸人・スベリー
杉田として新しい一歩を踏み出す。
2012 年 11 月 24 日に岩手県宮古市田老で行われた「鮭・
あわびまつり」では、フレディ・マーキュリーをリスペ
クトしたスベリー・マーキュリーの名前を授かる。
現在、吉本興業株式会社所属。
特命かながわ発信隊のメンバーであり、現在神奈川県西
部に位置する大井町の笑顔特派員に任命されている。
また、ネタだけでなく司会業やモノマネ、親子で楽しむ
キッズディスコ「パンダディスコ」 の MC ＆踊りのお兄
さん、エンタメ音楽ユニット “EspressoBoys”（エスプ
レッソボーイズ）などジャンルレスに活動中。
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スベリ　当時はす～ごいありました。と言っても今は
ないってわけじゃないですよ。今は当時と違った形で
の自信を持っています。
──当時、大学の関係者でスベリーさんが芸人を目指
しているということを知っている方はいましたか。
スベリ　語学のクラスの人たちは知っていたかと思い
ます。
──反応はどうでした。
スベリ　意外に普通な感じで、せいぜい「有名人に会
えたか？」と聞かれるくらいでしたね。
●奇跡的な偶然でスベリー・マーキュリーに
スベリ　ある時大隈講堂で応援部のステージを観る機
会があったのですが、そこでのショートコントがかな
り面白かったんです。「ヤベェ、応援部が面白いってど
ういうことなんだよ？」とかなりの衝撃を受けたんで
す。実は、その時の応援部の人が、吉本の一期後輩で
いるんです。
──ええっ！
スベリ　錦織圭さんのモノマネをやる「キャベツ確認
中」の「しまぞう Z」さんなんです。彼は大学では２
年先輩なんですが、卒業してから吉本に入ったので、
芸歴的には僕が１期先輩なんです。これもなにか運命
的だなと感じますね。
──スベリーさんの今の芸風はいつごろからスタート
したのですか。
スベリ　2012 年の 11 月からです。先輩芸人のダイノ
ジさんに誘ってもらい、復興地の岩手県宮古市であっ
たイベントにピンで参加したんです。当時コンビで活

動しておりピンネタなんてなかったので、風の噂で聞
いた「ものまねがウケる」という情報をたよりにフレ
ディネタをやったんですね。そしたらクイーンなんか
知らないはずの子供達がステージをバンバン叩いて興
奮して。めちゃくちゃウケてステージを降りると、ダ
イノジ大地さんに「今日からお前は杉田でなくて、ス
ベリー・マーキュリーだ」とそこで命名されたのです。
そのイベントが「鮭・あわび祭り」というんですが、
たまたま開催されたのが11月24日でなんとフレディ・
マーキュリーの命日なんです。なんだか奇跡的な偶然
ですよね。
──その日、2012 年 11 月 24 日がスベリー・マーキュ
リーの誕生日というわけですね。
●人生、行動すればなんとでもなる
──芸能活動を続けてきた中で一番苦しかったなと
思ったことは。
スベリ　そうですねぇ、最初のコンビ（※１）を組ん
で 7 年ほど僕がネタ作りをしていたんですが、作って
も作っても相方から激しいダメ出しをされたことです
かね。自分では「面白い！　大丈夫だ！」と思って何
日もかけて作ったネタが、わずか数分でゼロになる。
相方も真剣だからこそアツくなるわけで、そんなダメ
出し当たり前だと今では思うのですが、当時は精神的
にキツかったです。一週間くらい携帯電話の電源をオ
フにして相方からの連絡を無視し続けたこともありま
す。（笑）
──どうやって乗り越えたんですか。
スベリ　そこでコンビを解散して、ネタを書ける後輩

（※１）「ビンゴ！」のボケ担当。（※２）「モダンボーイ・モダンガール」。（※３）「こんにちは計画」。（※４）アップフロントグループ
系列の芸能事務所に所属している女性アイドルグループ・女性アイドルタレントの総称。
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の女の子と新しいコンビを組みました。（※ 2）アイド
ルとマネージャーという設定で漫才する、今までとは
違うネタのアプローチにチャレンジしました。
──宮古のイベントに参加したのはその頃ですか。
スベリ　いや、宮古の時は 3 度目のコンビ（※３）で
した。
──ところで、当時の経済状況というのは？
スベリ　吉本興業からのお給料は月にウン万円くらい
でしたけど、同世代の芸人の中ではわりとましな方で
した。それに昼は大学、夕方は劇場、夜はバイト、合
間にネタ作りや稽古という生活サイクルだったため、
お金を使うこともあんまりなく生きていけました。（笑）
──芸能界ではよく営業するって言いますけど、自分
から手を挙げるということはあるんですか。
スベリ　いや基本的には会社から振られてくるので、
待っている状態ですね。
──じゃあ、どんな形でチャンスをつかむのですか。
スベリ　オーソドックスなパターンとしては、劇場（新
宿ルミネ）に出てそこでウケルということですね。当
時は「対決するライブ」というのがあったんです。夕
方 5 時～ 6 時というのが若手のバトル、7 時～ 9 時と
いうのが売れてる芸人さんの時間帯で。若手としては
吉本の社員さんにおぼえてもらえるよう頑張りました
ね。もしくは強烈なキャラクターですね。社員さんの
目に留まるのが次の仕事のきっかけになります。
──宮古でのスベリー・マーキュリーは大きな転機だっ
たのではないですか。
スベリ　だいぶ変わりましたね。お笑いの型はひとつ
ではないんだなということに気づきました。例えば作
りこまれたネタをやって笑いをとってもいいし、例え
ば面白いダンスで笑いをとってもいいし、人を楽しま
せるっていろんなやり方があるんだなというふうに思
うようになって……。そうしたら自然に営業というか
お声がけをいただくことが多くなりました。
──おおっ、そうですか！
スベリ　例えば神奈川県の大井町の「笑顔特派員」に
任命され、町を笑顔にするというというか元気にする
お仕事をいただいたり、やっぱりフレディ・マーキュ
リーに関連するお仕事だったりですね。自分の持って
いる武器というか、やれることが明確になってきたの
で、いろんなところからのお仕事がふえてきたと思い
ます。クイーン関連もそうですけど、昔から好きなア

イドルに関する仕事もよくさせていただきます。ちな
みに去年まで組んでいたコンビが「こんにちは計画」
というんですが、これが英訳すると「ハロー！プロジェ
クト」（※ 4）になるんです。
──やはりスベリー・マーキュリーは大きかったです
ね。
スベリ　そうですね、あれがなかったらもしかしたら
今、芸人じゃなかったかもしれません。
──クイーンの映画『ボヘミアン・ラプソディ』は
2018 年 11 月の封切でしたが、いい意味で大きな影響
があったんですね。
スベリ　いやぁ、ありました！　フレディにいろんな
恩恵をどれだけもらっているのか。だからそれをもらっ
てばかりじゃなくてお返しをしていかなくちゃ。感謝
の気持ちをネタにして、それを通じて世の中にもっと
クイーンを普及させていきたいと思います。
──それでは、最後に早稲田の学生にメッセージを。
スベリ　自分自身は安定した職業を選んだわけではな
いが、今は家族もいて生活できています。人生、行動
すればなんとでもなる。「やりたいことをやる、やりた
くないことはやらない！」。
　大人になってあの時もっと勉強しておけばよかった
と思うこともあるけれど、早稲田での時間が無駄になっ
たことはないと思います。そんな幸せな環境を生かし
て心奮わせるような、そう、「ROCK  YOU ！」な日々
を過ごしましょう。

～～あとがき～～
クイーンのフレディ・マーキュリーにそっくりと言

うわけではない。
「ボヘミアン・ラプソディ」に主演したレミ・マレッ
クのように歌唱力が優れているわけでもない。ただ決
めたポーズは、フレディ・マーキュリーを背景とした「絵
力」に満ちている。スベリー・マーキュリーにフレディ・
マーキュリーが乗り移るのだ。

普通に話す姿勢は、至極穏やかな好青年だ。NHK
のおかあさんといっしょの「からだダンダン」という
コーナーでまだ小さなお子さんと戯れる時間が楽しみ
だという。
「楽しさを伝える」と言う彼のミッションは、いろい
ろな人に支えられながらいろいろな形でこれからも拡
大していくのではないかと思う。我々もその小さな支
えになれたらいいなと思った。
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及川 直哉
２年生　

上京早大生の幸運と将来

●奨学金への御礼
運よく早稲田大学に合格し、この一年数か月間

素晴らしい学生生活を送らせていただきました。
一年間の浪人の末大学生活を送ることとなり、

二度とあの時の屈辱は味わうまいと入学後は学業
に力を入れて過ごしてまいりました。その甲斐も
あってか社会科学部の卒業生の皆様から幸いにも
多額の奨学金を賜り、身に余る光栄を誠にうれし
く思い、身がさらに引き締まる思いです。

この秋から一年間のドイツ留学を控え、金銭的
な援助を望んでいたところでの天の配剤というべ
き奨学生採用は本当にありがたいものでした。今
後もさらに学問に、課外活動に邁進していきたい
と思っております。

この度は誠にありがとうございました。
●あこがれの東京と早稲田大学での一年

岩手県の住田町という辺境の町から汽車と新幹
線でおよそ５時間、東京へのあこがれを抱いて早
十年、吉幾三の「俺ら東京さいくだ」をその身で
体現しながら何とか東京にたどり着き早稲田で楽
しく学生生活を送っています。

早稲田大学に来てからは不思議と時間がゆっく
り流れるように感じています。大学受験を控えた
高校時代は、模試や補講に追われ学問の面白みを
見失いかけていたような気がしましたが、大学で
は自分の興味のある分野の学問を自分のペースで
好きなように勉強できるため心に余裕ができたか
らだと思います。

社会科学部は他の学部にくらべて必修が少な
く、それでいて学ぶことのできる分野の多い魅力
的な学部で私にジャストフィットしたといっても
過言ではありません。昨年度は法律、政治、経済、
経営をまんべんなく試しに学んでみましたが、最
近は将来の夢のために法律と経営に焦点を当てて

勉学に取り組んでいます。
これもまた将来の夢のためなのですが、この秋

学期からドイツのベルリンにあるフンボルト大学
に留学するため、昨年は英語などの語学力の向上
に勤しみ、一年を通して落ち着いて勉強に取り組
むことができ非常に充実したものとなりました。

また、素晴らしい先生との出会いにも恵まれま
した。私がドイツ語を学んだ哲学の教授には、私
のドイツ留学にご理解いただき、熱心にドイツ語
を教えてくださいました。

一年間の浪人により幸か不幸か入学後すぐに
二十歳を迎えたため先生とお酒を嗜みながら熱く
議論を交わすこともでき、貴重な時間を過ごさせ
ていただきました。

とはいっても勉強だけではなく、東京ならでは
の楽しみも味わいました。私は神社など日本の文
化に興味があり、明治神宮や湯島天満宮といった
今までテレビの画面の向こうだった神社に実際に
訪れることができ感動しました。

また、大隈講堂をはじめ、赤坂離宮や東京駅丸
の内駅舎、日本銀行など明治維新後に作られた日

祝・早稲田入学！　今より痩せているような……

奨学生紹介



15

本流の洋風建築にも多く足を運び、目に焼き付け、
その魅力を存分に堪能することができました。

この文章を書いているのは令和元年五月七日で
すが、つい先日は新天皇陛下の一般参賀に参るこ
ともでき、テレビの中に迷い込んだような気分に
なりました。
●将来の展望と今後の学生生活

高校時代までの私は上京することに強い執念を
持っており、地元のことなどほとんど顧みません
でした。いざ上京してみると（ある程度予想はし
ていたものの）、東京と地方の経済的、文化的、
教育的格差のあまりの大きさに愕然としました。

それと同時に今までの私がいかに恵まれていた
のか身にしみて感じました。家族に大卒は一人も
いませんが、経済的な余裕もない中で私の学業に
期待して惜しげもなくお金を出してくれた家族に
この上ない感謝の念を抱きました。

私の母校の中学校には「創れ我が手で我が郷土」
というスローガンがあります。この恵まれた機会
をただ私の人生を充実させるために使うのではな
く、何らかの形で故郷に還元せねばならないと感
じました。

近年地方創生が叫ばれていますが、首都圏の
人々もまたそれぞれの生活でお忙しいため地方へ
の関心は必ずしも高いとはいえません。また地方
もそれぞれに様相の異なる問題を抱えており永田
町から補助金をもらうだけで解決するような単純
な状況ではありません。

そこで私自身が田舎で生まれ育った経験と、都
市部で蓄積した洗練された知識を組み合わせて何
らかの事業を立ち上げ、もって故郷の発展に寄与

父さん・母さん、学費をいつもありがとう！（笑）

したいと考えました。
現在、頭の中で具体的な計画を練っている最中

ですが、その過程で法律や経営の知識が必要にな
ると実感したため、今後はこの二分野に焦点を合
わせて学習する予定です。

ドイツでは、このプランに似た事業や関連した
事業がすでに行われており、経営文化において優
れた評価を得ている現場の様子を直接見て学ぶべ
く留学を志すに至りました。

一年間にわたるドイツ留学から帰国したのちは
将来経営者になる際に必要となる知識をしっかり
とした形にするべく種々の資格試験に挑戦するこ
とを考えています。

すでに授業に加えて自主的な学習も開始してお
ります。ゼミに関しても農村にかかわりのあるゼ
ミに出願し、さらなる知識の蓄積にくわえ、都会
で生まれ育った早大生と議論を交わすことで農村
に対する知見を深めることを考えています。
●最後に

やはり名門・早稲田大学には、全国の才能に恵
まれた多くの人材が集っており、彼らと接する機
会を多く持つことができました。私の才能は都会
で洗練された彼らに比べれば及ばずむしろ劣るの
で、就職し社会に出たときに正攻法では勝てない
かもしれません。

しかし田舎者であるがゆえに彼らに勝り、社会
に何らかの価値あるものを生み出すことができる
地方創生というテーマに現在は心血を注いでお
り、充実感を強く感じております。

早稲田大学社会科学部の素晴らしい環境を整備
してくださっているすべての卒業生の皆様に感謝
を申し上げますとともに、地方に余り御縁のなか
った方々は少しでも地方にご興味を持っていただ
ければ幸甚に存じます。

●及川 直哉くんプロフィール
岩手県出身。盛岡第一高校卒。社会科学部２年。
実家は最寄りのコンビニまで徒歩 90 分、最寄り駅
まで徒歩 120 分は容易にかかる超田舎にあり、早大
生イチの田舎者を自称。
都会にあこがれて高校から盛岡に進出し、早稲田に
合格して晴れて上京。
新宿の高層ビル群に未だ新鮮な興奮を覚え、山手線
に乗るだけで謎の充実感を得る。



島村 勇太朗
３年生　

いち早大生のぼやき

早稲田大学社会科学部 3 年次に在籍しておりま
す、島村勇太朗と申します。

初めに、社会科学部卒業生奨学金にご寄付頂い
ている卒業生の方々、並びに『社学稲門会会報』
寄稿の機会を与えて下さった吉田直人様に感謝申
し上げます。誠にありがとうございます。

拙いものではありますが、私自身の大学での取
り組みについて簡単にまとめてみたいと思いま
す。暫しの間お付き合い頂けると幸いです。
●Super Science Highschoolでの経験

千葉市立千葉高校（理数科）に通っていました。
文部科学省から Super Science Highschool（SSH）
の指定を受けていたため、理数教育に力を入れて
いる学校です。そのため、特に私が所属していた
理数科では、通常の授業の他に、２年次に年間を
かけて行う「課題研究」に取り組んでいました。
高校生ながら、机上での勉強に留まらない経験を
できた事は、とても刺激的で、将来について考え
るきっかけになる活動であった思います。

課題研究を行っていく中で、このまま大学でも
理系の道を進むのかで大いに悩みました。しかし、
基礎研究をじっくり行い、その後に実証的な研究
を行い、世の中に還元していくという自然科学に
おける研究のフローに次第に違和感を覚えるよう
になりました（飽きっぽい私に合わなかったのか

もしれません）。
そんな気持ちから、分かりやすい形で社会と関

連している社会科学分野の学問に興味を持つよう
になりました。こんなぼんやりとした思いから高
校 3 年生の夏で社学の受験を決心します。１年の
浪人期間はありましたが、無事社学に合格するこ
とができました（私の浪人時の話はまたどこかで
……笑）。
●大学での取り組み（学問）

こういった経緯があり、入学時には「大学では
自分の専攻分野を明確にし、トコトン勉強しよう」
と考えていました。２年間をかけ（かけすぎです
ね……汗）、経済学を軸に学問に励もうという考
えになりました。現在、代表的な経済成長モデル
をいくつか学び、それらの限界や展望を分析しま
とめる研究をしています。
●なぜ学問（勉強）か？

勉学に励む意義とは何でしょうか？　これには
私なりの考えがあります。

学問の研鑽を積むことは、課題や問題の中に潜
む「本質」を客観的に認識できる能力を身に着け
ることだと考えています。このように考えるよう
になった経緯を少しご紹介します。

早稲田に入り、衝撃を受けたことがありました。
BIG ４と称される有名な外資コンサルにお勤めの
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早大卒の社員にお話を伺う機会がありました。そ
の中で、このような発言がありました。
「学問は仕事では役に立たない。実際に働くのが
一番だ」

この言葉にはとてもショックを受けました。大
学で勉強するのはなぜ？　大学は箔付けをするた
めだけの機関なの？　など、私が大学に通う意味
を問い直す、重要な言葉でした。そこで、この言
葉の真偽を確かめるためにバックグラウンドの異
なる色々な大人の方と直接お話しすることにしま
した。

そこで得たものは、「学問は役に立つものとい
うより、役立たせるものである」ということでし
た。一見、アカデミックなフィールドとは直接的
には関係のないお仕事をされている方でも、勉学
は役に立つとおっしゃる方もいました。一方、先
述したように、頭の良い人たちが集まると言われ
るコンサルタントの職務に従事している方で勉学
は役に立たないとおっしゃる方もいました。

しかし、こういったやり取りをしていく中で、
学問肯定派の方々の共通項を見出すことができま
した。それは、問題に直面した際、自らが学んで
きたことを積極的に活用しようという姿勢です。
学問を学ぶことで、知識がつくというメリットの
他に、学問ごとにある理論の立て方・考え方に触
れることができます。学問が役に立つと述べられ
た先輩方は、知識だけではなく、学問から得られ
る「考え方」を主体的に応用し仕事に取り組んで
いました。

このような事を体験したことで、勉学に励む意
義を見出すことができ、現在は一生懸命に勉学に
励んでいます。
●早大に入って思ったこと
「目先の事ばかりに捉われず、マクロな視線をも
って行動しようよ！」と未熟者ながら早大生に物
申したいです。

前提として、早大に限らず、大学には概して２
種類の学生が存在すると思います。それは、「大
学は学問に励む場である」と考えている方と「就
活に役立つステータスを与えてくれる場である」
と考えている方です。これは現在の日本の社会制
度の構造からして仕方のないことだと思います。

しかし、早稲田に入って思ったことは、後者の
考えをお持ちになっている方が結構多いというこ
とです。それに加え、勉学はさして将来に役立た
ないと主張している人もいます。どこか、短期間
で得られる役に立つものや楽しいものばかりを追
求しているように思えます。

個人的な意見としては、これはもったいないこ
とだと思っています。早大に入るだけの知力を有
していながら、短期的な指標ばかりに目を取られ、
行動しているのです。行動範囲が矮小化している
ような感じがします（世間では “量産型” 大学生
と言われているソレです）。即座に効果が得られ
ない事に取り組むのは、辛いことかもしれません
が、そういった事から得られる経験やスキルは長
期間に渡って、己の血となり肉となると思います

（もちろん、この事は全ての早稲田生に当てはま
るとは思っていません）。

他人に注文ばかりをつけるのではなく、自分自
身も努力して、もっと視座の高い人間になろうと
思います。そして、勉学に限らず、将来を見渡し
たうえで、学生生活のうちにやっておきたいこと
を洗い出し、納得がいくまで取り組んでいきたい
です。

●島村 勇太朗くんプロフィール
千葉県袖ケ浦市出身。
千葉市立千葉高校（理数科）卒業。
高校在籍時は、テルミット法による効率的な合金精
製反応条件を探る研究を行う。その後 1 年の自宅浪
人を経て、現在、社会科学部３年次に在籍。
北村能寛ゼミナール所属。研究分野は動学マクロモ
デル（経済成長を扱うモデル）。
その他、Web ライターやキャリア教育支援の取り組
みを行う。
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れば、複数学問にまたがり
体系的に学ぶものおり、一
括りに社学生と言ってもそ
の色は様々です。

しかし、そんな社学生に
共通して言えることは、それぞれがそれぞれの場所
で『自分の好き』に打ち込む精神を持っているという
ことです。自由であるがゆえに、皆それぞれが何にも
縛られず自分の道を切り開いている印象を強く受けま
す。

これこそが社会科学部らしさであり、古き良き「早
稲田精神」が一番色濃く残り続けている学部なのでは
ないでしょうか。

●僕が打ち込んだ『好き』
僕が打ち込んだ『好き』は、筋トレでした。なんで

筋トレなんかと思われるかもしれません。これを聞い
て一番驚くのは、おそらく高校生のときの僕だと思い
ます。筋トレに打ち込むきっかけは、好きな人から言
われた「私、マッチョが好きなの」という言葉でした。
体重 50 キロ程しかなかった僕によく言えたものです
が、どうしても彼女を振り向かせたかった僕はボディ
ビルサークル「早大バーベルクラブ」の部室の扉を叩

偉そうに大学生活の振り返りを書いて、卒業できな
かったらどうするんだろうかと不安で仕方ありませ
ん。僕は、現在早稲田大学社会科学部の 4 年生です。

早稲田大学に入学してから、ゼミや試験、サークル
にと初めてのことばかりでしたが、今はもうそれらの
ほとんどが終わってしまいました。嬉しいような寂し
いような……。大学生活の 4 年間がこんなに早く過
ぎ去っていったことに驚きを隠せません。

●なぜか受かった社会科学部
もともと社学が第１志望ではありませんでした。な

んなら、慶應義塾大学に行きたかったのです。「慶應
の方が画数が多くてかっこいい」「慶應ボーイって
響きが良い」くらいの理由しかありませんでしたが
……。

社学を受験することにしたのは、高校 3 年生の秋
口に、担任の先生から言われたある言葉でした。出願
予定学部に社学が入っていなかった僕に、「社学はマ
ークシート、奇跡が起きる学部だよ」と熱心に勧めて
くれました。何と浅はかな考えなのでしょうか。

問題数・試験難易度を考えれば、そんなことは到底
起きるはずがありません。ですが、そんな奇跡が起き
てしまったがために、僕は今 4 年生になり大学生活
の振り返りをこうして書いています。もしかしたら、
担任の先生はエスパーだったのかもしれませんね。

●自由が生む早稲田らしい学部
よく「社学って、何をする学部のなの？」と聞かれ

ますが、この質問はすごく困ります。一言で社会科学
部を表現するなら「自由」が適切だと、僕は思います。

学部としても学際性を推奨しており、取得単位 124
単位中、96 単位くらいは好きに選んで良いというと
んでもない学部です。一つの学問に特化するものもい

自由であるがゆえに自分の道を学生現役 寄稿

「ビジネスコンテスト」の司会をしている時

78kg あった時 「関東学生パワーリフティング
大会」53kg 級優勝時
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自由であるがゆえに自分の道を

きました。
よこしまな気持ちで入部したものの、ステージの上

で黄色い歓声を受ける先輩に魅了され、トレーニング
の虜になるまでそう長くはかかりませんでした。毎日
起きてはトレーニングをし、寝る。ご飯を食べるのが
得意ではなく、時には泣きながらご飯を食べました。
そんな生活を 1 年間続けた結果、僕の体重は 78 キロ
まで増えました。

このサークルで成長させてもらったのは肉体面だけ
ではありません。3 年生になった時には、主務に就任
し、他大・他サークルとの企画立ち上げやメディア出
演の指揮など多くの仕事を任せてもらいました。サー
クル運営を通して自分自身ひとまわりもふたまわりも
成長できた自信がありますし、僕は信頼する仲間と共
有する【想い】や【時間】が何よりも『好き』なんだ
と気付かされました。

●『好き』を生かしたその先へ
縁あって、社会起業家育成の学生団体立ち上げもや

らせてもらいました。高校生の頃のボランティア経験
からソーシャルビジネス分野に関心があり、ならばそ
んな想いを共有する場をゼロから作ろうと考えたので
す。そこで国連主導のビジネスコンテストに参画し、
学校代表として早稲田予選大会を開く権限を獲得しま
した。

しかし、ここでとてつもない挫折を味わいました。
僕の試みに 7 人もの仲間がついて来てくれましたが、
企画・運営・集客・資金調達に割ける人手も時間も圧
倒的に足りませんでした。毎日毎日参加者を集める傍
ら、大学事務所や教授・OB、経営者の集まりに飛び
込んでいき頭を下げて回りました。その結果、公式予
選大会として認められ優勝チームが世界大会に出場で
きる規模の大会開催が期待できるようになりました。
しかし大会直前に、参加者の出場辞退が相次ぎ、規定
参加数に達しなくなってしまったのです。ここで迷わ

ず進んできた僕の心の糸は完全に切れてしまい、子供
のように泣きました。そして、逃げました。

鬱症状に陥り１週間ほど連絡を取らなかった僕に、
それでも「また俺らで大会を作ろう」と声をかけてく
れたのは、一緒に頑張ってきた仲間でした。僕は大学
でこんなにもアツく、逃げ出してもなお手を差し伸べ
てくれる仲間ができたことが、この大学にきた１番の
意味かもしれません。

自分はなんでも出来るという全能感に浸る時もあり
ましたが、僕はまだまだ未熟で、誰かの手を借りなけ
れば何もできません。そんなことをこの経験から教わ
ったからこそ、僕は今後誰かの手を借りる代わりに、
僕からも手を差し伸べ、その時々で想いを共有する仲
間と共に進んでいきたいです。

●就職活動と今後の抱負
同期のみんながサマーインターンに行っている間、

サークル運営・団体立ち上げに明け暮れていた僕の就
職活動は３年の３月から始まりました。かなり遅いス
タートとなりましたが、運良く第１志望のセンサーメ
ーカーにご縁をいただくことができました。来年から
は営業職として新社会人になります。

この企業は日本有数の営業力を誇る企業であり、先
輩や内定者も強者揃いです。営業の最前線でどれだけ
やれるか楽しみで仕方ありませんが、早稲田で学んだ

『自分の好き』に夢中になる力と、仲間を思う気持ち
は忘れずに精進致します。そして社会で経験を積み、
いつかは大学時代なし得なかった『自分の好き』を成
し遂げてみせます。

●滝野 遥さんプロフィール
埼玉県春日部市出身。2020 年卒業予定。２年時から川
島いづみゼミナール（会社法の研究）ゼミ長に就任。３
年時にはゼミだけでなく早大バーベルクラブ主務と Hult 
Prize Waseda Campus Directorも兼任。来年、センサー
メーカー勤務予定。

「ビジネスコンテスト」の司会をしている時 「ビジネスコンテスト」運営メンバー集合写真
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る社会科学部の良さをフルに活用できていることを嬉
しく思っています。

このように、社会科学部の、自分がやってみたいこ
とを探し出して、知識を深めていけるという特徴が私
にはとてもあっているので、社会科学部での学びはと
ても楽しいです。いろいろなことを知りたいという欲
張りな私にとって社会科学部はぴったりの学部でし
た。

●全ての人が「時めく」大学祭に
私は、学問だけでなく、サークル活動にも一生懸命

取り組んでいます。私は早稲田祭 2019 運営スタッフ
という早稲田祭を主催・運営しているサークルの代表
を務めています。早稲田祭は毎年２日間で約 18 万人
の来場者が訪れる日本一の学園祭です。

私は、早稲田大学に入って、早稲田に関わる人たち
が全力を賭けて情熱を注いで活動している姿に、惹き
つけられ、心を揺さぶられました。一つのことにまっ
すぐに突き進んで、一生懸命になっている早大生の姿
を一言で表すならば、私は “ひたむき” だと思いまし
た。そんなひたむきな姿に魅せられるのが早稲田祭の
良さです。

●社学の良さを満喫している学生生活
「自分がしたいことを見つけられる」

これは、私が思う社会科学部の魅力であると思いま
す。

私は大学に入学した当初、将来どうしたいのか明確
な目標がなく、ただ漠然と社会のことを広く学びたい
と思っていました。そんな私が、社会科学部で経済や
法律、自然科学と社会の様々な分野を学ぶ中で、私は

「ことば」が好きなのだと気づきました。
もともと私は本が好きで、本が好きだからという軽

い気持ちで、言葉や文学に関する授業をたくさんとっ
ていました。それが授業を受けるうちに、娯楽を研究
の対象とすることができるのだと気づき、好きなこと
をとことん勉強したいと思うようになりました。更に
は大学で学べたのであれば、それを将来に活かしたい
と思うようにもなりました。

今はメディアと言語について研究できる笹原ゼミに
入り、小説の表現について研究しています。娯楽に止
まらず、好きなことを研究するのはこんなにも楽しい
のかと感じています。

また、私は社会科学部の文学の授業をとった際、今
まで興味を持ったことがなかったロシア文学に魅了さ
れ、ロシア文学を読むようになりました。一度ロシア
について興味を持つと、ロシアに関して文学以外のこ
とも勉強したいと思い、社会科学部のロシア東欧諸国
の経済を学べる授業をとりました。これもまた社会科
学部ならではの良さであると思います。

何か一つのことを学び、それが発端として次々に
色々なところで繋がっていくのは知識が広がっていく
のを実感することができ、とても充実感を覚えます。
私は何か一つのものを様々な分野から学ぶことができ

社ガール初の早稲田祭代表として学生現役 寄稿
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早稲田祭 2019 運営スタッフとして

また、例年早稲田祭ではキャッチコピーを掲げてい
ます。今年のキャッチコピーは「いまをときめく者た
ちへ」。人は魅せられた時に「時めく」のだと思います。
早大生は激動する時代の波に飲まれることなく、いつ
だって「時めく」気持ちを大切にしてきました。そして、
人生でたった数年しかない早大生という “いま” を全
力で生きる姿に、多くの人が魅せられ、胸が「時めく」
ことでしょう。

平成から令和へと時代が大きく変わる “いま” 、早
稲田祭 2019 が、時代の中心に立つ早大生一人ひとり
の「時めく」姿に全ての人が「時めく」祭となります
よう、願いを込めました。早大生はもちろん、早稲田
祭 2019 に関わる全ての人が「時めく」ことのできる
ような祭を運営スタッフ一丸となって創り上げます。

●先輩たちの「早稲田愛」を後輩たちへ
最後に、私が早大生でよかったなと思うことについ

て書きたいと思います。
私は嬉しいことに、大学生活を通して様々な人と出

会う機会が多くあります。その中でも、早稲田大学の
卒業生の方とのお話は毎回とても印象的です。

早稲田大学には長い歴史があり、その中には日本の
歴史と結びつくものも多くあります。そういった早稲
田の歴史を、その時代に早大生として実際に早稲田大
学に通っていた方の話はとても新鮮でした。教科書や
書籍で読むのとは全然ちがう視点で早稲田の歴史に触
れることができました。

また、卒業生の方はみなさん、いつも早稲田愛につ

いて語ってくださります。自分がどれだけ早稲田が好
きか、早稲田のどんなところが良さなのか、ニコニコ
しながら話してくださります。その早稲田愛を聞いて
いると、こんなに自分の大学が好きな先輩がたくさん
いる大学に入ることができてよかったなと思います。

広く学べる社会科学部に入り、サークル活動で早稲
田に魅せられ、早稲田大学の良さを実感する。私の生
活にはどこかに必ず早稲田大学があり、それが私の生
活を鮮やかにしてくれていると思います。そして毎日
どんどん早稲田が好きになっています。残りの大学生
活もめいっぱい楽しみたいと思います。

早稲田大学だからできること、社会科学部だからで
きることをこれからも探し続けたいのはもちろんのこ
と、自分が好きなことにもどんどん挑戦して行きたい
です。そして、卒業までに早稲田での思い出をたくさ
ん作り、その話を私がそうであったように、後輩たち
にも語り継ぎたいです。

●田村 真璃子さんプロフィール
出 身 地：福島県
ゼ　　ミ：メディアと言語の研究の笹原ゼミ
趣　　味：美味しいものを食べること
血 液 型：O 型
モットー：行動して考える。これは私が行動をしながら、

その状況に合わせて考えていくスタイルであることか
ら掲げています。考えて行動することも大切ですが、
動いてみると頭で考えただけではわからなかったこと
や、動いてみて初めて見えることが多いということに
気づいたので、止まって考えるのではなく、動いて考
えるようにしています。

「社ガールの会」の先輩たちと

社ガール初の早稲田祭代表として



櫻井  康裕
2018 年卒

早稲田、社学、応援部
これが私の青春でした!!

●社会人生活は２年目です
私は早稲田大学社会科学部を 2018 年の３月に卒

業しておりますので、厳密には社会人２年目です。
昨年この枠に寄稿した増形と黒川とは同期で面識も
あります。しかしながら正直、新人も２年目もそれ
ほど変わらないと思いますので、フレッシュな気持
ちで書かせて頂きます！

私は現在、化学メーカーに勤務しております。２
年目の今年、ある化学品を扱う部署に配属され、営
業に出るまでの期間は業務全般やデリバリーを統括
する立場として経験を積んでいます。ローリーや船
の手配、運送会社や関係会社の監査、タンク在庫の
バランス管理、輸出に関して商社と話をするなどと
いった、国内営業以外のほぼ全てのことをやらせて
頂いています。先輩社員から業務を引き継いでいる
最中ですので、まだまだ慣れず仕事にはかなり時間
が掛かっていますが、なんとか潰れずに奮闘してお
ります。

現在の部署に配属されるタイミングがゴールデン
ウィーク明けだったということもあり、「令和とと
もにやってきた稀代の新人」と呼ばれたいと思って
頑張っています（まだ呼ばれたことはありませんが
……）。

入社 1 年目は研修期間として様々な経験をさせ
て頂きました。入社直後には新潟県の直江津工場で
約２ヶ月間の三交代勤務を経験しました。１日 24
時間を朝夕夜の３シフトで回していくという、工場
でしか経験できない貴重な体験でした。

最も苦労したのは生活リズムです。８時～ 16 時
まで３日働いたら１日休み、次は 16 時～０時、次
は０時～８時といった具合で回していくので、体内
時計が狂って勤務中に眠くなったり、帰ってから眠
れないこともありました。現場の方々の苦労は現場

でしかわからないので、とても良い経験だったと感
じています。

その後は半年間本社の経理部に、もう半年は工場
の経理で勉強させて頂きました。短い期間でしたの
でバリバリ実務をこなすとまではいきませんでした
が、本社と工場の両方の経理をやらせて頂いたこと
で全体的な流れが摑めたと感じています。まだまだ
社会人としては青いですが、勢いだけはあると思っ
ておりますので、これからも精進して参ります。
●私がこの会社を選んだ理由

私は大学４年生の時、就職活動に積極的に取り組
んだとは言えませんでした。後述しますが、私は応
援部で活動しておりましたので、部活動メインの生
活を送っておりました。エントリーシートは両手で
数えられるほどしか出しませんでしたが、結果とし
ては最高の成果を得られたと感じています。

私は群馬県安中市出身です。安中市には私の会社
の大きな事業所がある為、幼い頃から会社のことは
なんとなく知っておりました。父も研究者として勤
務しており、友人の父兄の多くも工場に勤務してい
ましたので、「地元の会社なんだな」としか思って
おりませんでした。

しかしいざ大学４年生となり就職活動を（なんと
なく）始めてからきちんと会社のことを調べてみて、
ここで働きたいと直感的に思える会社でしたので、
第一志望として就職活動を続けました。応援部は金
融系や商社などが多いイメージがあるようで、メー
カーだと珍しがられることがありますが、私は私の
最良の選択を信じて社会人生活を送っています。
●憧れの早稲田大学入学、応援部として

私は早稲田大学で過ごした４年間を応援部で活動
しました。大学時代の 99% を応援部に捧げたと言
っても過言ではありません。応援部のおかげで、早

　　　　平成 29 年度幹部集合写真（筆者は前列右から２番目）

新社会人です！
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稲田で過ごした青春の時はとてつもなく濃いものと
なりました。

やっている時は長く感じていましたが、今となっ
て振り返ってみると短かったように感じます。「人
生楽ありゃ苦もあるさ」という歌がありますが、そ
の通りの応援部生活でした。苦の方が多かったと思
います。特に下級生時代は、頑張って、我慢して、
耐えて、という場面が多かったと思います。「こん
な部活やめてやる！」と何度思ったか分かりません
が、わずかな喜びの為にここまでやれました。

お世話になった上級生、支えてくれた下級生、体
育会の仲間、応援部のコーチングスタッフの方々、
稲門会の方々、色んな人に助けられて４年間を終え
ることができました。やはり一番は同期の存在です。
良いときも悪い時も一緒でした。親や兄弟を選べな
いように、同期も選べません。青春の時を共にした
仲間はかけがえのない存在です。

私にとって、応援部での４年間は決して順風満帆
ではありませんでした。特に、代表委員主将として
先頭に立った幹部時代は、重圧に押し潰されそうで
した。しかし応援部を去って時間が経過した今、後
輩達に、そして応援部に何か残せたのなら後悔はあ
りません。
「過去は振り返らない！」と言い切れればかっこい
いのですが、長いこの先の人生、時には早稲田で過
ごした青春の日々を思い出して懐かしみたいと思い
ます。帰れる場所があるということは幸せなことで
す。たまたま応援席に入り、応援部を見て、衝撃を
受け、いつの間にか始まった４年間。全てのことに
感謝したいと思います。
●お世話になった劉先生

私は４年間ほとんどフルで部活動にのめり込んで

いたこともあり、ひとりの学生としては褒められた
ものではありませんでした。結果的には４年間で卒
業することができましたが、これは幸運だったと言
えます。

あまり授業にも行かず単位を落としていた私が 2
年生の時に出逢ったのが、現在学部長を務めておら
れる劉傑先生でした。劉先生は大変寛大な慈悲の御
心をお持ちの人格者でした。ゼミ生の私の部活動の
事情もわかって下さったうえで「人を応援するのは
立派なことです。しかし自分自身の応援を疎かにし
ないように」とお言葉をくださいました。その後も
決して真面目とは言い難い学業との向き合い方でし
たが、劉先生との出会いは私の中でとても大きいも
のでした。
●社会科学部稲門会の皆様へ

私は現役の学生のときから社会科学部稲門会に顔
を出させて頂いております。部活柄、たくさんの稲
門会に出席させて頂いておりますが、社学稲門会の
皆様は特に温かく迎えてくださいました。今年の春
の早慶戦が終わった後も、たまたま入った居酒屋に
皆様がいらっしゃり、呼んでいただき乾杯してくだ
さいました。私はこのアットホームな雰囲気がとて
も好きです。

これからも皆様のご活動がますます発展すること
を祈念しております。今回は会報に寄稿させて頂く
機会を与えてくださり、ありがとうございました。

　　　　平成 29 年度幹部集合写真（筆者は前列右から２番目） 春合宿の地獄巡り（練習）にて 早慶戦でのエール交換

フレッシュマンレポート

●櫻井 康裕さんプロフィール
群馬県安中市出身。
応援部で代表委員主将。入部の最後の一押しは、チアの
先輩の「応援部カッコいいからモテるよ！」の言葉。
劉傑ゼミ ( 中国研究 ) 出身。好きなアーティストはビー
トルズ、ローリングストーンズ、AC/DC。
最近、ゴルフ始めました。
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SHAGAKU INFORMATION
■早稲田大学社会科学部稲門会『笹原教授特別講座』

社学稲門会は、OB と教職員、現役学生の『三位一体』で活動。
八月二十九日、笹原宏之教授の『漢字と日本人』と題して特別講座を開催。先生は「漢字

研究の権威」で母校の教授、多くの公職や辞典の編集、他大学からの非常勤要請など超多忙
の身。温和な印象が、いざ始まると俄然熱血講義となって私達を魅了。

中国発祥の漢字は、日本の多様で繊細な表現や解釈が異なるという。板書は左端から書き
始め、すぐに全面が漢字で埋まる。書いては消しの迅速性と、深い造詣に裏打ちされた説明
で一同魅了される。ユーモアに富む講義に笑顔が絶えない。漢字への該博さと情熱の迸る講
義に時間の経過も忘れ、初めて聴く講義に全員が感動。

社学稲門会主催の特別講座で一番手の講義を務めて頂いた先生に四十名以上の出席者も感謝しきりで懇親会へ。
そこでも先生への質問に列が出来る程。締めは「都の西北」を全員で斉唱。至福の時を共有して三々五々それぞれ
の家路に着いた。非常に楽しく有意義な一日となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【長谷川 勤　記】
〈参加者〉

阿川功、中本零時、竹村信春、金子富貴雄、長谷川勤、大内一男、伊東相一、原田高雄、荒川（1973 年卒）、細
井常男、藤井貞雄、佐竹茂一郎、伊藤典子、幸田雅夫、佐藤和美、馬場孝子、秋元昇、西宮正明、山田一博、「山
田一博」同伴者、米津昭、伏見英敏、夏越英成、井上功、濱田良光、吉田直人、永塚良知、天野とも子、南雲靖
夫、後藤秀一、新谷俊樹、甘利知子、長谷川真紀、今辻俊郎、副島亮、久保田（2010 年卒）、剱持一幸、八角大智、
YIWEN XIAO、増形俊輔、斉藤鉄生社会科学部事務長、笹原宏之社会科学部学術院教授。

■早稲田大学社会科学部稲門会・社ガール主催

「新宿の夜景を見ながらおいしいお料理とビールを堪能しよう」
2018 年 9 月 15 日、新宿の夜景を一望できる知る人ぞ知る高田馬場の

ビアテラス「Sounds Terrace」で開催いたしました。
直前まで、時折、強い雨の降る悪天候で開催も危ぶまれましたが、主催

した社ガールの面々の強い祈りが通じ、乾杯時には完全に雨は上がり、美
味しいビールと普段は、なかなか目にすることのできない馬場界隈の夜景
を堪能いたしました。遠くに見える理工学部が輝いて見えたのは贔屓目で
しょうか。

涼しい風を頬に受け、ビールも料理も進み会話も大いに弾み、あっという間の 2 時間でした。　しかし、ここで
終わらないのが早稲田。2 次会は、これまた知る人ぞ知る馬場の老舗スナック「リッチ」に繰り出し昭和カラオケ
で大いに盛り上がりました。

途中にみんなで肩を組んでの「紺碧の空」最後は勿論、腕を高く振り上げ「都の西北」の斉唱で、延々 5 時間の
宴も散会となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【和泉明宏　記】
〈参加者〉

馬場孝子、山野千鶴子、甘利知子、高橋恵子、高橋麻子、井上明美、井上功、大石哲也、新谷俊樹、吉田直人、
中本零時、杉山博、南雲靖夫、米津昭、和泉明宏、和泉美保、藤井貞夫。

「早稲田学報」投稿記事で振り返る

「社学稲門会」2018年度活動

熱弁する笹原先生

ビール片手に新宿の夜景を見ながら
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■社会科学部稲門会「大・同窓会＆奨学金授与式」

稲門祭前日 10 月 20 日（土）に「社学稲門会　大・同窓会」が大隈会館「楠
亭」で開催され、全国から 70 名近くが参加した。

第一部は、「社会科学部卒業生奨学金」の授与式。今年も 4 名の学生に
一人 40 万円を奨学金として授与し奨学生一人一人から感謝の言葉があっ
た。奨学生には益々の活躍を期待したい。

第二部は懇親会。伏見副会長の乾杯発声後、新旧織り交ぜた仲間と楽し
い盃を重ねた。有難い事に照屋佳男先生、速川治郎先生、田村正勝先生が
ご同席下さり、思い出話に花を咲かす一方、先生方の社学に対する深い愛
情に参加者一同大いに感激する。

最後は応援部のリードによる紺碧の空、早稲田の栄光を全員で肩を組ん
で歌う。フィナーレは声高らかに校歌斉唱。名残惜しい中、伊東幹事長の
閉会の挨拶をもって散会。

来年社学稲門会は創設 25 周年を迎える。25 周年に向け「楽しくなけ
れば社学稲門会ではない！」に磨きをかけ、様々な企画を用意するので今
後もご期待ください。　　　　　　　　　　　  　　　　【南雲靖夫　記】

■稲門祭・模擬店「記念写真コーナー」活動報告

2018 年 10 月 21 日、社会科学部稲門会は、稲門祭の名物ともいえる存
在となった「記念写真コーナー」を今年も出店しました。

昨年とは違い今年は天候にも恵まれ、「紺碧の空」と大隈講堂を背景と
した素敵な写真をお撮りすることが出来ました。当日は、小学校入学前の
お子様から喜寿を迎えた方まで、校友とそのご家族、早稲田大学に興味を
お持ちの方、外国の方など多様な方が来店されました。

撮影の際の衣装は「アカデミックドレス」「詰襟学生服」「ラグビーユニ
フォーム」の中から選んで頂きました。将来早稲田大学に進学することを
希望するお子様のための「合格祈願写真」もご好評を頂きました。

また、年次、地域稲門会等でお忙しい中、お手伝い下さった方、激励、差入れを下さった方、その他多くのご支
援下さった方にこの場を借りてお礼申し上げます。

末筆ながら、先輩の方々には、正門近くの最高の場所の確保その他様々なことについて多大なるご尽力を頂き、
心より感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　【渡邉兼二　記】
〈参加者〉

中村文彦、吉田直人、夏越英成、向山禎彦、新谷俊樹、西宮正明、渡邉兼二、馬場孝子、米津昭、山野千鶴子、
長谷川麻紀、高橋雅之、杉山博、後藤秀一、中本零時、石井伸二、中嶋茂、佐藤和美、田中幹、伏見英敏

「早稲田学報」投稿記事で振り返る「社学稲門会」2018年度活動

奨学金授与式

大・同窓会

稲門祭記念写真模擬店
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■早稲田大学社会科学部稲門会『三浦半島ミステリーツアー』レポート

組織委員会、経営者の会、合同企画で 11 月 10 日（土）快晴の
下、ツァーは京急線三崎口駅を 10 時半にスタート。

トップバスという二階建てオープンバスに乗り、三浦半島の
広々としたキャベツ畑など眺め城ヶ島に到着。城ヶ島の磯を眺め
ながらハイキング、馬の背洞門へ。キラキラ輝く磯を満喫。まぐ
ろのお食事処でランチタイム。その後、路線バスで小網代の森へ。
マイナスイオンたっぷりの自然の森を散策、森林浴を堪能しまし
た。再び路線バスで三崎口へ戻り、希望者は京急線上大岡の京急
百貨店でお買物。そして 18 時から「福ろく寿」で夕食。和気藹々の後、校歌「都の西北」で締めてお開きとなり
ました。今回のツアーで活用した「まぐろきっぷ」は、交通手段とお食事付きのとてもコストパフォーマンスの高
い切符でした。

当日は、天候にも恵まれ、仲間にも恵まれ、楽しい一日が過ごせました。京急百貨店社長、上野氏、並びに広報
担当スタッフの方々、おもてなしの心たっぷりのご対応、誠にありがとうございました。   　　　　【馬場孝子　記】
〈参加者〉（敬称略、順不同）
【京王百貨店】上野賢了（社学出身）、巣立利衣子、鈴木大介
【会員】阿川功、中本零時、石井達久、伊東相一、原田高雄、細井常男、米津昭、吉田直人、永田正行、夏腰英成、
井上功、井上明美、山野千鶴子、甘利知子、高橋麻子、杉山博、渡邉兼二、中嶋茂と奥様、濱田良光と奥様、小
梛和彦、馬場孝子、（夕食から参加）伊東潤

■早稲田大学社会科学部稲門会『第６回ゴルフコンペ報告』

11 月 24 日快晴の下、大宮カントリークラブで第五回社学稲門会ゴル
フコンペが開催された。3 組 9 名と小規模での開催だが我が稲門会のゴル
フコンペとしては過去 5 回の中で最大の参加人数であった。
「あかつきコース」「みどりコース」の計 6,088 ヤード、パー 72、新ぺ
リア方式で競った。結果はグロスで 96 から 108 のわずか 12 打の間に全
員が入る混戦であり、隠しホール次第で誰が優勝してもおかしくない状況。
前回優勝の石井氏が 3 連覇を目論んで望んだ本大会であるが、運を見方
にした吉田がなんとか彼の 3 連覇を阻止した。

社学稲門会のゴルフコンペは何と言っても 19 番ホールが醍醐味。繁華街に繰り出し、反省会と称した酒宴は大
いに盛り上がり、勢い昂じて 20 番ホールに向かうものが多数いた。

今回は 4 名が初参加者（うち 2 人は web からの申込みで社学稲門会イベント自体初参加）。参加自由でスコアよ
りも楽しむことを目的とする当会のゴルフコンペ、次回は 4 月頃開催予定。ゴルフをする方は是非お問い合わせく
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【吉田直人　記】
〈参加者〉（敬称略、順不同）

石井伸二、田仲幹弘、吉田直人、長谷川勤、大石哲也、高橋麻子、西宮正明、大谷政明、小倉豪太郎

三浦半島ミステリーツアー

秋のゴルフコンペ
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■早稲田駅伝＆祝勝会

1 月 12 日（土）葛西臨海公園、初雪が観測された寒空のもと駅伝は行
われた。社会科学部稲門会から３チーム（15 名）が出場。初参加した昨
年より 2 チーム（10 名）増やしての挑戦だ。

前回走った新谷、西宮は自己タイムを１分以上も短縮。南雲、副島も１
分近く更新。また新加入の岩津、滝野、山田は上位に入る好タイムで激走
しチームを活気づけた。小梛を筆頭とする仮装チームは、CM でお馴染み
の「金太郎」に扮し大会を大いに盛り上げたが、表彰時間までにゴールで
きず、残念ながら仮装部門優勝は逃した。

静岡に住む山田は、「HP を見て楽しそうだな」と思い遠方からの参加を決意。「実際に仲間と走ったら本当に楽
しかった」と言い、最後は「来年も出たい」と抱負を語った。

寒いなか応援に駆けつけた中本、藤井、原田、米津、鈴木に大いに勇気づけられた。また祝勝会は伊東、矢島も
加わり、締めは校歌斉唱で盛会裏に終えた。思い出深い至福の一日であった。                             【吉田直人　記】
〈参加者〉（敬称略）

社学稲門会Ａチーム：坪田知広、新谷俊樹、甘利知子、副島　亮、西宮正明
社学稲門会Ｂチーム：岩津裕樹、滝野　遥、高橋恵子、南雲靖夫、山田裕才
社学稲門会 C チーム（仮装）：小梛知彦、吉田直人、小倉豪太郎、山野千鶴子、井上　功

（応援＆祝勝会参加者）：中本零時、伊東相一、藤井貞雄、原田高雄、米津昭、矢島健生、鈴木沙希

■社会科学部稲門会『早田宰先生特別講座」

当会は毎月第二水曜日に 14 号館で定例会を行っているが、2 月 13 日
は趣向を変え、パッと華やかにイタリヤ料理店「イル・デ・パン」に社会
科学学術院の早田宰先生をお招きし「新しい地域づくりと人材育成」と題
した特別セミナーを座学形式で開催した。

現在社会は複雑化し解決困難な厄介な問題を抱えている。これを解決す
る方法にコレクティブインパクトがある。一人ひとりの力は小さいけれど
希望をもって多数の協力により影響を与えること。事例として一人ひとり
がそれぞれの能力を生かして地域づくりに取り組んでいる北海道下川町の
紹介があった。一人ひとりが得意なコンピテンシー（能力）を磨き、いろいろな人の力を借りて問題を解決してい
くことが今後ますます求められる社会になります。

私学の早稲田こそ、多種多様な個人の能力を伸ばす人材育成の場であり続けてほしいと願います。
セミナー後は先生を囲んでの酒宴。会は大いに盛り上がり、最後は南雲氏の人生劇場と校歌斉唱で締めくくりま

した。                                                                                                                             【吉田直人　記】
〈参加者〉

早田宰社会科学学術院教授、阿川功、中本零時、金子富喜雄、荒川茂夫、伊東相一、藤井貞夫、細井常男、幸田雅夫、
馬場孝子、佐藤和美、米津昭、西宮正明、十握哲夫、安田健一、伏見英敏、石井伸二、井上功、岡本昭彦、山野
千鶴子、田仲幹弘、木村仁、吉田直人、南雲靖夫、新谷俊樹、後藤秀一、三幣尚弘、藤木秀明（商）、小梛和彦

「早稲田学報」投稿記事で振り返る「社学稲門会」2018年度活動

早稲田駅伝大会

質問に答える早田先生
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■『久々に楽しもう』バレンタイン卓球大会に参加して

２月 16 日に江戸川橋の「卓
球処・やまぶき」にて行われ
た社学稲門会／社ガールの会
主催のバレンタイン卓球大会
に参加させて頂いた。当日
は 18 名が参加し、ダブルス、
シングルスの順に試合が行わ
れた。

当日は早朝までの深酒の影響もあり意識の朦朧とする中、ダブルスでは一部到着が遅れた方がいたため、まさか
の相手チーム２人対１人での対戦となり、結果は所詮惨敗。

無念を晴らすべく臨んだシングルスは、1 回戦、2 回戦の女性との対戦を 11-3、11-9 で勝利。続く難敵小倉さん
との対戦は、経験者ハンデでラケットをスリッパにして頂いた為 11-4 で勝利、その勢いで決勝も勝利し、空気を
読まず？　まさかの優勝となった。

賞品は打ち上げの無料参加券で、寝不足の中、美味しい祝杯を頂くことが出来た。もし、来年も参加させて頂け
るようであれば、ディフェンディングチャンピオンとして万全の準備をして臨みたい。                 【小梛和彦　記】

■第７回社学稲門会ゴルフコンペ

社学稲門会ゴルフコンペを 4 月 13 日、JGA おごせ GC で開催。
平成最後の当日は参加者 8 名、快晴無風で絶好のゴルフ日よりだった。

現役世代からシニア世代のプレイヤーの腕前の競い合いで、和気藹々のゴ
ルフを各々が楽しむ。

山岳コースなので、飛距離よりも正確さが求められるコース。ドラコン
とベスグロは現役世代が独占、ニアピンはシニア世代が獲得。土曜日で多
数のプレイヤーのため、昼食時間が 90 分もあり、ビールを飲みながらの
食事と会話を十分に楽しむ。

優勝は阿川功氏、さすがに週一プレイヤーだけに各ホールの攻略組み立てが上手く、スコアも安定 48，47 でグ
ロス 95 のスコア。ベスグロは現役世代の大谷政明氏が 43，43 で、グロス 86 で獲得。ブービー賞は前回同様に長
谷川勤氏で次回幹事の指名となる。

終了後のパーティも十分時間をかけて、本日の反省と、次回の捲土重来を期して和気藹々のうちに終了。次回は
10 月 26 日（土曜）を予定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【長谷川 勤　記】
〈参加者〉

阿川功、長谷川勤、伏見英敏、西宮正明、小倉豪太郎、大谷政明、今辻俊郎、岩津裕樹

参加者記念写真

春のゴルフコンペ

打ち上げ
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■第7回社会科学部稲門会総会

５月 11 日、初夏の清々しい陽気の中、第 7 回社会科学部（社学）
稲門会総会が染谷記念国際会館にて開催され、ご来賓を含めて 60
名ほどの参加がありました。総会では阿川功社学稲門会会長の挨拶
に始まり、会計報告に続き予算案や活動計画等の審議事項もつつが
なく終了。

総会後は、社会科学学術院教授の山田満先生による記念講演「東
南アジアに対する中国の影響」が行われました。丁度なタイムリー
な話題であったため、参加者の関心も高く、講演後には活発な質疑
応答が行われていました。その後早稲田キャンパスに移動し、参加者一同で大隈講堂をバックに記念撮影。そして
楠亭に移動して、いよいよ懇親会がスタート。

乾杯後は、皆さん思い思いに和やかに懇親を深めているようでした。宴も進み、来賓の方々のからのご挨拶をい
ただき、特に名誉教授の田村正勝先生の新元号令和にまつわるお話を一同感心しながら拝聴いたしました。

最後は紺碧、栄光、人生劇場、そして校歌を全員で歌い楽しい宴もお開きとなりましたが、名残惜しい参加者は
三次会まで繰り出すなど早稲田での一日を堪能いたしました。

社学稲門会は今年創設 25 周年を迎え、稲門祭前日の 10 月 19 日には記念式典も予定しております。これからも「楽
しくなければ社学稲門会ではない」をモットーに活動してまいります。皆さまのご参加をお待ちしております。

ちなみに、参加者は 50 名以上のため省略。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　【南雲靖夫 記】

■令和元年最初の早慶戦応援記（感動の大接戦!!）2019.06.01

平成から令和へと時代をまたがって行われた 2019 年東京六大学野球春
季リーグ戦は、最終週の早慶戦を待つ事なく、明治大学の 40 回目の優勝
が前週に決まってしまいました。が、ここは 1903 年から始まった慶應と
の対抗戦。お互いの意地で、両軍にとって負けられない試合です。社学稲
門会では、応援部 OB 夏越氏のご尽力で、チケットと応援グッズ、そして
前から 5 列目、6 列目の特等席をご準備いただきました。

応援軍団は全 10 名。多くのメンバーが社学稲門会制服と言われる W
マークのＴシャツで気合をいれ、メジャーリーグ出身で初の六大学野球部
監督となった小宮山悟氏率いる野球部を応援しました。試合は田中総長自らの学生注目で激を飛ばすなど、瀧澤選
手のホームスチールとホームラン、守ってもレフトでの堅守の大活躍で、接戦をものにしました。投手陣も先発の
早川から身長２ｍの今西。そして甲子園優勝投手の徳山が頑張りました。

早慶戦で勝利した時にしか唄えない “早稲田の栄光” を唄って、試合後の祝勝会は外苑前交差点の居酒屋。早慶
相乱れての雰囲気の中、応援参加者の笑顔とアイデンティテイ抜群の W マークの T シャツは、翌日の勝ち点奪取
への期待も込めて大変な盛り上がりで終わりました。（残念ながら二回戦、三回戦と連敗し、３位となった我が軍は、
実に 2015 年春以来、優勝から遠のいています。秋の雪辱に期待しましょう！）　　　　　　　　　　【西宮正明 記】
〈参加者〉

荒川茂夫、原田高雄、渡部泰明、馬場孝子、米津昭、西宮正明、夏越英成、山野千鶴子、杉山博、新谷俊樹

「早稲田学報」投稿記事で振り返る「社学稲門会」2018年度活動

懇親会

令和初の早慶戦
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■夏の遠足『ふなばしアンデルセン公園』

2019 年 7 月 6 日の長く続いく梅雨の土曜日に、千葉県船橋
市にあるアンデルセン公園へ令和最初の遠足に出かけました。

ハレ女（ハレ男）が参加した関係か、今初夏連日の降雨も止
まり、その日はムラサキ色の紫陽花を堪能するには、いい塩梅
でした。

集合場所は、北八千代台駅。東京メトロ東西線西船橋駅から
東に行くことがない当日の多くの参加者は、戸惑いながらも同
駅に集合し、意外と便利な直通東葉高速鉄道線の完成度には
びっくり。駅前商店街も充実していて生活の便利さには住居の候補になる
ものと、確かバブル頃にこの付近で新婚生活をスタートした同窓の顔もち
らほらフィードバックしつつ、バス 30 分に揺られて目的地のアンデルセ
ン公園へ到着。

TDL や USJ などの派手さはないものの、丁寧に手入れされた園内の花
壇の出迎えには、幼少期のわくわく感が蘇りました。広い敷地には、自由
に走り回れる探検感が醸し出されており、水辺での遊戯、欧州の風景その
ものの風車や農家にうっとり、意外とマナーが悪かったアンデルセンの私
生活を紹介する博物館も回り、小説家というものは、神経質だった夏目漱石とダブルのかと勝手な思い込みも想像
しながら、園内牧歌的な時間をのんびり過ごしました。

バス便が悪く、それも千葉らしい自家用車社会なのか、遠足常連者はそれに苛立つことなく、トラベルはトラブ
ルが語源と割り切っている（人生の）上級旅行者たちなのか、公園でいただいた無料配布のムラサキ色のラベンダー
を手に抱え、西船橋の二次会へ更に繰り出しました。

17 時に到着した西船橋駅北口の京成西船駅へ続く商店街にある「まる福」は、近所のギャンブラーか既に満員御
礼状態。一人客の多い店は、良い店と誰かが言っていたのを思い出す。運よく 6 人席が確保されており、良好な漁
港が豊かな千葉らしい低価格な海モノおつまみに舌ツツミ。東西線の早稲田駅から終着駅西船橋駅へ直行で辿り着
けるこの居酒屋は、人生の行き詰まりを感じてひとり酒を飲んだらスグにパワーチャージできそうなパラダイス。
何故か三次会もそのままで同じ店だったような記憶。帰宅時間は不明。アンデルセン公園の余韻も含め、童話の天
国帰りの三日酔いだけは覚えている。                                                                                     【杉山 博　記】
〈参加者〉

井上功・明美夫妻、馬場孝子、藤井貞雄、高橋恵子、杉山博

SHAGAKU INFORMATION「早稲田学報」投稿記事で振り返る「社学稲門会」2018年度活動

ふなばしアンデルセン公園

参加者記念写真
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SHAGAKU INFORMATION
「社会科学部稲門会」創設25周年記念

「大・同窓会2019」のご案内

従来はホームカミングデーの卒業年次が主体の合同クラス会でしたが、昨年より卒業生全
体の集まりとした同窓会に形を変え、今年も下記の通り開催いたします。

本年は社学稲門会が校友会の登録稲門会になって 7 年ですが、学部の稲門会を「社学二
水会」として創設してからは 25 年目に当たります。

つきましては、創設 25 周年を迎えるにあたり、定例会やイベントに参加できない方も奮っ
てご参加の上、縦横の旧交を温めて頂ければ幸甚でございます。

稲門祭の前日開催にてご多忙の事かと存じますが、何卒ご出席賜わりますよう宜しくお願
い申し上げます。

尚、下記の通り会場が二カ所になりご不便をお掛けしますが、ご理解頂きますよう重ねて
お願い申し上げます。

記

日　時：2019 年 10 月 19 日（土）14 時～ 19 時

【社 会 科 学 部 奨 学 金 授 与 式】14：00 ～ 14：40
【記念講演・中林  美恵子  教授】15：00 ～ 16：15

会　場：早大 14 号館 801 号室

【懇親会】17：00 ～ 19：:00
会　場：リーガロイヤルホテル東京

会　費：8,000 円（消費税込）

※講演会のみのご参加はご遠慮ください。

詳細は社学稲門会のＨＰをご覧の上、参加申込をお願い申し上げます。
https://syagakutomonkai.com

当会への年会費 3000 円を未納の方は当日会場にて申し受けます。
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SHAGAKU INFORMATION
2019年稲門祭「記念写真コーナー」

ご案内とご協力のお願い
例年通り稲門祭で久々に母校に戻られた校友をはじめ早稲田を目指す方等多くの方々に対して、写真をお撮りする

「記念写真コーナー」を実施いたします。

この出店は大隈講堂を背景にして、懐かしい角帽に学ランやマント、ラグビージャージ等、お好きな早稲田コスチュー

ムでの記念撮影を正門近くの同じ場所で続けているもので、大変好評を頂いています。

長年このサービスをワンコインで提供し、すっかり稲門祭の名物として定着したのではと自負しておりますが、校

友の皆様には是非お立ち寄り頂ければ幸いでございます。

尚、「記念写真コーナー」の運営には、コスチューム、写真撮影、プリントアウト、会計等、当日の対応に 15 名程

度の人員が必要となります。折角ご来店頂いた方々をお待たせしないようにピーク時だけでも構いませんので、お手

伝できる方を募集しております。ご協力頂ける方は下記宛てにご連絡頂きますようお願い申し上げます。

出店日：10月20日（日）9時～16時（予定）
「記念写真コーナー」運営スタッフ参加申込はホームページからお願いします。

https://shagakutomonkai.com
問い合わせメール

shashin@shagakutomonkai.com

社学稲門会
写真撮影班テント
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光スポットを夢中で巡った。（写真参照）。
この家庭教師のアルバイトとヨーロッパ７か国の旅

の経験は、有意義で忘れられない学生時代の想い出と
なり、私の人生に大きく影響を与えた。

長男である私は、地元（石川県）で社会科の教師に
なることを決意し、在学中に教職課程科目を履修し、
中学校・高等学校社会科の教員免許を取得した。卒業
後、すぐ通信制大学で小学校の教員免許も取得した。

●人生に影響を与えた学生時代              
70 年代半ば、大学紛争は終焉を

迎えていたが、まだ早稲田キャンパ
スには横断幕が張られ立看板が乱立
し、学生がスピーカーで何やらアジ
っている光景が見られた。

人生いろいろ…
社学もさまざま

寄稿

当時、社会科学部の講義で使用した教科書の一部

ジュネーブ（レマン湖畔のシヨン城）

入学当初、学費値上げ反対のためのデモやストライ
キを、地方（石川県）出身のノンポリの私は茫然と眺
めていた。休講になったり試験がレポート提出になっ
たりしたこともあったが、木村時夫教授の「日本ナシ
ョナリズムの研究」や難波田春夫教授の「社会科学方
法論」等の講義は興味が尽きなかった。外木ゼミの演
習課題「現代社会と共同態」では、仲間と自由に議論
したことを覚えている。

また、サークルでは旧校舎 14 号館ラウンジの出口
付近に卓球台があり、いつも集まる仲間数人と「ピン
ポンファンクラブ」（温泉卓球レベル？）を創設し、
今でも、三重県のＫ君や、滋賀県のＹ君と賀状交換を
して簡単な近況報告をしている。

学生時代、一番印象に残っているのは、家庭教師（小
学生に算数・中学生に数学と英語・高校生に英語）の
アルバイトを週３日、２年間続けたことである。そし
て、その貯めたお金で、後輩のＹ君とヨーロッパ７か
国を旅したことである。アテネ、ローマ、マドリード、
トレド、ジュネーブ、シャモニー、フランクフルト、
パリ、ロンドンの９都市の古代遺跡、歴史建造物、観
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●社学稲門会との出会い
卒業して 42 年が経った。６年前に、35 年間勤め

た教職を定年退職し、時間に少し余裕が出来た。思い
切って社会科学部稲門会に顔を出し、新しい出会いや
青春時代を懐かしんでみたいと思った。

社ガール発起人の馬場孝子さんや事務局長の佐藤和
美さんが同期（77 年卒）ということを知り嬉しくな

った。当時、旧校舎の 14 号館や授業、ラウンジ、卓
球台で、すれ違ったかもしれないと思うとタイムスリ
ップしたかのような懐かしい気持ちになった。

 ●教師人生の「学際性」なるもの
さて、本題の私の教師人生における「学際性」につ

いて、憚りながら少し紹介したい。
我が教師人生はかなり異色かもしれない。それは、

小学校教師、中学校教師、高校教師を、すべて経験し
たことにある。しかも小学３年、小学５年、小学６年、
中学１年、中学２年、高校１年、高校２年、高校３年、
これらのすべてのクラス担任をさせて頂く幸運に恵ま
れたからである。

この経験を活かして、小学校社会科と中学校社会科、
中学校社会科と高校社会科の授業交流や授業参観を通
して総合的に教材研究を行い、児童、生徒の実態や発
達段階に応じて、興味、関心、意欲を持たせる授業を
試みた。

高等学校社会科の教師期間が一番長いのだが、主に
世界史、地理を受け持ち、他の科目の日本史、現代社
会、政治経済、倫理も教えてきた。いや私が生徒から
教えられたのだ。世界史の授業では日本史と関連付け
たり、現代社会の授業では倫理的課題について生徒に
考えさせたりしながら、複数科目を有機的に結合させ
て、「学際性」を活かした授業を工夫してきた。

さらに中学校・高等学校教師時代の部活動でも、幅
広く運動部と文化部両方の顧問を持たせて頂いた。 

運動部は９つ受け持った。中学野球部監督時代には、
石川県大会で１年生の松井秀喜にホームランを打たれ
て完敗。（当時は彼がどんな選手なのか分からなかっ
た）。高等学校の陸上部顧問時代には大分の全国大会
で桐生祥秀の走りを見た。

以下高等学校部活のバドミントン部、ソフトボールアテネ（パルテノン神殿）、右端が筆者

懇親会（楠亭）2019.5.11（土）、右から 4 人目が筆者

●川端 正明さんプロフィール
出身地：石川県加賀市
早稲田大学社会科学部 1977 年卒
福山ゼミ：「法規範・法体系の性質と構造の分析」
外木ゼミ：「現代社会と共同態」
サークル：「ピンポンファンクラブ」活動場所は旧 14 号

館ラウンジ横の卓球台
趣味：テニス・卓球・読書・映画鑑賞・スポーツ観戦・

海外文通   
家族：母、妻、長男（高校数学教師）、次男（基幹理工

2013 年卒）
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小学校 6 年生・遠足（28 歳） 高校 2 年生・修学旅行、横浜赤レンガ倉庫前（50 歳）

シンガポール、アメリカ３回、ホンジュラス、グアテ
マラ、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、
イタリア、イギリス）を訪れた。どの国も実際に現地
へ行ったことで学べることも多く、帰国後生徒たちに
体験談を話したりスライドを見せたりしながら、フィ
ールド・ワーク（「臨床性」）を活かした授業を行った。
生徒は目を輝かせて聞いてくれた。

この中でも、特に有意義で充実した海外研修につい
て、４つ挙げてみたい。

１．国際研修プログラム（勤務校の生徒引率とホーム
ステイ、英会話講習、アメリカワシントン州 25 日
間）

２．日米交流促進教育プログラム（石川県社会科教師
８人とアメリカミシガン州社会科教師８人の相互の
勤務校交流と東京・ワシントン DC 訪問 15 日間）

３．国際協力事業団（JICA）主催、高校教師海外研
修　青年・シニア海外協力隊活動現場視察（ホンジ
ュラス、グアテマラ 13 日間）

４．文部省教員海外派遣視察研修 （イタリア北部の都
市ブレーシアとアメリカミネソタ州の都市ダルース
の小学校、中学校、高等学校訪問、ドイツとイギリ
スの教育文化施設視察 30 日間）、である。

これらの研修の成果を、世界史、地理、現代社会の
授業で生徒に還元した。生徒は興味を持って授業に臨
んでくれた。教職員対象にも報告会を実施してきた。

これらの４つの海外研修の詳細については、会報誌
にまだ余白があるのであれば、来年の会報誌（第23号）
で寄稿させて頂けたら、幸いに思う。（図々しいにも、
程がある。自戒：次回？）

部、ソフトテニス部、柔道部、バレーボール部、サッ
カー部、硬式テニス部。文化部は英字新聞部、インタ
ーアクト部、美術部の３つで、合計 12 の顧問を多角
的に持たせて頂いた。

これらの多くの部活動に顧問として、私も挑戦し、
生徒と共に活動を楽しみ、相談にのったり、励ました
り出来たのではないかと思っている。

このように社会科学部を卒業したことで「学際性」
なるものの DNA が私に引き継がれていたと言えば大
袈裟であろうか。良く言えば、「学際性」を活かした、
複合交差思考と複眼的な視点で教育を見通せた教師人
生、悪く言えば、専門性が曖昧な教師人生ということ
であろうか。

早稲田大学社会科学部の理念の「学際性」は、先行
きが読めないグローバルな世界情勢の中で自ら活路を
切り拓いて活躍できる人材を育てるために、教育界に
とっても必要なアプローチである。今の時代には専門
性だけでなく、課題解決能力、コミュニケーション能
力、自己発信力など総合性が問われている。

２つ以上の違った専門性すなわち「学際性」を身に
付けたハイブリッドな教師がこれからの時代に求めら
れるのではないだろうか。（長年教師をしていると、
偉そうな言い方になってしまう。自戒）

●教師人生の「国際性」、「臨床性」なるもの
次に早稲田大学社会科学部の理念の「国際性」、「臨

床性」について、私の教師人生と関連付けて少し述べ
てみたい。

高等学校社会科の教師として、主に世界史と地理を
受け持った。学生時代からの性分が治らなく、どうし
ても現地に行きたくて、夏休み期間を利用して在職中
に 13 の国と地域（韓国、台湾、タイ、マレーシア、
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来年定年退官される先生の
ために最高の舞台を!!
●卒論のテーマは「外国人労働者」

令和元年５月の社学稲門会に初めて参加、ゼミリレ
ーの記事を安請け合いしてしまいました。

２年間の浦田ゼミの思い出を考えたが、学術的に書
ける内容は思い浮かばない。ゼミを欠席した記憶はな
く、かと言ってテーマに対して徹底的に勉強した記憶
もない。発言は出席したら１回は必ずしようと思って
いたが、ちゃんと出来ていたかどうかは分からない。

ただし、ひとつだけ自分で考えて、しっかりやった
のは卒論。テーマは当時問題になってきていた「外国
人労働者」について。27 年前に結論付けたのは、人
口減少にいる人手不足のためには、外国人労働者は必
ず必要であり、法整備をして日本もグローバル化を図
るべきとした。なかなか先見の明があったと思われる

（笑）。

●対抗ゼミでは神戸大学とディベート
では、浦田ゼミについて振り返ってみてトピックス

をご紹介したい。
浦田先生は 36 歳の時にゼミを開講されて、18 期生

まで約 200 人のゼミ生を輩出された。私は５期生とし
て入った当時から社学の中で人気のゼミで、面接と成
績表の審査で狭き門だった。先輩、同期、後輩とも個
性的だが、全体のバランスの取れた活発なメンバーだ
った。

国際経済で起きている問題、課題について議論。各
回で担当者が進行する自主的な運営だった記憶がある。
多種多様な考えについて議論し、互いを認め合う風土

があったと思う。
それは浦田先生の方針であったのではないかと推測

する。浦田先生はいつも温厚で怒ることはなかった。
あとは対抗ゼミで神戸大学とディベートしたり、卒

業旅行で有志でハワイに行った思い出がある。高田馬
場で飲んで、他の学生と喧嘩になりそうになり、私が
諫めたことがあった。

卒業してからも、18 期まで OB 会を開催し、現在も
毎年６月に早稲田界隈で開催している。毎回 30 名の
参加者で、一人一人の現況についてスピーチして盛り
上がっている。今年は大隈講堂前で、全員で校歌と紺
碧の空を大合唱して最高に盛り上がった。

早稲田大学の特徴として仲間と群れないのがあると
思うが、浦田ゼミも年１回の OB 会のみ、あとは有志
によるゴルフくらいで、群れたり、この人脈を活かし
ている感はない（笑）。私も OB 会に欠かさず参加して
きたが、非常に素晴らしい仲間だと思っている。

浦田先生は令和２年３月で定年で退官される。２月
の最終講義に OB も出席して、夜は祝賀会を開催する
予定となっている。私も幹事補佐として、全ての OB

が参加するように、また、浦田先生にとって最高の喜
びの会になるように尽力したいと思う。

退官した後も OB 会を継続して、浦田先生の地元の

蓬
よもぎ

田
た

 勝
か つ

史
ひ と

（1992 年卒）

ゼミリレー㉑
浦田 秀次郎 ゼミ

●蓬田 勝史さんプロフィール
昭和 44 年 1 月 15 日生まれ、50 歳。
栃木県下野市出身。栃木県立石橋高等学校卒業。代々木
ゼミナール（本校）で１年浪人。昭和 63 年、早稲田大
学社会科学部入学。上京し、公益財団法人和敬塾（目白台）
で学生生活を送る。
平成 4 年、ダイキン工業株式会社に入社。27 年間、エ
アコン販売営業に携わる。
３年前に離婚、13 歳の娘を溺愛している。
趣味は音楽（ロック・ポップ・クラシック）スポーツ（ラ
グビー・プロレス）のライブ観戦。映画鑑賞、哲学書を
読む。
断酒して４年、定年後は禅僧を目指す。

●浦田 秀次郎先生プロフィール
1987 年から浦田ゼミを開講（国際経済学）。2004 年
18 期生まで継続。
2005 年から早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授。
2020 年 3 月退官。
ノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・スティグリッツ
の門下生（今年のゼミ OB 会で初めて知りました）。
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CMやドラマ撮影で使用される本館（旧細川伯爵邸）

和敬塾の正門

創業者の前川喜作像

筆者が過ごした南寮

中央（右から３人目）が浦田先生、中央（右から４人目）が筆者（蓬田） OBの青島氏の青島酒造・銘酒「喜久酔」

の学生が住んで人間交流をしていた。
私は毎晩、先輩、同期、後輩の仲間と酒を飲んでい

るだけだったが、今でも先輩との交流は続いている。
一生の財産形成が出来た。村上春樹さんの『ノルウェ
イの森』の舞台であり、村上春樹さんも早稲田大学１
年生までは和敬塾に住んでいたが、環境が合わずに退
寮されたらしい。

社学稲門会の皆様のご子息が大学に入学された際に
は、ぜひとも和敬塾への入寮をお薦めします。現在は
女性も可能で、留学生も多く共同生活されています。

鎌倉でお会い出来るようになれば素晴らしいことだと
思う。

●学生寮「和敬塾」の思い出
追記として私の大学生活のベースとなった和敬塾と

いう学生寮での話をしたい。ご存知の方もいるかもし
れないが 60 年以上の歴史、5000 人以上の OB がいる。

目白台の森の中にあり、旧細川伯爵邸の跡地を前川
製作所の創業者「前川喜作氏」が買い取り、大学のも
うひとつの学びの場として「和敬塾」という学生寮を
作った。当時は３つの寮があり、300 人の様々な大学



■学内初の卒業生有志による給付奨学金制度が発足──社会科学部──
本年三月、社会科学部卒業生の寄付金による奨学基金が設立された。

社会科学部創設から 28 年、第一期生（昭和 45 年卒業）が大学に招待された四年前のホームカミングデー

において同期生代表阿川功氏をはじめとする有志の方数名が「経済的に苦しい学生を支援する奨学基金をつ

くろう」と呼ぴかけたのがきっかけだった。

その後四年間、第四期生（昭和 48 年卒業）までの卒業生が、毎年ホームカミングデーにおいて募金活動を

続けるべく、それぞれ本業多忙の中、卒業年次ごとに実行委員会を結成。年十数回の会合をもち、クラス会

開催の準備と同時に積極的な募金活動を展開した。その結果、多くの賛同を得、寄付総額は、1200 万円を超

えてここに基金設立の運びとなった。

社会科学部では、こうした多くの卒業生のご厚情にこたえるべく、この基金を「社会科学部卒業生奨学基金」

と命名した。

当初、複数の学生に給付する奨学金制度を目指していたが、低金利時代を迎えていることもあり、初年度

は年額 30 万円を１名の学生に給付する形で発足する。

発起人となった卒業生有志の間では、より多くの学生への給付を目指して、今後も継続的に卒業生を中心

に募金活動を続けて基金の充実を図るとともに、時代に即応した、基金果実だけに依らない新たな奨学金制

度へ大学が発展させることを期待している。

いずれにせよ、この制度は、先輩諸氏の血のにじむような努力の賜であり、同時に、経済的支援を求め向

学心に燃える社会科学部生への温かいエールである。

社会科学部では、早稲田で過去に例のない「卒業生有志による奨学基金」による最初の奨学生を世に送り

出すことを非常に喜ぶとともに、同学部卒業生による在学生に対する熱いご支援が毎年継承されるようにお

願いし、あわせて教職員も一丸となって積極的な支援体制を確立していきたいとしている。

学内初の有志による
「給付奨学基金制度」から

　

「早稲田学報」’98年５月号より

「25周年記念特集」給付奨学基金制度設立

当会の起源は、1994年、卒業生有志が給付奨学基金制度を設立するという目的のために毎月
第二水曜日に定期的に集まるようになった『二水会』です。この二水会が『社会科学部稲門会』
に発展的に改組したのは2013年。学部の名前を冠した稲門会として改組できたのは、二水会の
活動を大学・学部が認めたからです。二水会時代の様子を知る文献が学報にありました。今から
約20年前の98年の記事です。転載します。
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第二期卒業の長谷川勤先輩から突然電話を頂いたの
は、正確ではありませんが、平成 10 年、年明け早々の
事だったと思います。

大学卒業後 25 年経つと大学からホームカミングデー
への招待が有る事と、社会科学部ではこの機会に卒業
生の合同クラス会を開催し、毎月第二水曜日に大隈会
館楠亭で打合せをしているので参加して欲しいと要請
が有りました。

そこで最初に第五期の我々のすることはホームカミ
ングデーを実行・成功させるための発起人を集める事
で、長谷川先輩から電話での一本釣りされた私のよう
な同期生を集める事でした。

とは言っても実際に事務方として働き活動したのは、
同期で大学職員の５名の方々でした。既に内々に実行
委員長は奥野晴雄氏に決まって居りましたが奥野氏が
大阪へ転勤になり、突然私にお鉢が回って来ました。

それで毎月第二水曜日に楠亭に行かざるを得なかっ
たのですが、合同クラス会は諸先輩方のアドバイスを
受け無事に当日を迎える事が出来ました。

その後楠亭での二水会は、年々人が増え多彩な方々
が参加されるようになりました。飲み食いしながらの
気楽・気さくな懇談会の様なものでした。

毎月第二水曜日（二水会）に
大隈会館楠亭での懇談会へ

1974年卒

藤井  貞雄

「25周年記念特集」二水会と合同クラス会

社学創設に多大な貢献をされた新沼五郎先生には「今
だから、ここでしか話せない話」などを伺いました。
応援部 OB の石田氏の体育会系の各部の話、箱根駅伝
や東京六大学野球のその年の戦力状態やすごい新人が
入ったとか今年は優勝が狙えるのではないかなど、知
っていると応援に力の入る役立つ様々な情報の提供が
ありました。藤橋氏からは社会科学部の入試難易度な
ど社学が今どのような位置にあるかなど社学愛に溢れ
た話を伺いました。

各方面に造詣の深い方々からの、様々な話題から楽
しい時間を楠亭で過ごさせて頂きました。勘定は人数
での割り勘でレジメ等事務方をなさって頂いた益子一
治氏が主に仕切られていました。差額分が事務経費に
充てられているようでした。

社学稲門会が設立 25 周年を迎え、最近は、「昔は良
かった」と二水会時代を懐かしく思うようになり歳を
取った事を実感しております。

社会科学部稲門会の益々のご発展をお祈り申し上げ
ます。
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第一回奨学金授与式第五期合同クラス会

●藤井 貞雄さんプロフィール
東京都出身、岡野光雄先生刑法ゼミ、昨年大型自動二輪
免許を取得。ホンダ CB400SF に乗っています。



「25周年記念特集」「稲門会報21号」読後感
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2018年10月20日に開催された大・同窓会で照屋先生から頂戴したご挨拶は社会科学部稲
門会の会報に関することでした。先生にご評価頂けましたことは会報編集に携わる者として大変
光栄なことでとても嬉しく、今後の励みとなりました。紙面をおかりして感謝申し上げ、ご厚意
に敬意を表して全文原文のまま掲載させていただきます。照屋先生、ありがとうございました。

（編集者一同）

が表出している深い感謝は、そのまま任君と卒業生と
の間に感情の交流を生じせしめる素直さと誠実さに満
ち溢れています。

社会科学部の「学問の自由度の高さ」に惹かれて社
学に入学し、今年４月から証券会社で働いている増形
俊輔君は、先生、同期生、先輩、社学稲門会との間に
成り立っている支え合う関係を自らの成長の原動力と
捉える点で、社学の卒業生らしさを表出しております。

同じく今春から社会人となった黒川美帆さんの「早
稲田スプリットを忘れず、自分らしさを忘れず」とい
う言葉は、「社ガールの会」の山野千鶴子さんの「本
来の早稲田精神」という言葉、それから高橋恵子さん
の「一致団結から生まれる一体感」という言葉と響き
合い、鍛えられた感覚が、社会科学部稲門会の土台と
なっていることを示しております。

●心の交流こそ
永田正行君の「覚悟を決めて福島へ」と題する文章

は、「福島県の除染事業従事」という４年前から現在
までつづいている過酷で危険な労働を、自らが詠まれ
た立派な短歌の数々をまことに適切に用いて美しく簡
潔に語っている見事な文章です。

社学出身の目下大活躍中の歴史小説家・伊東潤先生
との小田原散策についての伊東相一君の文章は、伊東
潤というエネルギッシュな作家との間に心の交流が生
じていたことを示す心地よい文章です。

「社学二水会」会報通巻 21 号（WEB 発行第６号）を
最初から最後まで読ませていただきました。

活気づけ奮い立たせるような、すばらしい内容の会
報で編集に携わった 10 名の諸君の労を多とします。
●鍛えられた感覚こそ

ハイブリット・ベンチャーズ代表　海老原秀幸君を
相手とするインタービューでは伏見君の質問が適切で
あるため海老原秀幸君からいい答えを引き出すのに成
功しております。
「我々の仕事には、こうすれば成功するという法則は
ありません」

これがいい回答の一つですが、感覚は鍛えられるべ
きであり、鍛えられた感覚こそが、仕事をする上で土
台、基盤であるということを暗示しているこの言葉に
は、本年度ノーベル生理学・医学を受賞した本庶佑

たすく

先
生の六つのＣを思い起こさせます。

本庶先生が研究の土台となるものとして挙げてい
る 六 つ の Ｃ と は「Challenge、Con�dence、Courage、
Concentration、Curiosity、Continuation」ですが、これ
らは感覚の鍛錬上必須のものです。

感覚という土台がしっかりしていなければ、劣悪な
失敗につながるような思考しかできないという点に注
意すべきです。

●社会科学部稲門会の土台
昨年社会科学部卒業生奨学金を授与された任

㋑㋰㋐ズ㋪㋙

東彦君
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照屋先生と編集メンバー

社会科学部稲門会事務局長佐藤和美君は「会員相互
の親睦の場」「会員が相互に啓発し合う場」という表
現で、社会科学部稲門会を位置づけ、教職員、在学生、
卒業生が有機的に共同体的に心を合わせること、つま
り三位一体となることが、社学が発展する上で必要不
可欠であるという見方を熱っぽく語っています。

●ユーモアの精神
吉田直人君の 2018 年早稲田駅伝をめぐっての、ユ

ーモアにみちた文章は、ユーモアの精神がこの稲門会
の無形の財産の一つであることを示しています。

このユーモアの精神は、村上春樹が寮生活をしてい
た和敬塾への言及など細かい事実を丁寧にすくい上げ
ている文章、即ち井上功君の「組織委員会主催『遠足』
レポートと題する文章にも表出されています。

かの有名な「新宿騒乱事件」となった現場の体験を
はじめ、身をもって体験した「学生運動」をリアル
に、そして反省を込めて語っている宇佐美史夫君の文
章は、革マル派、即ちイデオロギーが存在の土台とな
っているがゆえに過激家を免れ得ない革マル派を浮か
び上がらせています。

それから細かい事実を一つ一つ取り上げて同好会活
動についての詳細なレポートを行っていますが、激流
下りを趣旨とする同好会、即ち自由闊達でフレンドリ
ーな部風をもつ同好会の計画性、緻密性、実践性、冒
険性に富む活動の報告は迫力に満ちています。

●混沌や猥雑は発展の母
早稲田への憧れを抱き、朝夕刊の新聞配達というバ

イトで、受験料と入学金を貯めて社学への入学を果た

し、卒業と同時に入社した会社では営業部長として単
身赴任５年目を迎えている渡辺薫君の半端じゃない稲
門会との関わりを語っています。渡辺薫君の文章は、
学問研究のへの意欲を次のような文で示し、強い印象
を与えています。「定年後はできれば稲門会活動や、
もう一度本当に勉強したかった江戸時代の文化の勉強
とご先祖様に当たる橋本佐内の研究をしてみたいと思
います。」

ゼミリレー⑳久塚純一ゼミ「ヴォルトブルク城に守
られながら」と題する千葉文彦君の文章は、大学院「社
会科学研究科」在学中に起きた久塚先生との出会い、
久塚先生と研究室で、時間と空間を共有していた時の
ことを思い起こし一風変わった混沌とした経験、太宰
治風の経験を叙述しています。

混沌や猥雑は発展の母でありまして、混沌から何か
いいものが生まれることを暗示している千葉君のこの
文章は、社会科学部、社会科学研究科で学んだ社学生
らしい、いい文章です。

社会科学部稲門会という共同体において、大隈重信
の言う、人間の実力が培われると確信させられる数々
の文章を読み、大変嬉しく思いました。

●照屋 佳男先生プロフィール
1936 年、沖縄県中頭郡北谷村（現北谷町）生まれ。
1956 年普天間高等学校卒業。1962 年早稲田大学第一
文学部英文科卒業。67 年同大学院文学研究科博士課程
単位取得満期退学、早稲田高等学院教諭、73 年早大社
会科学部専任講師、75 年助教授、80 年教授、社会科学
総合学術院教授、2007 年に定年退任し名誉教授。
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●「姿勢体力」を備えるメリット
背中を伸ばして座り続けるのが大変なのは何故だと

思いますか？　それは、筋力が必要だからです。しか
も、求められるのは「地球に対して垂直に体を保つ能
力」なので、バランス感覚も必要になります。その、
地球に対して垂直に体を保つ筋力とバランス感覚のこ
とを「姿勢体力」と名付けました。

姿勢の正体は体力だったのです。体力なので数値化
（何分間イスの正座を保つことができるか計測するこ
と）が可能。数値化することで、自分がどの程度の姿
勢体力を身に付けられたか実感することができます。

イスの正座は、テレビを見ている時でも、食事の時
でも、座っている時であれば、いつでも何度でもチャ
レンジすることができる。つまり姿勢体力作りの時間
に置き換えることが可能なのです。

姿勢体力を備えるメリットは、見た目の印象を若々
しくするだけでなく、深い呼吸、誤嚥しにくい体、脳
の覚醒度を高める、メンタルを上向かせる（意欲を高

1992年卒
碓田 拓磨

チャレンジ!!「イスの正座」
地球に対して垂直に座る能力が、
健康寿命を延ばす！

める）、歩行に必要な筋肉を鍛える効果など多岐にわ
たります。姿勢体力は、皆さんの日常生活に追い風を
吹かせてくれる心強い能力なのです。

●「イスの正座」30分を目標に
スマートフォンをお使いの方は、自分が椅子の正座

で座っているところを真横から撮り、待ち受け画面の
壁紙にすることを強くお勧めします。つい忘れてしま
う事を防ぐことになるからです。

日常の座り時間を活用して、イスの正座を余裕で
30 分という目標にチャレンジしてみて下さい。初め
は 1 分間維持するのも大変に感じる人もいます。

でも大丈夫。私も初めは 1 分も経たずに「丸まり
たい」と感じました。大変に感じる人ほど、「良い筋
トレになっている」と思って取り組んでください。ちゃ
んと取り組んでいただければ、早い人なら 2、3 週間
もあれば目標を達成することができます。

姿勢体力作りが、社学 OB の健康に役立つことを確
信しています。

●碓田 拓磨さんプロフィール
長野県出身。
早大在学中「姿勢と健康」を受講し肩こりが解消。
1992 年社学卒業後、米国に留学しドクター・オブ・カイロ
プラクティックの学位取得。
2002 年虎ノ門カイロプラクティック院開業、同年「姿勢と
健康」の 2 代目講師就任。

「肩こり・腰痛の根本的解決」をテーマにした講演は健康経
営に関心のある企業から引き合い多数。

社学
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イスの正座（基本姿勢）のやり方

【注意事項】

背もたれを使わない。
手のひらを上にして脚のつけねに置くのは、肩が引きやすくなり深い呼吸がしやすくなるため。
いったんイスの正座で座ったら、その後必要に応じて腕は自由に動かして構わない（ペンを持ったり、キーボー

ドを操作したり、お箸を持ったりなど）。
キーボードなどが遠いと、前かがみになってしまうので、極力手前で操作する。30 分以上行う必要はない。
むしろ同じ所に体重がかかり続けることがないよう、立ち上がったり、楽にして（丸まって）も構わない。

①立ち上がって、腰がお腹の側に反っていることを確認する

②座った時に、立っていた時と同じ腰のカーブを再現する（以下の動作は腰が反った状態で行うこと

がポイント）

③腰の中心にある背骨を探り当て、背骨の 5㎜くらい横にある背筋（はいきん）を強めに押して筋

肉の硬さを感じる（押す力が弱いと筋肉の硬さを感じることができない）

④上を向いて、腰のカーブを保ったまま体を少し前に倒し、筋肉が硬くなることを感じる

⑤上を向いたまま、頭を後ろに引いていき、腰の筋肉がフッと柔らかくなるポイントを探す。その体

の角度を変えずに手のひらを上にして脚の付け根に置く

1 2

3 4 5
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編 集 後 記
●

社学稲門会の 25 周年は兎も角、久々に二水会時代
の先輩方にお会いする機会があったが、稲門会活動の
あり方に様々なご意見を頂いた。若手特に女性が積極
的に入会し、奨学生に核となって貰える様な会にする
べきと指摘され、まさに喫緊の課題と感じる。日本人
男性の健康寿命が 72.14 歳とのこと。還暦を前に自
分もあっという間に近づくような気がしてきたが、25
周年という節目の年にこそ若手主導の会にして行くこ
とが第一義かと思う今日この頃である。     （米津　昭）

●
全国高校野球が始まり、一昨年埼玉県勢初の全国優

勝となった花咲徳栄高校は残念ながら一回戦で惜敗で
した。今年還暦となる小生は、高校時代に思いを馳せ、
岡崎城西高校の還暦同窓会を企画しています。連絡先
は卒業時の名簿のみ。地元志向の強い三河地方ですが、
平成の大合併で存在しない住所もあるなか、Google 
Map を頼りに、50 名のメンバーに葉書送付。14 名
が宛先不明で戻ってきましたが、懐かしい先生とも交
信出来て、何とか 15 名は集まれそうです。稲門会に
比べれば小ぶりの会ですが、41 年ぶりの再会が今か
ら楽しみです。                                       （西宮正明）

●
今年の関東の梅雨明けが記録的に遅かったのとは関

係ありませんが、会報誌編集の準備が遅くなってしま
い寄稿者のみなさまには時間がない中ご協力いただき
感謝いたします。ふだん首都圏のイベントに参加でき
ない方々も楽しみにしていただいておりますので、来
年もまたよろしくお願いいたします。        （新谷俊樹）

●
異様に長い梅雨寒の後、今度は短い夏を惜しむか

のように猛暑だ！熱中症に気をつけなきゃと思って
いるうちに、いつの間にか秋は忍び足で近づいて来
る。令和新天皇の即位礼は、10 月 22 日。上皇様・
上皇后様の体調が心配される昨今だが、みんなで新
しい時代をお祝いしたい。わが社学稲門会も二水会
から数えて 25 周年。昭和・平成・令和と三つの時代
にタスキをつないできた。これからもみんなが楽し
める和やかで活気のある会に新陳代謝していきたい
なと思う。                                          （伏見英敏）

●
突然手のひらにホクロが現れた。調べたら「福つ

かみ」といって幸運のホクロらしい。期待し宝くじを
30 枚買ってみた。だが当たらない。東京オリンピッ
クもワールドカップラグビーもダメだった、やっぱり
ホクロぐらいで当たるわけがない。会報は 2 月から始
め、皆さんのご協力で、どうにかこうにか編集後記に
たどり着いた。気がつけば外は蝉しぐれ。すべての入
稿を終えホッとしている。ホクロのおかげではないと
思うが、編集に携われた幸運をかみしめている。

                                                          （吉田直人）

川端光明（S54 年卒）米津　昭（S57 年卒）

西宮正明（S57 年卒）伏見英敏（S58 年卒）

吉田直人（S63 年卒）新谷俊樹（H3 年卒）

野口　淳（H13 年卒）関根健児（H16 年卒）

佐藤英明（H18 年卒）下地彩子（H18 年卒）

編 集 担 当

編 集 後記

早稲田大学「社学稲門会」
ホームページ

https://syagakutomonkai.com/
このホームページでは、「社会科学部卒業生奨学
金」制度の概要、基金の収支、活動の近況など
を報告しています。また、この運動を支えてい
る OB・OG の会＝二水会（毎月第２水曜日に
打ち合わせ）の活動、親睦の報告なども紹介し
ています。なお、この「会報」のバックナンバー
についても、今後掲載を予定していますので、
ご期待いただければと思います。ぜひ、一度ア
クセスしてみてください。

「Facebook,Twitter」
もご活用ください！

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2018年10月20日（土）
『社会科学部稲門会　大・同窓会2018

～社学人　年に一度の大集合 ～』

第7回社会科学部稲門会総会
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「社学二水会」会報
通巻22号


