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《 応援したい若者たち 》
毎年夏に先駆けて、理系高校生の熱いイベントが開催される。５月にアメリカで開催される国際的な科学コン
テスト「ISEF（アイセフ）」だ。発明・発見を含めた研究成果を発表するために全米および世界各地から合計 1500
人以上が集まる。日本からは、これに提携する国内コンテストの勝者 10 人が、今年ピッツバーグで行われた大
会に出場した。最高賞に輝いたのはメリーランド州の何と 15 歳の高校生で、受賞研究は膵臓癌を早期発見す
る画期的な試験紙の開発に成功したという驚きの内容だ。
また、先だって NHK の情報番組で早稲田大学創造理工学部の学生、吉藤健太郎さんが紹介されていた。彼
は高校時代にその国際大会に電動車椅子の研究開発で出場して入賞している。最近は人型ロボットを開発し、
福祉目的のコミュニケーションツールとして医療現場や産業界から期待を集めている。そして実は早稲田には、
去年の大会出場者からも高等学院出身を含めて数人が進学している。
ロンドン五輪では早稲田アスリートの活躍が楽しみだが、一方で、これからの日本を支えていく“理系の子”た
ちにもますます注目し、応援していきたいと思うこの頃だ。
吉藤君のロボットは名前が「オリヒメ」。完成したのが７月だったので、会いたい人に会えるよう七夕の話から
採ったとのこと。人を結びつける研究は見ていて嬉しくなってきた。
（広報 M.M.）

仕事のご縁で高校
生を引率した Intel
ISEF2012 表 彰 式
の様子

会 告

2－４－１

会

拡大幹事会･防災体験･懇親会

2－４－２

稲門祭
2012 年度総会･懇親会

＜日時＞ 7 月 21 日（土）
＜場所＞ 押上･東京スカイツリー界隈
第 1 部 11：50
12：55
第 2 部 14：25
第 3 部 17：00

告

（M.M.）

拡大役員会
防災講演
防災体験
懇親会

＜日時＞ 10 月 21 日（日）予定
＜場所＞ 早稲田大学～高田馬場
稲門祭参加（チョコとん復活企画）
総会･懇親会 夕刻より高田馬場近辺にて

詳しくは最終面のご案内をご覧ください。

詳しくは追ってお報せします。ご予定ください。

1

W85＜メタ穂会＞通信

＜コラム、トピック＞

VOL.2-4

2012 年７月

特集 早稲田のスポーツ
【陸上オタクの独りごと】
～ロンドンで期待される早稲田アスリート

続いて江里口選手、イン
カレ 100ｍの４連覇は記憶
に鮮明なところではあります
が、現在は大阪ガスで北京
五輪のリレー銅メダリスト朝
原宣治コーチの指導を受け、
今回の出場となっています。
そして日本選手権も４連覇
となっています。ボルトを含
めた 100ｍの個人競技では
世界との壁があるため、や
はり今回も前回のオリンピッ
ク同様にリレーでメダルを、
江里口匡史選手
と期待したいものです。
（日本陸連 HP から）
北京では、世界選手権
200ｍ銅メダリストの末続慎吾選手を中心に、一走が塚原
直貴選手、三走が高平慎士選手、そしてアンカーが朝原
選手で、スタートではなく走り始めてからの加速がすばらし
かった。北京のリレーでは予選の段階でアメリカとイギリス
がバトンミスで脱落した幸運もありましたが、オリンピック初
めてリレーのメダルの獲得でした。
（豆知識：朝原選手は和製カール・ルイスといわれ、走り
幅跳びの選手として日本歴代４位の８ｍ13 ㎝を飛び、同時
に短距離にも進出しました。氏の奥様はご存知シンクロ銅
メダリストの奥野史子さん、夫婦でメダリストですよね）。
当時テレビの画面で興奮したのは私だけではなかった
と思います。先日引退を表明した為末大選手も、ウィニン
グランをしていた四継（400m リレーのこと）の選手たちに、
スタンドから涙でぐちゃぐちゃになりながら拍手をしていた
のを思い出します。
スタート抜群の江里口にとって中間走以降の走りがポイ
ント？と思われていたので、良い指導者に巡り合えたと思
います。今回も感動をもう一度となってほしいものです。

書記・吉田郁夫（社学）
第 96 回（2012 年度）の陸上日本選手権も終了し、オリン
ピック代表も決定しました。早大からは、ご承知の通り槍投
げのディーン元気選手（スポーツ科学部３年）、400m リレー
の九鬼巧選手（同２年）、OB では短距離の江里口匡史選
手（2011 スポ卒）が、我等の代表として選出されております
（九鬼は 7/2 の世界リレーランキングで決定）。
今回のロンドン五輪の見どころについて、陸上オタクの
ヨッチャンがつぶやきますので読んでください。
過去より陸上競技は、短距離、長距離ともに黒人の驚異
的な筋肉等で圧倒される競技となっております。その中で
投てき等フィールド競技は、なぜか黒人選手は目立ってお
りません。ということで、今回ディーン選手は一発掛かれば
メダル?の期待が持てると思っています。＜競技日本時間
８月 12 日(日)午前３時 20 分頃決勝＞
今年に入ってディーンは絶好調、織田記念陸上でオリ
ンピックＡ標準を突破
し日本選手権を迎えた
ことはご承知のことと思
います。
この競技について
は過去、日本選手が
太刀打ちできない競
技でしたが（100m 以上
も投げる北欧の選手に
はどうし ても かな わな
い）、競技場の狭さや
飛び過ぎ危険防止とし
て 1986 年にやりの重
ディーン元気選手
心が 10 センチほどずれたこと
（日本陸連 HP から）
より、日本の選手の身体能力
にあったのか？技術で器用な日本人にマッチしたのか？
世界で戦える競技として近づいた経緯があります。
（豆知識：ハンマー投げの４回転ターンは、メキシコ五輪
４位の菅原武男選手が、外国の選手に対抗する手段とし
て編み出したということは知っていますか？今や室伏広治
選手を始め各国の選手が取り入れています）
現日本記録保持者の溝口和洋選手が 1987 年ローマ世
界陸上６位、吉田雅美選手が 1984 年旧規格ロサンゼルス
五輪５位、村上幸央選手が 2009 年ベルリン世界陸上３位、
そして今回はぜひともメダルを狙ってもらいたいと思います。
なお、早稲田 OB では東京オリンピックに三木孝志先輩が
出場されています。

同じくリレー要員として
選ばれた現役の九鬼巧
選手も、日本選手権で今
回ライバルの慶応・山縣
亮 太 選 手 を 破っ て の 出
場決定です。インターハ
イ２連覇の実績でぜひと
も活躍を…。
＜次頁に続く＞

九鬼巧選手
（早大競走部 HP から）
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＜前頁より続く＞
（豆知識：過去より短距離の選手が多く早稲田に入学して
います。400ｍリレーは日本選手権 10 連覇を記録しており、
その間オリンピック選手としてアテネの土江寛裕選手、シド
ニーの小島茂之選手を輩出しています。でも、東海大学
――高野進選手・バルセロナ 400ｍファイナリスト、伊東浩
司選手・100ｍ日本記録保持者、末続慎吾選手・世界陸上
パリ大会 200ｍ３位、北京オリンピックメダリスト、塚原直貴
選手・北京オリンピックメダリスト――たちには敵いません）

５年ぶり日本一！大学野球選手権

以上､この夏はみなさんテレビに釘付けで応援しましょう｡
＜番外編＞
大迫傑選手は本当に残念でした。前回の竹澤健介選
手に続けとばかりに、日本選手権１万 m では最後の最後ま
で頑張りました。しかしながら佐久長聖高校の先輩である
佐藤悠基選手に敗れ、出場は叶いませんでした（五輪Ｂ標
準の突破者は日本選手権で優勝することが条件でした）。
大迫選手は入学以来ずっと故障なしに練習を重ね、昨
年は学生の祭典ユニバーシアードの１万 m で優勝、前々
回の箱根駅伝では１区でぶっち切りで総合優勝に貢献し
ています。このオリンピックへの挑戦をバネにして、心折れ
ずに今年の正月の雪辱を晴らしてもらいたいものです。
紫村選手（女子）は高校時代インターハイと日本選手権
を制覇した 100ｍハードルの選手ですが、４年となった今
年は大奮闘しています。先日の関東インカレでは、100ｍ、
100ｍハードル優勝、200ｍ２位（優勝は同僚の蔭山愛選手）
でした。日本選手権では残念ながら優勝できず、ロンドン
への出場権が獲得できませんでしたが、あっぱれと思いま
した。。。。

岡村猛監督、歓喜の胴上げ

【大学野球選手権決勝戦応援記】
副会長・田中 伸治（商）
全日本大学野球選手権の決勝戦は６月 18 日、神宮球
場で行なわれ、早稲田大学が強敵・亜細亜大を４－０で下
し、4 度目の日本一の栄冠に輝いた。ルーキーの吉永健
太朗投手が、同じくルーキーだった齋藤祐樹投手（現日本
ハム）以来５年ぶりの優勝をもたらした。吉永は、日大三高
の夏の甲子園、春の六大学リーグ戦、そして全日本と、ま
さに優勝請負人だ。早稲田黄金時代の幕開けだろうか。
打っては大学ナンバーワン豪腕・亜細亜大の東浜投手
の立ち上りを攻め、３点先制。６回に本塁打王の杉山翔大
がソロ本塁打でダメ押し。必勝の投手陣は、吉永が７回ま
で８三振を取って無失点のままバトンタッチ。８回に横山貴
明が３三振を奪い、最終回は有原航平が完封リレーを締
めくくり胴上げ投手となる。
最高殊勲選手賞（MVP）には吉永投手が輝いた。１年生
が選ばれるのは、これまた斎藤祐樹（07 年）以来２人目の
こと。

「W85＜メタ穂会＞通信」

原稿募集

秋のリーグ戦
では慶応に連勝
して完全優勝、神
宮大会優勝と、グ
ランドスラ ムを 期
待したい。

「W85（メタ穂会）通信」は、年 6
回（隔月）の発行を予定していま
す。原稿を随時募集しています。
どんな記事でもけっこうですの
で、メールにて下記アドレスまで
お送り下さい。
事務局アドレス

info@waseda85.com

吉永健太郎投手
（早大野球部ＨＰから）
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【校友会臨時代議員会報告】
会計・実籾富二男（教育・数学）

北京に住み始めて１年以上になるが、いまだに慣れな
いのが車がやたらとクラクションを鳴らすことだ。日本では
クラクションの音を聞くことはめったになく、むやみに鳴らし
たりすると殺人事件になったりするぐらいだが、中国では真
夜中でも路上では常にクラクションが鳴り響いており、耳障
りなことこの上ない。信号が青になって一瞬でも発進が遅
れると後ろの車がブーブー、走行中に隣の車線から車が
割り込んでくるとブーブー。舌打ちするのと同じ感覚でクラ
クションを鳴らしているようだ。ちなみに舌打ちも日本に比
べ圧倒的に抵抗感が尐ないようで、うちの会社の若い女性
社員たちも日常的に舌打ちしてます。（僕も何度か面と向
かって舌打ちされました…）
日本では信号のない横断歩道を渡ろうとしている人を見
たら減速するか停車してあげないといけない規則になって
いるが、中国にはそのような概念はないようで、渡ろうとす
る人を見るとクラクションを鳴らしながら逆にスピードを上げ
て突進してくる。歩行者は歩行者で、尐しでも迷いの見ら
れる車を見ると「ひけるもんならひいてみろ」という感じで路
上に足を踏み出し車に戦いを挑む。ちょっと聞くとめちゃ
めちゃ危ない感じだが、今まで人が跳ねられているのを見
たことはないので､これはこれで秩序がとれているのだろう｡
一方、車同士の事故は極めて頻度が高く、車での移動
は朝晩の通勤時だけなのにもかかわらず、週２、３回は事
故っている車を見かける。大半は軽い接触事故だが、当
事者としては警察が来るまで現場を保存したいようで、た
だでさえ渋滞の激しい北京の幹線道路がますます渋滞す
る事態となる。このような事故は、渋滞の中で尐しでも早く
進もうとする車が先を争って流れの良さそうな車線に割り
込もうとすることにより発生するもので、最大の要因は「自
分は譲らないくせに相手は譲ってくれると思っている」とい
う中華思想の原点（？）にあると思われ、一朝一夕には解
決できなさそうですね。

早稲田大学校友会は、第一回卒業生が出た翌年の
1885 年 12 月 13 日に設立され、2010 年に 125 周年を迎え
ました。校友会正会員は約 58 万人おり、代議員会が最高
議決機関となっています。代議員会の定数は 1400 人以内
で、各都道府県、職域稲門会、年次稲門会等から選出さ
れます。任期は４年間で、今期は 2012 年６月１日から 2016
年５月 31 日まで。代議員の役割は、年２回の代議員会に
出席し、議案の決議をするほか、大学・校友会との関係強
化を図り、会員相互の親睦と組織の強化に尽力することで
す。私は、所属する千葉稲門会から推薦され、16 年前から
千葉県選出の代議員を務めています。
６月 30 日（土）15 時から大隈講堂において臨時代議員
会が開催されましたので、ご報告いたします。
代議員会は通常年２回ですが、今回は新しい代議員の
顔合わせを目的として臨時代議員会が開催されました。
1985 年次稲門会から選出されている代議員は、朝田賢治
君（教育）、辻村義弘君（理工）の２名。その他、代議員名
簿で 1985 年卒を探してみると、私を含めて以下の 22 名の
お名前がありました。
秋沢淳雄（商、校友会幹事）、小寺浩二（理工、校友会
幹事）、秋浦良子（法、埼玉県選出）、田中暢優（社、埼玉
県選出）、小野坂圭裕（社、千葉県選出）、実籾富二男（教
育、千葉県選出）、松沢晋（社、新潟県選出）、小島健昭
（法、静岡県選出）、藪崎文敏（商、静岡県選出）、吉田治
（法、大阪府選出）、中野忠彦（社、長崎県選出）、鴨志田
祐美（法、鹿児島県選出）、入野活思（社、新宿区選出）、
神野吉弘（商、品川区選出）、矢吹慎悟（理工、戸田建設
稲門会選出）、遠藤寛治（商、組織強化）、大浦宗敏（政経、
組織強化）、高野真（教育、組織強化）、平野敦彦（理工、
組織強化）、脇野敬（社、組織強化）、斉藤鉄生（教育、総
長指名）、村上裕二（文、総長指名） [敬称略]
校友会長である鎌田薫総長の挨拶に続き、役員選任の
件が協議され、その後、校友会代表幹事の挨拶、2012 稲
門祭、「Waseda Vision 150」について報告がありました。質
疑応答では、「Waseda Vision 150 には魂が入っていない」
という（早稲田らしい）発言があり、多くの拍手がありました。
私の後ろの席からは、「戦略と書いてあるが、戦略ではなく
単なる目標だ」との声も聞こえてきました。なお、「Waseda
Vision 150 」 に つ い て は 、 ネ ッ ト 上 で 閲 覧 で き ま す 。
http://www.waseda.jp/jp/news11/data/111221_wv150.pdf

代議員会の後、大隈ガーデンハウスで立食の懇親会が
開催され、最後に我らが 85 年次の秋沢淳雄君が校歌の
指揮を執りました。
信号のない横断歩道で車に戦いを挑もうとする人々
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のは、チャンピオンロボット・ゼウスのオーナー、ファラ。ゼ
ウスのスパーリング用にアトムを買いたいと交渉にきたのだ。
高額を提示されチャーリーは動揺するが、マックスは「特別
なロボットだから絶対売らない」と席を立つ。
そしてゴング。対戦相手のツインシティーズは顔が二つ
ある大型ロボ、小型のアトムに容赦なくパンチを叩きつける。
一方アトムは的が掴めず打たれっぱなし。勝負もこれまで
かと思った時、チャーリーが敵の右腕に欠陥を見つけ形勢
逆転、KO に追い込む。アトムの勝利で湧き上がる会場。
マックスはリングによじ登り、ゼウスへの挑戦を宣言する。
試合の帰り道、チャーリーは、借金を踏み倒したリッキー
に袋叩きにされ、賞金を奪われてしまう。チャーリーはデブ
ラ夫婦にマックスを引き渡すものの落ち込み、ベイリーの
元へ転がり込む。そこでベイリーの愛と励ましに勇気づけ
られ、マックスの宣言を実行するためにマックスを迎えに行
き、ゼウスの待つリングへ…。
試合開始のゴングが鳴るや否や、ゼウスの猛攻撃にアト
ムは打たれっぱなし、攻勢に転じることができ
ない。さらに音声受信機が破損し、リモートで
コントロールすることができなくなってしまう。こ
のピンチを救ったのはマックスのアイデア、通
路上のチャーリーの動きをアトムに真似させる
ことで戦い切ろうという作戦が功を奏し、ファイ
ナルラウンドでゼウスを KO 寸前まで追い詰め
る。廃品置き場に捨てられていたオンボロの
アトムが、最新鋭のハイテクロボットにパンチ
をくらわすシーンは、あなたの内に潜む闘志
を奮い立ててくれるに違いない。
チャーリー役は、オーストラリア国籍のヒュー・ジャックマ
ン 43 歳。2008 年ピープル誌で最もセクシーな男に選出さ
れたイケメン俳優である。演技の幅が広く、タキシード姿は
エレガント、Ｔシャツ姿はセクシー、ミュータント（X－メン）役
はワイルドで女心をくすぐる。一度でいいから、夏の浜辺で、
彼の涼しげな目許を見つめ、キンキンに冷えたジンをかっ
くらいたい（失礼）ものである。チャーリーは行き当たりばっ
たりで失敗も多いのに、イケメンのせいかダメ親父に見え
ない。駄目どころか、失敗しても気にせず次へと邁進して
いく骨太気質が魅力に映る。ゼウスの試合でボクシングを
アトムに指示する姿は、まばゆいばかりにイカしていた。
マックス役は天才子役ダコタ・ゴヨ、カナダの 12 歳。演技
とは思えない自然な立ち振る舞いや表情で観客を魅了、
一挙手一投足全てがチャーミング。チャーリーのボクシン
グ姿を見る目は憧れの人を見る目、クールな父親像を追
い求める子供心がスクリーンいっぱいに広がる。（マリリン）

マリリンのオススメ 間違いないこの１本
Reel＃7「リアル・スティール」
仕事で挫折感を味わうことがあった。自己嫌悪で一杯に
なり落ち込んだ。そんな時、本作を観た。没頭した。興奮し
た。感涙した。モヤモヤも一掃、スカッと爽快だ。
本作は気分を発散させたい人にお勧め、ロボットボクシ
ングを通じて育まれる親子の絆である。ストーリーは単純明
快で、クライマックスに向けて盛り上がる展開、テンポがよ
い。配給はウィルト・ディズニー、制作総指揮はスティーブ
ン・スピルバーグと「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のロバー
ト・ゼメキス。ロボットの所作はディテールまでこだわってい
る。首を傾げるかわいい仕草や、ダンスやボクシングでのし
なやかな身のこなしは、まるで人間のよう。ロボット同士の
格闘シーンもタイトル通りリアル感満載、大人も子供も、親
子で観ても楽しめる作品だ。
時は 2020 年。ボクサーは人間から、対戦相
手が破壊するまで死闘するロボットに変わっ
ていた。元ボクサーのチャーリーは、チャンピ
オンベルトの夢をあきらめ、ロボットの賭け試
合で生計を立てる日々。ある日、所有するロ
ボットが雄牛との格闘試合で惨敗し全損、借
金を返せなくなってしまう。
そんな折、昔の恋人のキャロラインが亡くな
り、息子マックスの親権をめぐり裁判所に出頭
することに。ロボットで頭がいっぱいのチャーリ
ーは、キャロラインの姉デブラの夫に、親権の引き渡しとデ
ブラ夫婦の旅行期間マックスを世話することを条件に１0 万
ドルを要求。前渡金５万ドルでロボットを購入する。
ロボットを手に入れたチャーリーは、マックスを連れて賭
け試合に参戦するが惨敗、ロボットは鉄くずとなる。もはや
文無しのチャーリーは、真夜中マックスを連れロボットの部
材探しに廃品置き場に忍びこむ。そこで事件が起こる。泥
で足を踏み外したマックスは崖から滑り落ちてしまう。土砂
に埋もれた出っ張りに倒れ命拾いをしたマックスは、出っ
張りの下に埋まった旧式ロボットを見つける。泥だらけのロ
ボットをジムに持ち帰り動かしてみると、ロボットはマックス
の動きを真似してゆっくり顔を左右に振る。2014 年製のス
パーリングロボットで、動きを真似して予測するシャドー機
能を持つ。胸に刻まれたアルファベット「ATOM」から名前
も分かった。アトムはマックスの動きを何でも真似し、走っ
たり、飛んだり、ダンスも上手にこなす。
マックスは、ジムの女性経営者ベイリーから、チャーリー
のボクサー時代の活躍を聞き、チャーリーにアトムのコー
チを頼みこむ。試合前に子供とダンスをし、人間ボクサー
さながらの技術や試合運びで勝ち続けるアトムの噂は広が
り、プロの興業主からアトムに試合のオファーが来る。
念願の晴舞台の日、チャーリーとマックスの前に現れた

＜作品ノート＞
原題： Real Steel （原作：R・マシスン『四角い墓場』）
監督： ショーン・レヴィ
出演： ヒュー・ジャックマン、ダコタ・ゴヨ
2011 年 アメリカ製作
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未曾有の被害をもたらした東日本大震災から１年、私たちは何を経験したのか--「地震」「津波」「火災」そして「都市」
をテーマに防災・減災の知識を得ましょう。会場となるのは、東京スカイツリーで今もっとも旬のエリア、押上界隈です。

≪スケジュール≫ ①～③のどこからでも参加可です。②の防災体験は団体予約済み。
①拡大役員会＆講演
11:55 集合 すみだ女性センター第２会議室（押上駅 歩 5 分）
http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/tamokuteki/sumida_zyoseicenter/index.html

12:00 拡大役員会
どなたでも参加できます。昼食は各自ご用意ください。
12:55 講演「自然災害を知り､防ぎ､共生の道を探る」法政大学 小寺浩二准教授（W85 会長）
②防災体験ツアー
14:25 集合 本所防災館（押上駅 歩 10 分、錦糸町駅 歩 10 分）
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-hjbskan/index.html
動きやすい服装で。サンダルやかかとの高い靴では参加できません。

14:30 都民防災教育基本コース（震度 7 体験､消火､煙体験､応急手当）
③懇親会
17:00 集合 イタリアン パラッツォ サン グスト
（地下鉄押上駅 A2 出口歩 5 分）
東京都墨田区業平 1-21-7 電話 03-6658-4111
http://palazzosangusto.jp/

≪ 費 用 ≫ ①、②は無料。 ③の懇親会は実費（5000 円）
。
≪お申し込み・お問い合わせ≫
85 年次稲門会のホームページからお申し込みください。
（下段参照）
ご質問・お問い合わせは tsujimura@waseda85.com にメールでお尋ねください。
本会イベントの案内および申し込みフォームを「1985 年次稲門会ホームページ」に掲載しています。
お誘いあわせのうえ、ふるってお申し込みください。

＜1985 年次稲門会 HP＞

http://www.waseda85.com/
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