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《 早稲田に最先端科学を訪ねて 》
機会があり８月に先端生命医科研究施設 TWｉｎｓに行って参りました。医・理・工融合の先端研究施設であり、先進
医療研究のみならず、次世代医療産業のリード役を担っているとの高い評価を得ているようです。早稲田も得意分
野を見事に成長させ、『やるな！』と誇らしげに思ったのは私だけでしょうか。
先端生命科学センター長の梅津光生教授（工学、医学博士）より「医学部の無い早大の先端医療への挑戦」のお
話を伺いながら館内をご案内頂きました。見学する価値ありです。梅津教授は機械工学分野で流体の専門家であり
ながら、指導教官だった故土屋喜一教授より何かの縁で医学を勧められ、「進むべき道ではない」と強く抵抗したもの
の、「メカの流れも血液の流れも同じ流体力学だ」などと押し切られ、この分野に入ったそうです。しかしこの技術が血
液の流れをスムーズにし、様々な難病の解決に役立っていると思うと、感動致しました。
立入禁止区域に入ると、動物実験、人工心臓の開発、心臓バイパス手術を行う際の材料開発、ips 細胞の商品化
などを行っている研究室がありました。医学部にはできない、早稲田と東京女子医大の連携だからこそ可能となった
研究開発です。活気に満ち溢れ、学生も夏休みを返上し、企業のラボのように真剣な眼差しで、まるでプロ。
研究内容の説明をしてくれた学生は、今時珍しく高い志を持っていました。様々な企業が常駐し共同で実用化を進
めているなど、将来大きな成果をもたらすでしょう。
（副幹事長 小野惣一）

ＴＷｉｎｓのサイトより
実 際に使 われ ている
人 工 心 臓 。使 わ れ て
いるポンプは世界最
小だとか。

わたしたち 1985 年次稲門会は、早稲田大学 1981 年入学もしくは 1985 年卒業の同期の集まりです。
基本的に同期全員が会員で、約 8500 名が対象です。
2010 年の発足以来、１）同期の親睦 ２）母校への貢献 ３）社会への貢献 をモットーに、精力的に
活動を継続してきました。会費は無料とし、各企画の経費の一部と校友会からの補助金で運営しています。
しかしながら、個人情報管理が厳しい昨今の情勢の中で、会事務局から会員の皆さんへのご連絡が行き届
かなかったり、また会員同士のコミュニケーションが難しかったりするなど、連絡網の不十分さが会の運営
に影を落としています。総会案内は早大校友会経由でお送りできるものの、それ以外の会員相互の連絡手段
がありません。
どうぞ本会の公式ホームページから会員登録をしていただき、1985 年次稲門会の活動にご参加下さい。

http://www.waseda85.com/
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『ブラタモリ』プロデューサーと歩いた｢ぶら早稲田｣ レポート

早稲田奉仕園の中庭で
記念撮影

【 2013夏

「ぶら早稲田」は
マイカーにされた方など、番組制作で出会った方のお話
から、人気番組『ブラタモリ』誕生秘話、そしてタモリさんも
早稲田なので自然と初めてのロケは早稲田界隈で行った
こと等の番組制作裏話、さらに「まち歩き」の楽しみ方とい
った、ここに書ききれないほど楽しいお話満載で、時間を
忘れるほど素晴らしい講演でした。

最高に楽しかった！】
企 画実 行委 員長

辻 村義 弘（ 理工 ）

この企画は昨年の稲門建築会の合同クラス会にて講演
された NHK チーフ・プロデューサーの尾関憲一さんとの出
会いが始まりです。その懇親会で尾関プロデューサーとお
話しすると、88 年早大教育卒とのこと。同世代で、爽やか
にして気さくな人柄に惚れ込みました。
1985 年次稲門会で是非、講演していただき、本学界隈
を一緒にまち歩きする企画をお願いしたところ快諾してく
ださいました。NHK に講演依頼書を提出し、承認を頂いて、
この平成 25 年 7 月 20 日に実現しました。
企画は「講演会」、「まち歩き」、「懇親会」の３部構成で、
今夏としては奇跡的に暑くない天候にめぐまれました。

「まち歩き」の部は、W85 のイベント初参加の方６名、設
立総会以来の方３名を含めて総勢 40 名が早稲田界隈へ
繰り出しました。
①穴八幡宮様から始まり、
②早稲田通りの坂道の話、途中自動車部の倉庫も見て、
③現図書館（旧安田球場）の遺跡と野球の話、
④「ブラタモリ」ロケでタモリさんが自然と気づいてくれたと
いう新宿区と豊島区の街灯が並んでいるスポット。番組で
ノーアポで対応してくれたクリーニング屋の女将はご健在
で、記念撮影した参加者もいて大盛り上がりでした。クリー
ニング屋さん、ご迷惑をおかけしました。あたたかいご対応
をありがとうございました。
尾関プロデュ＾サー（
左）と
筆 者 ・辻 村（新 宿 ・豊島区

境の街灯下で）

講演会場は、全国でも珍しい神道と仏教とキリスト教が
一つの山にある穴八幡宮様のお隣のキリスト教の早稲田
奉仕園 YOU-I ホールです（もうひとつは放生寺）。
講演内容は、クモの巣を収集し芸術にまで高めた方や、
通学に利用した路線バスが気に入り大型の免許を取って

『ブラタモリ』は通行人を止めないなど、撮らせて頂いて
いる町への感謝の気持ちと、事前にスタッフは下調べをし
ているけれどもタモリさんには敢えて教えずに、自然体を
大事にされた素晴らしい番組であることを実感しました。

満員御礼 講演会(早稲田奉仕園)
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また、普通のドキュメンタリーは先にカメラが入って、扉を
閉めて出演者が入るところを撮って編集することが多いそ
うですが、『ブラタモリ』はタモリさんが最初に入るそうです。
そのため、小型カメラなどスタッフが工夫して映像を撮る苦
労はしますが、自然な気付きをそのまま伝えたいという制
作姿勢が、老若男女にうけた要因のひとつと思います。
⑤早大正門で、この付近が稲作のできる真水と、稲作に適
さない塩水の境目であった話をうかがった後、大隈講堂前
の記念撮影で「まち歩き」は無事に完了しました。
学生時代を懐かしみながら、早稲田界隈の歴史や地域
の特徴を学ぶ有意義で楽しい「まち歩き」となりました。
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長野県の松本市より参加された方や久し振りに参加され
た方も、同世代同環境に青春をすごした者として直ぐにと
けこまれました。
総勢 40 人の方が集まり、笑顔の絶えない楽しい会となり
ました。ご参加の皆様と、講師の NHK 尾関プロデューサー
に感謝いたします。当初よりお手伝い頂いた朝田幹事長、
当日受付をして頂いた有年幹事、山口幹事、ありがとうご
ざいます。
参加者全員に配布した「時空を超えるワセダ旅」掲載の
早稲田学報は校友会よりのご厚意です。
また、早稲田大学広報紙「西北の風」９月号に夏企画
「ぶら早稲田」を中心に 1985 年次稲門会が紹介されました。
校友会のご高配に厚く御礼申し上げます。
今後も 1985 年次稲門会（メタ穂会）は様々な催しを行い
ます。人生最後の四半世紀に向けて、是非ともイベントに
参加し、更に友人を増やしましょう。

大隈講堂前で記念撮影

そして最後は「高田牧舎」での懇親会。ラグビーのチケ
ットは「高田牧舎」で買ったことはあるけれど食べるのは初
めてとの方も多くおられました。かく言う私も、学食の何倍
もした「高田牧舎」で食べたのは一度きりでした。
昔ながらのおいしい洋食を食べながら、早稲田祭の運
営委員の学生の寄付の要請に対し、酔いが回るほどに多
くの金額が集まりました。
さらに夏企画恒例のじゃんけん大会で、稲
門祭記念品の「早稲田マップトートバッグ」や
尾関プロデューサーの著作「ブラブラ仕事術」
特別付録付きサイン本の賞品に、大いに盛り
上がったのは言うまでもありません。

講演後、尾関さん(中央)を囲んで学生のようにはしゃぐ

懇親会での参加者の感想をいくつかご紹
介します。
・懐かしい早稲田界隈を歩き、新しい発見が
得られ楽しかった。
・親しみの持てる雰囲気の中、気がつかない
ことを気づかせてくれる講師の人柄に感銘
を受けた。
・番組裏話も楽しく、和ませていただきました。
・同時代をともに過ごした講師との「まち歩き」
は共感でき、かつ新鮮な気づきがあって知
的好奇心がました。
・稲門ゆかりの別の場所で同じ講師の方でこ
のような企画をしてほしい。
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新シリーズ開始！

西方見聞録

第１回

小谷清（法）

８月 27 日から２週間の予定でマドリードに出張。日中は
30 度を超えるものの、湿度は低く、朝晩は既に 20 度を下
回っており非常に快適なり。
＊
＊
＊
中国では信号のない横断歩道を渡ろうとする人を見ると、
クラクションを鳴らしてアクセルを踏むというのが条件反射
のようになっているが、それと対照的なのがスペインだ。
スペインでは大きな街の中心部以外は交差点に信号が
なく、ロータリーになっている場合が多いので、通りを歩い
ていると信号のない横断歩道を渡る機会が頻繁にある。車
は右側通行だから、道を渡るときは日本とは反対方向をチ
ェックしないといけないのだが、これは比較的簡単に順応
できた。
一方、なかなか順応できなかったのが、渡ろうとすると走
ってきた車が必ず止まることだ。最初はたまたま親切なドラ
イバーにあたったのかと思っていたが、スペインのどこに行
っても同じように止まってくれる。習慣なのか、罰金がある
からなのかは確認できなかったが、歩行者にとってはあり
がたい限りであり、最初は「何て素晴らしいんだ！」と感激
していたが、慣れてくるにつれて逆に違和感を覚えるよう
になってきた。
ドライバーの方は渡ろうとする人を見るとブレーキを踏む
のが条件反射になっているようで、かなり近づいていても
急ブレーキで停止するし、道の反対側を走っている車もこ
ちらが渡るのを見越して早めに止まってくれ、あたかもモー
セの十戒のように、一瞬にして目の前に道が開ける状態と

なる。現地の人たちは悠々と横断していたが、僕のよう
に止まってもらうのに慣れていない人間は、急いでもいな
いのに足取りを速めて渡り終えねばならないことになる。特
に反対車線の車などは、減速しなければ僕より先に余裕
で通過できるところを停車して待ってくれているのだから、
逆にプレッシャーを感じることになってしまう。「止まりすぎ
だぜ！」というのが率直なところだ。
さらなる問題は、この状況に慣れすぎると日本に戻って
からが危ないということだ。幸いに日本で日常歩いている
道には信号のない横断歩道がほとんどないので、今のとこ
ろ車が止まってくれるのを期待して飛び出すようなことには
なっていないが、少なくとも中国には当面行かない方がよ
さそうである。
（写真）
典型的なロータリー入口の横断歩道を悠々と渡る現地の
人。ひまな人は昨年７月発行の「W85 通信 Vol.2-4」4 ペー
ジの写真と比べてみて下さい。
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いただく違和感

家庭や勤務先では邪険にされているが、街に出るとしきり
にありがたがられる。デパートに入れば「本日はご来店いた
だき誠にありがとうございます」、電車では「 ××
線をご利用
いただきましてありがとうございます」の放送。こちらこそ
恐れ入ります。こんな私でよかったら。
でもなんか違和感を覚えませんか。こんなのもあった。
「エ
スカレーターを駆け上がるのは、おやめいただきますようお
願い申し上げます」
。駆け
上がって「やった」ことはあ
っても、駆け上がって「も
らった」憶えはないのだが。
客から何かをして い｢ た
だいて い｣ るのは店や鉄道会
方が「いただいて」いると
社の側なのに、彼らは客の
いう。本来なら「ご利用く
ださいましてありがとうご
ざいます」あるいは「ご利用いただきありがたく存じます」
と言うべきだろう。
「いただく」と「くださる」では意味が真
逆だ。言葉は慇懃だが、よくよく聴けば自分中心。無意識に
上から目線。 ひょっとしたら、客よりも所属組織の方が大事
なのかも知れない。
こんなことばかり考えているので、私は今日もありがた迷
惑に思われながら電車に乗っているのです。 （埋草ズン一）
すきまコラム

みずほ銀行 早稲田支店
口座番号
普 ２２５７９５４
口座名称 １９８５年次稲門会
（１９８５ネンジトウモンカイ）
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か。
本作は、脚本、音楽、美術セット、配役、撮影技法、全て
においてバランスがよい。
脚本はベストセラー作家の実話に基づく。犬を育てた経
験のある人は、「あ、そういうことあるよね」と共感できるリア
リティがそこにはある。ナレーションは洗練されていて、言
葉の重み、内容の深みがすごい。「子供時代の犬は、友
情・愛・死について、多くを教えてくれる。一人っ子の僕と、
忠実で愛情深い犬。生きる辛さや、子供時代の様々な試
練を支えたくれた忠誠と愛情こそが、生涯忘れ得ぬ大切な
宝となった」。…知的な表現で言葉に無駄がなく、説得力
がある。
音楽は、数々の映画音楽を手掛けるウィリアム・ロスが担
当している。YouTube で「MY DOG SKIP The main theme」
を聞いてほしい。人の内に在る優しい気持ちを刺激する、
情感をそそるメロディだ。音色の使い方もうまい。私は今や、
映画を観なくても、音楽を聴くだけでジーンとし、場面を脳
裏に浮かべて泣けるようになってしまった。
美術セットは、ノーマン・ロックウェルの作品をヒントにし
ているらしい。街並み、床屋、肉屋、当時の服飾、当時の
雰囲気を繊細に再現している。ウィリーの部屋に飾られた
小物やポスター、そのアイテムの一つ一つに意味があり、
その先のストーリーへとつながっている。物言わぬ物に語
らせる、すごい演出力である。
脇役がしっかりしている。両親役のケビン・ベーコンとダ
イアン・レインは、表に出すぎず、静かに息子を見守り続け
る、親心の機微をみごとに表現している。ケビン・ベーコン
には、これまで悪役、冷酷っぽいイメージがあったので、す
ごく新鮮な感じがした。スキップは、エンゾーとムース、親
子の役者犬二匹が演じている。最初は自然な演技をさせ
るために素人の犬を使おうとしたが、役者犬でないと務まら
ず、プロのエンゾー、ムースが抜擢された。テリアは成犬に
なると親子であってもライバルになってしまい、喧嘩が絶え
ないらしい。撮影中、２匹を近づけないよう、苦労したという。
演技しているとは思えない自然な所作をみていると、自分
の愛犬と重ね合わせ、共感してしまう。
撮影技法については、犬の視線を意識して撮っている
所にカメラワークのセンスを感じる。老犬になったスキップ
が、大学進学で家を離れるウィリーを見送るシーンは、犬
の視線でとらえた街並みを映している。
細部まで心を配り、丁寧に作ら
れた映画といった感じがする。い
い映画なのでぜひみてほしい。
（マリリン）
原題：My Dog Skip
監督：ジェイ・ラッセル
出演：フランキー・ミューニース、
ケビン・ベーコン、ダイアン・レイ
ン
2000 年 アメリカ

マリリンのオススメ 間違いないこの１本
Reel＃11「マイ・ドッグ・スキップ」
「名犬ラッシー」「ぐうたらバンザイ！」「ベートーベン」「タ
ーナー&フーチ/すてきな相棒」「キューティ・ブロンド」
「HACHI」「星守る犬」「盲導犬クイールの一生」「きな子～
見習い警察犬の物語」「ひまわりと子犬の７日間」、そしてこ
の「マイ・ドッグ・スキップ」。犬好きの私にとって犬の映画観
賞は外せない娯楽だ。犬は愛情深く忠誠心が強い。いつ
の時代も人間の側にいて人間を愛してやまない。私自身、
二匹の犬と生活し、一人暮らしの孤独を味わうことなく幸福
感に満たされた日々を送っている。そんな私が、愛犬の成
長の過程と重ね合わせ感傷に浸れる映画、それが「マイ・
ドッグ・スキップ」である。
本作は 2000 年１月、米国のわずか５館で上映、その評
判が評判を呼び、翌週には 28 館、８週目には 2331 館で上
映、半年に及ぶロングランとなった大化け映画だ。
原作はミシシッピー州出身の作家ウィリー・モリス。モリス
自身が少年期に体験した愛犬との思い出を綴った自伝小
説の映画化である。子犬のスキップを飼うことになった８歳
の内向的な少年ウィリー（フランキー・ミューニース）が、忠
実で賢いスキップとの生活を通じて、少年期の試練を克服
し成長していく物語だ。
物語の舞台は、1920 年代のミシシッピー州の田舎町ヤ
ズー。ウィリーの母エレン（ダイアン・レイン）は天真爛漫で
お茶目、父ジャック（ケビン・ベーコン）は、戦争で片足を無
くし、生真面目の仏頂面だ。内気で引っ込み思案のウィリ
ーは、いじめっ子グループの標的にされていた。そんな折、
憧れの人、スポーツ万能のディンク（ルーク・ウィルソン）が
出征したため、ウィリーは本当に一人ぼっちになってしまっ
た。エレンは、ウィリーを元気づけるため、ジャックの反対を
押し切り子犬をプレゼント、その子犬がスキッパー（エンゾ
ー＆ムース）である。薄茶色のぶちがある白のジャック・ラッ
セル・テリアで、愛称はスキップ。スキップを飼い始めたウィ
リーは、学校の授業以外、いつでもスキップと一緒、主人
思いの賢いスキップのおかげで、憧れの女の子リバース
（ケイトリン・ワックス）と仲良くなり、いじめっ子達に立ち向
かう勇気を奮い起こすこともできた。スポーツへの苦手意
識を克服し、スキップと一緒に出掛けた先々では、大自然
の雄大さに触れ、人権差別の時代にあっても黒人と隔てな
く交流することもできた。
しばらくしてディンクが戦地から帰ってきた。ウィリーは自
分が出る野球試合にディンクを誘ったが、来てくれない。ウ
ィリーは思い通りのプレイができず苛立ち、ウィリーを励ま
そうとフィールドに飛び込んだスキップを殴ってしまう。
その後、姿を消したスキップを見つけた時には、スキップ
は酒の密輸をしている連中にスコップで叩かれ、重傷を負
ってしまっていた。スキップはどうなってしまうのであろう
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10 月はワセダ漬け！「総会・懇親会」「稲門祭」まとめて楽しめる。倍返しだ！？

１７：００～１９：００
2013 年度総会＆懇親会を開催いたします。
今年で４回目を迎える定例イベントで、皆様の
懇親を深めていただける絶好の機会です。85
年卒または 81 年入学の方なら、どなたでもご参
加いただけます。ぜひご友人･ご家族をお誘い
の上、ご参加ください。

◆ 会

場 ◆

Kong Shibuya（コング 渋谷）
http://www.kong-shibuya.com/
東京都渋谷区桜丘町 24-4 東武富士ビル B1
JR 渋谷駅から徒歩３分
℡ 03-3476-0785

◆ 会

費 ◆

事前振込：６,０００円
当日払い：７,０００円
＊同伴家族は３,０００円（事前、当日とも）
小学生以下は無料

こ
の
秋
Ｗ
８
５
総
会
と
稲
門
祭
は
連
続
開
催
！

総会＆懇親会の参加申込、各種お問い合わせに
ついては､当会の WEB サイトをご覧くださ
い。
http://www.waseda85.com/
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模擬店参加

フクちゃん復活！
チョコトン､チーメン

全世界１千万（推定）「チョコトン」ファンの熱望に
応えるべく､今年も早稲田の杜に伝説の味覚が
蘇る！ ご存じない方に念のため説明しますと、
チョコトンはチョコレートを挟んだトンカツ、チーメ
ンはチーズを挟んだメンチで、今はなき西門通り
の食堂｢フクちゃん｣の名物です（でした）。

◆ 出店場所 ◆
早稲田キャンパス

11 号館前

◆ 営業時間 ◆
10：00 ～ 16：00 頃（予定）
品切れになり次第､店じまい

スタッフとして参加をご希望の方は、
メールでお問い合わせください。
本会事務局 info@waseda85.com
稲門祭企画「想定外から安全へ 『みんなの
安心空間』大座談会」に、W85 副会長で人材
育成プロデューサーの朝田思乃さんが出演
します。詳しくは前頁をご覧ください。
稲門祭公式サイト
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsa
i/index.html

