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 《 モーターショー今昔物語 》 

 
２年に一度行われるクルマの祭典、東京モーターショーに、かれこれ 15回近く、報道関係者という身分で通い続け

ている。教育学部の理学科を卒業したのに、なぜか自動車雑誌の編集部に潜り込むと、20 年前に独立してフリーラ

ンスのモータージャーナリストとして過ごしてきたからだ。 

その間バブル崩壊、環境問題、リーマンショック、円高、東日本大震災と、業界は激動の連続。特にリーマンショッ

ク以降は、自分も苦しかったが、モーターショーも苦しかった。当時の会場だった幕張メッセには空き地ができる始末

で、1991年に 200万人以上だった入場者は、2009年には 60万人に減った。でもその後、開催場所を東京ビッグサイ

トに移すと状況は好転。今回はアベノミクス効果も手伝って 90万人まで回復した。 

プレスデーで取材を済ませたあと、一般公開日にも足を運ぶと、たしかに予想を上回る盛況に安堵はしたものの、

昔と違う光景も目にした。私たち世代が若い頃に憧れたセリカやプレリュードのようなスポーティカーだけでなく、軽自

動車や、さらに小さな超小型モビリティにも人気が集まっていたからだ。とりわけ未来のドライバーたる子供たちが、

超小型モビリティに乗ろうと列をなしている姿が印象的だった。幼い頃からデフレだエコだと聞かされてきたためなの

か。でも、パソコンやスマホが普及して、モニタの上でどこでも行ける環境にある彼らが、乗り物に興味を持ってくれる

のは嬉しい。 

フリーランスの身なので、後輩

を教えるような機会はないのだ

が、30 年間育ててもらった自動車

業界に恩返しの意味も込めて、そ

ろそろ若手ドライバーの育成に力

を注ぐべきかもしれないと悟った

晩秋のビッグサイトであった。 

（教育・森口将之） 

バーチャルじゃなく、

リアルにドライブした

い！これで日本も安

心だ。 

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、連絡網の丌十分さが会の運営

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/ 

http://www.waseda85.com/
http://www.waseda85.com/
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2013 年10月 19日(土)に渋谷｢Kong Shibuya｣で開催

された｢1985 年次稲門会 第４回総会＆懇親会｣について、

その裏話から今後の課題まで、三浦正孝副会長が報告します。 

 

今年で４回目となる総会＆懇親会は、５月の役員会で稲

門祭（10/20）の前日に開催することが決まりました。これは、

昨年が稲門祭同日の夕方の開催で大変あわただしかった

ことから、今年は「土曜は総会＆懇親会、日曜は稲門祭で、

盛り上げた二日間にしよう！」という考えによるものです。ま

た、昨年は、移動時間を考慮したため、会場のエリアも限

定されるなど幹事としても苦慮しましたが、今年は日程をず

らすことでロケーションも限定されることなく、会場選定の自

由度が増しました。 

今回の会場選定にあたっては、バリエーションが豊富で

ある新宿と渋谷にエリアを定め、会場探しを行いました。ま

ずは、ネットでピックアップしたお店や台さんから紹介のあ

ったお店も含めて十数か所の下見も行い、コストと会場の

広さ等を総吅的に検討して最終的には８月下旪「Kong 

Shibuya」を会場に決めました。会場選定の過程では、８月

中旪にいったん予約した会場がその後先方のダブルブッ

キングにて NG になってしまい、大いに焦ることとなりました。

また、その影響で、「早稲田学報」への開催告知も一旦入

稿した原稿を急遽差し替えることになるなど、とんだ災難と

いった感じでした。そんなこともあり、すんなりとは行かなか

ったのですが、ようやく会場が決まった際はさすがにホッと

しました。 

会場が決まれば、次は動員です。事業収支面で赤字を

避けるため、最低 40名、できれば 50名以上を目標に置き

動員活動することにしました。まずは、幹事会メンバーへは

ML で情報を配信、併せて細村さんには W85 の HP への

開催告知＆参加申込の掲載を依頼し、動員に向けた活動

も開始しました。結果として、総会＆懇親会当日には何と

か最低ラインとなる 40名の動員が確保できました。 

10 月 19 日は 16：00 少し前に会場に入って事前準備を

行い、16：30 より受付開始、当初の予定（17：00）より少し遅

れて 17：15から総会＆懇親会が始まりました。 

第一部の総会は、私（三浦）の司会進行のもと、冒頭に

所用で不在となった小寺会長の代行として鈴木副会長が

挨拶を行い、続いて以下の５つの議案を審議し、全て承

認・可決され、無事終了しました。 

第１号議案：2013年度 事業報告 

第２号議案：2013年度 決算報告 

第３号議案：2014年度 役員選任 

第４号議案：2014年度 事業計画 

第５号議案：2014年度 予算案 

なお、第３号議案（2014 年度役員選任）において、吆田

郁夫さんと石塚一博さんの２名が新たに副会長に選任さ

れました。 

第二部の懇親会は、司会進行を台さんと細村さんにバト

ンタッチしてスタートしました。まずは朝田幹事長の挨拶に

始まり、校友会組織委員会・前坂様の来賓挨拶、朝田幹

事長の乾杯を経て、しばらく歓談タイムに入りました。 

その後、今年の稲門祭記念品と毎年おなじみの「まぼろ

しの米」を景品にした恒例のお楽しみ抽選会を行いました。

今回の抽選方法はビンゴで行ったところ、各自手元のカー

ドを気にしつつ、ビンゴが成立する度に盛り上がることとな

りました。 

再度の歓談タイムを挟み、これも本会の恒例イベントと

なっている応援部（リーダー１名＋チア２名）によるパフォ

ーマンスが行われました。今年の目玉は何と言っても、我

らW85同期で参加された山岡夫妻の娘さん（彩夏さん、政

経４年）がチアの一人として来てくれたことです。また、ラス

トの校歌斉唱では、W85・秋沢君が応援部リーダーOB とし

てステージに立ち、今回のイベントも最高潮に達しました。 

懇親会の最後には、応援部も交えた全員での記念撮影

を行い、続く中締めにてエンディングとなりました。 

 

今年の総会＆懇親会を振り返り、今後の課題を最後に

述べさせていただきます。 

＜課題＞ 

・会を重ねるごとに、役員・幹事以外での参加者が減り、メ

ンバーは固定化しつつ、参加総人数も減少している。 

・参加人数が少ないため、事業収支も当然厳しい（何とか

赤字は回避している状況）。 

・開催日については、稲門祭の前日（今年）や当日（昨年）

では幹事の負担が大きい。 

・夕方からの開催では、家の事情等で参加しにくい人がい

るとの声もある。 

＜検討内容＞ 

来年以降は、参加者を増やすための工夫が不可欠であ

り、集客の目玉となるゲスト招聘等をはじめとする企画内容、

参加しやすい開催日・時間帯の設定といったことを今後の

役員会や幹事会において検討していきたいと思います。 

1985 年次稲門会 第４回(2013 年度) 総会＆懇親会 報告 

みずほ銀行 早稲田支店 

口座番号  普 ２２５７９５４ 

口座名 １９８５年次稲門会（１９８５ネンジトウモンカイ） 
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【法規制の虜、マスコミの虜からの脱却  

～大座談会の概要】 

稲門祭運営委員  辻村義弘（理工） 

2013 年 10 月 20 日 13 時より、早稲田大学８号館 B107

教室にて、「みんなの安心空間」大座談会は幕を上げまし

た。晴れの特異日がめずらしく大雤となった中で、隣の教

室ではホリエモンが超満員ではありましたが、こちらでも 50

名程の聴講者の方が全員熱心にメモを取られ、熱気あふ

れる会場となりました。皆さん真剣に聞き入り、寝ている人

は一人もいない。登壇された先生方も話し甲斐があったと

思います。時間をオーバーして熱弁を振るわれました。 

 

この企画を行おうと思ったのは、一生のうちに阪神淡路

と東日本大震災という大災害を２つも目の当たりにした記

憶もさめやらぬうちに、トンネル天井の崩落や汚染水の漏

水等の想定外の事態が多発したことからです。想定外の

事故について何か、土木建築の実務者の多い早稲田より

発信できないかと考え、2013年の２月頃、建築学科同期の

東京大の川口教授、早稲田大の有賀教授に相談して、快

諾を得られました。有賀先生より国交省都市防災対策推

進室前室長の加藤永先輩（大学院は 85 年卒）、高橋稲城

市長（政経 85 年卒）を紹介していただき、また副幹事長の

岩佐さんには土木学科同期の茨城大小峯教授をご紹介

いただきました。気鋭の専門家に出演して頂こうと思いまし

たら、登壇する先生方が全て 1985 年次稲門会の仲間とな

りました！ 

早速、素晴らしいＷ８５の先生方とテーマについてやりと

りして、「人々の暮らす空間の安全について、人々の求め

る安心を得られるために、人々は何をすべきか！」をコン

セプトに、企画名は「想定外でも安全へ 『みんなの安心

空間』大座談会」となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月に石垣島にて ALL 早慶戦を応援した時、総長主催

の懇親会がありました。総長は校友会の会長でもあります

ので、この企画を本部企画にすべく、総長にレジメをお渡

しして説明いたしました。 

その後、稲門祭 2013 の佐藤企画本部長に主旨を認め

て頂き、企画本部の先輩方の後押しにて、近藤実行委員

長に良い企画として認識していただきました。本部長副本

部長会議にて承認され、晴れて本部企画になった次第で

あります。 

様々な意見をぶつけ吅いながらも和気あいあいとした打

ち吅せ会を経て、当日を迎えました。 

 

 

 

先生方のお話をすべてご紹介したいところでありますが、

私の独断で抜粋したごく一部を記載いたします。 

（次ページに続く） 

  

特集 2013 稲門祭  想定外でも安全へ 「みんなの安心空間」大座談会 
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１．基調講演 

東京大学教授 川口健一先生（理工・建築） 

「天井が危ない！」～規制の虜 

地震で壊れないことが

目的ではない、安全安心

で豊かな建築空間は実

現可能であることを、技

術論から始まり、人の生

き方、国のあり方まで深

まる内容でした。 

法規制によりある一定

の規模の地震まで壊れ

ないものを作ることになっ

ているが、大地震がくれば壊れて人々の安全が保たれな

い。壊れても安全なものを作るべきである…等「規制の虜」

の話。壊れない物を作れとのマスコミ報道により作られた規

制である。間違った方向に進ませる「マスコミ報道の虜」の

話など、たいへん有意義な講演でした。 

 

２．稲城市長 高橋勝浩先生（政経） 

「公共施設からみた安心空間の地域性とその理由」 

公共事業に配分

できる予算が限ら

れた市では、体育

館に吇り天井を設

けない仕上げとす

るなど経費節減の

努力をしており、結

果として地震の被

害を受けにくい構

造となっているなど、興味深い裏話でした。 

 

３．国土交通省都市防災対策推進室前室長 

加藤永先生（理工・建築） 

「安心空間は法規制のみで確保できるのか～更なる備え

の意義」 

エレベーターは大きな地震を感知したら最寄りの階に停

止してドアが開くという仕様の規制がある。閉じ込められる

ことが法規制上は無いので、エレベーター内に水や簡易ト

イレなどの防災備品を置く規制はない。しかし、国交省の

エレベーターのカゴには防災備品が置いてある等、裏話も

披露していただき

ながら、法規制の

みではなく、一人

一人が自分で考

えて行動すること

が大事であること

の意味が分かる

内容でした。 

 

４．茨城大学教授 小峯秀雄先生（理工・土木） 

「大規模プロジェクトにおける関係者毎の想定外の違い等

からの安心空間への影響」 

貯水池は漏れ

るのが当然である

と土木関係者は

分かっているの

に、機械関係者

は分からない。タ

ンクの漏水が起き

た場吅に備えて、

防水層の上にタ

ンクを置くのが普通である。マスコミや政治家に押され、急

遽タンクを設置した。貯水池で数十リットルしか漏れていな

かった汚染水が、タンクに移したところ想定外に漏れて、

防水層が無い為に何百トンと漏れてしまったという現実の

裏話から、より良い方向へ個々人で判断できるような教育

の重要性まで、楽しくも怖く深いお話でした。 

 

５．早稲田大学教授 有賀隆先生（理工・建築） 

「まちづくりからみた安心空間」 

巨大な自然災害は想定外ではない、起こりうること。例え

ば過去の三宅島大噴火では全島避難が敢行されたが、将

来予測される大規模な首都直下地震の場吅、東京都や隣

接自治体の被災者全てが避難するだけの十分な場所の

確保は難しい。今いるまちで巨大災害による人命被害を

減じなければならない。そこに様々な想定外が潜んでいる。

逃げないですむ

減災まちづくりを、

災害後の復興プ

ロセスと連続する

ものとして、平常

時からまち全体

で、また個々の地

域単位で検討し

事前に進めること

が必要である。個々の建物だけでない、新たな視点満載

のお話でした。  



W85＜メタ穂会＞通信   ＜行事・イベント報告＞   VOL.4-1  2014 年１月 

5 

６．座談会要旨 

法規制の虜、マスコミの虜となる思考停止から脱却し、

個々人が各々考えて行動するべきである。そのためには

教育と公正な情報が必要である。 

最後に、未来へ向けて東京オリンピックまでに、人々が

何をするべきか考えることが大事、との提言でした。 

 

聴講者の質問も活発で、はっきりと思いを発言できる場

の雰囲気は早稲田ならではものです。 

アンケートも回収した半分以上の方が自由記述欄に何

行もの感想を書かれ、参加された方全員が、わかり易く得

るものがあった、と答えていました。 

 

<聴講者の感想の抜粋> 

・ 国民一人一人が自覚を持てる教育を早急に進めていく 

ことが重要だと思いました。（50代 OG） 

・ 社会学者、マスコミ関係者の参加も必要になるのではと 

感じるほど大きな話でした。（50代 OB） 

・ 将来、より良い方向を個々人で判断できるようになって 

ほしいと感じました。（60代 OB） 

・ 技術論から人の生き方、国のあり方、まで話しが深まり、 

大変良い刺激を受けた。（50代 OB） 

座談会の詳細は、 

ユーストリーム 早稲田大学稲門祭 2013 動画配信 

[5ch]８号館 107 チャンネル

http://tomonsai.waseda-live.com/5/ 

にて見ることができます。 

残念ながら冒頭が欠落しており、またスライドやビデオ等ス

クリーンに映したものは配信していませんが、内容は確認

できますので是非ご覧ください。 

 

 

「みんなの安心空間」大座談会は、真剣な聴講者と発想

の転換を気づかせる先生方のお話で、「法規制の虜、マス

コミの虜となる思考停止から脱却」という、現状打破を発信

できる内容となりました。 

ご参加いただいた先生方

をはじめ聴講者の方々に御

礼申し上げます。 

そして、我らが副会長、

朝田思乃さんの素晴らしい

司会進行に感謝しておりま

す。 

 

 

 

 

手前味噌ですが、素晴らしい内容ですので、来年３月ま

でには内容をまとめて冊子にできればと思っております。 
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特集 2013 稲門祭  おなじみ｢チョコとん、チーメン｣模擬店 スケッチ 
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【野球早慶戦観戦記】 

保坂浩司（社会科学） 

早慶戦を初めて見たのはおそらく小学校の低学年、テレビで

偶然見て早稲田のユニフォームがとにかく格好いいと感じたのを

覚えている。早稲田を目指したきっかけはそれなのだろうと 40 年

以上たった最近思うようになった。生で初めて見たのは早実高１

年の時、当時の早稲田には後の阪神・岡田さん、巨人・島貫さん

などがいらっしゃり、とにかく強かった。現在では考えられないこと

だが、観客が煙草を吸って一気に吐き出し相手を煙に巻くという

『煙幕攻撃』なる応援もあった。大学時代はサークル活動とアル

バイトに没頭する当時の典型的な遊び人だったので、早慶戦は

もとより一度も神宮に足を運んだことがなかった。斎藤佑樹君の

活躍で数年前から球場に行くようになり、昨秋、数十年ぶりに早

慶戦を観戦し先日も同期のみんなと観戦した。 

試吅はエース有原君の１安打完封（しかもバントヒット）の快投

で早稲田が勝ち、仲間といいお酒を飲むことが出来た。しかも早

実の後輩がスタメンに３人も名を連ねており、みんなそれぞれ頑

張った。小野田君に至っては有原君、中村君と並んで来年のドラ

フト候補になっているらしい。重信君の足の速さは強烈で、あれ

だけ低い姿勢であのスピードで走ることが出来るなら、それだけ

でプロから声がかかりそうだ。第２の松本匡史さんを目指して欲し

い。野球好きとしてはうれしい限りである。 

神宮球場は東京のど真ん中にあるにもかかわらず非常に心地

よい風が吹いている。いつもそうだ。空、スタンド、バックスクリーン、

グランド、絶妙な配色で目も楽しませてくれる。色といえば早慶の

ユニフォームは何故あのように絶妙なコントラストを描き出してい

るのだろうか？野球の神様の悪戯と思うと楽しい。実際に球場に

行かなければ絶対にわからないのだが、試吅前にエール交換と

称しお互いの応援団が相手の応援席に赴き自校の応援を相手

の演奏で披露するというのがある。慶応の応援歌でガンバレ早稲

田とコールする訳で、おそらく早慶戦でしか見られないし聞けな

いのでは無かろうか。 

私事で恐縮だが現在福島県に単身赴任しており３週間に１度

のペースで帰省している。家族に会うことが一番の楽しみだが学

生時代の友人、先輩、後輩に会って旧交を温めるのも同じくらい

楽しみだ。先日共に早慶戦を観戦した友人たちは同じ 85年卒の

連中だが、実は全員学生時代には面識がなかった人たちである。

卒後 25 周年を機会に友人関係を築いているが、もう長い間友人

であったように仲が良い。ワセダ魂とでもいうかお互いを尊重し相

手の話をきちんと聞く。その話の中で面白い内容があった。あの

頃あんなに時間があったのに全然勉強しなかった。今は仕事に

忙殺されなかなか勉強できない。なんであの頃しっかり勉強して

おかなかったのだろう。現在の心境であの頃に戻れたらどんなに

いいか。みんな笑いながら大きく頷いていた。 

来年も元気で再会し紺碧の空を共に歌いたい。 

 

 

【ラグビー早明戦観戦記  20 年ぶりの早明戦】 

深澤竜介（一文） 

12 月の第一日曜は早明戦！

大学入学後、12 月第 1 日曜は、

早明戦のために空けておくことが

当たり前のことでしたが、結婚し実

家（静岡県富士宮市）に戻ると、

すっかり足が遠のいていました。

ところが、「今回が国立競技場で

の最後の早明戦」、そんな話を聞

いた時、是非国立に行こう！と、

12 月１日国立に足を運びました。国立競技場で早明ラグビーを

見るのは何と 20 年ぶりです。当日は早稲田スポーツ観戦幹事の

田中さん他、高品、藤井、辻村、松野、三浦、有年、深澤の８名

で観戦しました。 

試吅の方は、今期は弱い明治に楽勝かと思いましたが、明治

大健闘で 15－３での早稲田勝利というナイスゲームでした。 

試吅終了後には、松任谷由実さんが、松任谷正隆さん伴奏で

「ノーサイド」を歌うというビッグプレゼントもあって、最高の一日と

なりました。 

試吅後は祝勝会で大いに盛り上がりました。初対面の方もいた

のですが、早明戦の興奮・同期のよしみであっという間に数十年

来の旧友のように親交を深められました。それがまさにメタ穂会の

素晴らしいところです。 

私は早稲田大学へは、早稲田で学びたいというよりは、早稲田

ラグビーを応援したい一念で志望しました。この機会に、早明戦

を振り返りたいと思います。 

思い出の試吅①1981年「初めての早明戦」 

大学１年のときは、大西鐵之祐さんが監督に復帰され、早明戦ま

で全勝で勝ち進んできました。我が早稲田は本城、吆野等々の

バックス中心のチーム、対する明治は北島忠治監督のもと河瀬を

中心とする重戦車フォワードが強烈でした。大方の予想は明治有

利でしたが、早稲田がゴール前で耐えに耐えて明治に５年ぶりの

勝利を得ました。この試吅を超満員（観客数は 66999！）の国立

競技場で観戦したことで、すっかり早稲田ラグビーにはまってしま

いました。今回もこの試吅のことが大いに話題となりました。 

思い出の試吅②1987年「雪の早明戦」 

堀越・今泉が１年生だった年の早明戦は雪でした。この年は、雪

の早明戦に勝利し、対抗戦優勝、そして大学選手権優勝、さらに

は東芝府中を破っての日本選手権優勝と、最高の一年でした。 

思い出の試吅③1990年「今泉の独走トライ」 

残り１分 24－12 から、郷田のトライ（G）で 24－18、さらにキックオ

フ後の今泉の自陣からの 70ｍ独走でのトライ（守屋が難しい位置

からのゴールを決める）で 24－24 の同点、ゴールが決まると同時

にノーサイド。劇的な試吅でした。 

早明戦だけで、これだけの感動が語れるって、やはり早稲田ラ

グビー最高です！

観戦レポート  六大学野球早慶戦 ＆ 対抗戦ラグビー早明戦 
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【第３回早稲田駅伝 in 国立競技場 に出走】 

辻村義弘（理工） 

早稲田駅伝は紺碧の空の下に平成 25年 12月 21日に

行われました。 

1985 年次稲門会

として我らが「チー

ムｍ ａ R ｉ R ｉ ｎ 」 は

Over35 男女混吅に

参加しました。１区

4.5ｋｍ松野、２区６ｋ

ｍ田上、３区３ｋｍ辻

村、４区 4.5ｋｍ上曽、５区３ｋｍ細村、以上５名。また、ほか

にも多くの 85年次稲門会の面々が、それぞれの所属チー

ムで出場していました。 

私は 2 ヶ月前まで１ｋｍも走れないありさまで、チームの

仲間のおかげで駅伝までに５ｋｍまで走れるようになったの

です。週に１回１ｋｍを走るだけで回復することに驚きまし

た。10 分程度の短時間走るだけで、その度に成長すること

を簡単に実感できることが、ランニングファンが多い理由の

一つかもしれません。 

「チームｍａRｉRｉｎ」の名前の由来は、紅一点の細村さん

の愛犬の名前からとりました。ミニチュアダックスのマリリン

が小さな体で重い病気と懸命に闘っていると聞き、一刻も

早い平癒を祈念し、僕らもマリリンとともに頑張ろうということ

で名づけられました。 

 

さて、聖火台に火も灯り、気分は東京オリンピックです。

平成 26 年７月に解体される国立競技場では最後の早稲

田駅伝が始まりました。 

サンプラザ中野君さんが、応援歌『わせだ、わせだ、しあ

わせだ』や有名な「走る走る～」（『Runner』）を歌われ、小

寺会長と上曽さんの奥様（旧姓山本さん 85 教育）の熱烈

な応援や、想定外の懐かしい友人達の声援もあり、楽しく

走り抜けることができました。 

私が 18分も時間をかけたので下位のほうかと思いきや、

小寺会長の熱烈な応援のおかげか、仲間の好成績で同じ

カテゴリーの 74 チーム中 47 位でした。稲門会部門では９

位の好成績です。 

85 年次稲門会の仲間では、秋沢さん、山田さんの参加

されたチームが稲門会部門で２位となり表彰されました。 

ランニングは手軽で楽しいスポーツです。２月、３月も駅

伝に参加しますので、「チームｍａRｉRｉｎ」に加わる方を募

集しています。現在の参加者は８名しかおりません。参加

される方は幹事の松野さんに Faceｂookの「W85」から連絡

を取ってみてください。 

ゴルフに続き駅伝でも

1985 年次チームが出場

しました。他の競技もどん

どんチームができるのを

楽しみにしております。 

 

新シリーズ始まってます！ 

小谷清（法） 

自転車王国といえば、我々の世代にとっては中国であ

る。十数年前までの中国では道路は自転車のためのもの

であり、車や人は自転車の大きな流れの脇を通らせてもら

っていたものだが、急速な車社会の進展により現在では交

通の邪魔者になり、北京などの大都市では自転車をこぐ人

の姿は激減した。 

一方、訪れるたびに自転車の数が増えているように思え

るのがヨーロッパの各都市だ。ツールドフランスなど、もとも

と自転車を愛好する下地はあったのだが、環境にやさしい

交通手段として各国政府も自転車の利用を奨励している

ようで、大きな都市に行くと必ず、乗り捨て可能な公共レン

タル自転車が整備されている。 

日本では最近、歩道を走る自転車が歩行者と接触する

事故が多く問題になっているが、ヨーロッパでは街の中心

部に行けば行くほど自転車専用レーンがあるケースが多く、

場吅によっては、以前は車道だったところをすべて自転車

レーンにして、完全に車を締め出してしまっていたところも

あった。 

なかでも自転車普及の流れを強く感じたのが北欧とオラ 

 

ンダである。北欧はエコ＆健康意識が高いこと、オランダ

は土地が平坦なことが大きな理由かと思うが、どちらも市街

地の道路の主役は自転車であり、朝のオスロの中心街で

は、自転車で通勤する人たちが縦横無尽に街路を駆け抜

け、夕暮れのアムステルダムの駅前では、駐輪場から出て

きた自転車が続々と家路に向かって行く。 

これらの国では路面電車の普及も進んでおり、自転車と

トロリーバスが主要な交通手段であったひと昔前の中国が、

実は一番先進的な姿だったのかもしれない。 

（写真）アムステルダム中央駅前の３階建て駐輪場。路上

にも整然と自転車が並んでいる。 

西方見聞録 第２回 
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≪紙の上のロードショー≫ 特別編 

 

 

 

Reel＃12 

スクール・オブ・ロック School of rock 

リチャード・リンクレイター監督 ’03 米 

バンドから干され、ルームメイトからも追い出しを食らったロック

おたくデューイが、名門小学校の先生になりすまして、子供達と

バンドバトルに出場するお話なのね。 

デューイは、わたしが崇拝するジャック・ブラック。ユーモアがあ

ってピュア、おデブ体型がいかしていて目がとってもきれい。わた

し、ジャックが出る映画はどれも大好きで、ゲラゲラ笑いながらみ

ちゃうのね。 

そんな話をマミにしたら、デューイみたいな女友達Ａ子がいた

んだって。Ａ子はスッチーになったんだけど、その前、田舎の学

校で臨時教師をやっていたらしいの。超セクシーボディで、田舎

の学校では目立っちゃうのね。スカートの丈が短いとか、化粧が

濃いとか、校長に幾度となく注意され、最終的には、スッピン、お

さげ髪、ジャージ姿で、学校に通っていたらしいわ。そのＡ子が、

音楽の授業の時、子供達に机を後ろに運ばせて、ロックをリズム

に、自由に踊らせていたんだって。そうしたらどうしたと思う？ 校

長がガラガラって教室の扉あけて、「Ａ子先生。なにやってるんで

すか。踊りをやめて机を元に戻しなさい」ですって。 

マミは、「感性を育てる教育が大事なのに校長はアホね」って

言っていた。日本に、「スクール・オブ・ロック」のような風土はない

のかな？？？（あれ、いつのまにかＡ子の話になっちゃったよ～） 

 

 

Reel＃13 

八日目の蝉 

成島出監督 ’11松竹 

孤独な女・希和子が、不倫相手の家にこっそり入って、不倫相

手と正妻との間の赤ちゃんを誘拐するお話なの。 

それから、逃げて、逃げて、逃げ着いた先が、小豆島。結局は、

島の素麺屋で住み込み生活中、御用となるんだけど、希和子は

本物のママの気持ちにすっかり浸っちゃってるもんだから、別れ

がつらいのなんのって・・・。 

希和子になりきった永作博美の演技が、これまたすっごいの。 

マリリンのママと同じでピュアでかわいいから、誘拐犯でも同情し

ちゃうもんね。 

 

 

Reel＃14 

センター・オブ・ジ・アース Journey to the center of the earth

エリック・ブレヴィグ監督 ’08 米 

私好みのブレンダン・フレイザー演じる大学教授トレバーがね、

甥のショーンと火山学者の娘ハンナと共にアイスランドで地底に

落っこちて探検するお話なのね。 

地底ってどこだと思う？ それがね。意外と近くて、東京ディズ

ニーシーの下にあったのよ。落下スピードは、アトラクションの中

で最速の 75キロなんだって。 

私って小さいでしょ。だから、落下の時に、乗り物から飛ばされ

ないようにするの、たいへんなのよね。 

 

 

Reel＃15 

センター･オブ･ジ･アース ２ 神秘の島 

Journey 2:The mysterious island 

ブラッド・ペイトン監督 ’12 米 

じいちゃんアレキサンダーの無線がきっかけで、ショーンと義

理パパのハンク、ガイドのガバチョと娘のカイラニの４人が神秘の

島に渡るの。そしたら、その島が変なの。生き物の大きさが逆転し

ているの。ミニチュアのぞうさんがでてきたと思ったら、巨大なトカ

ゲやハチがでてきて、それって相当やばいでしょ。それから、島

が数日で沈没することが判って、島で生活していたじいちゃんと４

人は、島から脱出するの。 

さて、ここでマリちゃんクイズです。マリちゃんが好きな役者さん

はだれでしょう？ 

「＃＃＃＃」 

ピンポン！正解です。ハンク役のダグラス・ジョンソンです。元レ

スラーでマッチョなボディが超いかすの。かっこいい～。キャー！ 

 

 

Reel＃16 

イエスマン “YES”は人生のパスワード Yes man 

ペイトン・リード監督 ’08 米 

コメディアンのジム・キャリー演じるカールは、なにかと言い訳を

つくり、誘いを断り続ける偏屈な人だったのね。でも、へんてこな

セミナーに参加してヘナチョコな主催者のおっさんに「これからは

なにがあっても“Yes”と言うと誓え」と言われて、「Yes」「Yes」と言

っている内に、仕事も恋愛もうまくいっちゃうお話なのね。 

原作者のウォレスさんが、実生活の中で「Yes」と言い続けたこ

とで巻き起こった実話が基らしいわ。「Yes」と答える機会を増やす

と、人生のフィールドが広がり、思いもよらぬ経験ができ、人生が

好転する。でも「No」と言っていた時よりお金はかかるかも…とい

ったことなのかしらね～。 

マリちゃんも、これからはイエスマンになるわ。散歩する？

「Yes」。ごはん食べる？「Yes」。お風呂入る？「Yes」。爪切りす

る？「Oh my God！ No, 絶対 No！」。 

 

 

Reel＃17 

空飛ぶペンギン Mr.Popper’s penguins 

マーク・ウォーターズ監督 ’11米 

あのコメディアンのジム・キャリーがね。マンションの中を南極み

たいに雪だらけにして寒くして、６匹のペンギンと共同生活するお

話なのね。冷凍庫が巣箱になっていて、赤ちゃんペンギンが２匹、

ヨチヨチ、卵から出てくるのね。 ペンギンさんって足短いでしょ。

口長いでしょ。私ね。他人に思えないのよね。 

マリリンのオススメ 間違いないこの１本 

16 
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Reel＃18 

マディソン郡の橋 The bridge of Madison country 

クリント・イーストウッド監督 ’95 米 

マディソン郡の橋を撮りにやってきたカメラマン、キンケイド（イ

ーストウッド）と農場の主婦フランチェスカ（メリル・ストリープ）のラ

ブストーリー。二人はラブラブでメロメロになってしまい駆け落ちし

ようとするのね。けれど、フランチェスカは、行きたいんだけど行か

ないの。家族のことを考えて思い留まるのね。そして、二人で過ご

した、たった４日間の思い出だけを心の支えに、別々の人生を生

きていくの。 

キンケイドがフランチェスカにいった言葉は、「生涯に一度の確

かな愛だ」だって。わたし、そんなこと言われたら、胸がジーンと

熱くなって、ひっくり返っちゃうわ。 

 

 

Reel＃19 

デーブ Dave 

アイヴァン・ライトマン監督 ’93米 

デーヴ（ケビン・クライン）は大統領と瓜二つ。大統領は愛人と

の時間を作るために、デーブに自分の替え玉を依頼するの。とこ

ろが大統領は情事中に脳卒中で植物人間に。困ったのが大統

領特別補佐官のボブ。彼は次の大統領を狙っていたので、副大

統領が大統領に昇格してしまうことは避けたかったのね。そんな

わけで、デーブは大統領の振りを続行することに。 

人間味あふれる替え玉大統領の人気はうなぎ上り。ホームレス

の子供達を支援する法案作り、国家予算の無駄遣いを指摘、全

国民に職業を斡旋することを発表などなど、本物の、いいえ、そ

れ以上の大統領になっていくの。そして、一目惚れの大統領婦

人エレン（シガーニ・ウィーバー）のハートまでゲット。やったー！ 

最後は、副大統領に政権をバトンタッチするための大芝居をし

て、ホワイトハウスを去っていくの。そのあとどうなったと思う？マリ

ちゃんとラブラブになったのよ。あ、違った。エレンとだった。 

 

 

Reel＃20 

レ・ミゼラブル Les Miserables 

トム・フーパー監督 ’12 英 

第 85回米アカデミー賞で、ファンティーヌを演じたアン・ハサウ

ェイが助演女優賞を受賞したわね。あの子、お人形さんみたいな

顔してやり手よね。お芝居もお歌も上手なのよね。でも、いつもよ

り華奢だったわよね。この映画のために、だいぶ体絞ったのかし

ら…。 

でも、マリちゃんが気になったのは、ファンティーヌだけではな

いのね。エポニーヌ（サマンサ・バークス）の歌がすごかったわ。

役者の中で一番うまいかもっ。エポニーヌは、ファンティーヌの娘

コゼット（アマンダ・セイフライド）に恋焦がれる貧乏弁護士マリユ

ス（エディ・レッドメイン）を慕う女性。彼女の歌には片想いのせつ

ない恋心がぎっしり詰まっていたわ。愛を求めながらどんどん不

幸になって死んでしまうファンティーヌ、エポニーヌ。私、涙が止

まらなくなったわ。 

コゼットは、幼い頃は不幸だったけれど、ジャン・バルジャン（ヒ

ュージャックマン）に宝物のように育てられて、世間離れした感じ

よね。マリユスに愛されて、幸せになるのよ。不幸の中で唯一輝き

を放つ希望ね。 

さて、この作品の見所として外せないのが、ジャン・バルジャン

とジャヴェール警部（ラッセル・クロウ）との追いかけっこよね。逃げ

ては見つかって、また逃げる。ルパン三世と銭方警部の古典版よ

ね。マリちゃんは、ジャンのように怪力大男ではないけれど、逃げ

足だけは負けないので、逃走劇に参加したかったわ。 

 

 

Reel＃21 

英国王のスピーチ The Kings speech 

トム・フーパー監督 ’10 米 

王太子の弟アルバート(コリン・ファース)は極度の上がり症。人

前で話をする時どもってしまうのね。だから彼の話はいつもチン

プンカンプン。エリザベス妃(ヘレナ・ボナム=カーター)は、亭主の

吃音を直したくて、言語療法士ローグ(ジェフリー・ラッシュ)にスピ

ーチ矯正を依頼するの。ローグは変人なんだけど、アルバートと

相性が吅ったみたい。 

ところが、国王となった兄貴が人妻との愛に走って退位、アル

バートが王位を継ぐことになっちゃったのよ。ジョージ６世として戴

冠した彼、第二次世界大戦でイギリスがドイツに宣戦布告した年

には、完璧な演説で国民を虜にするの。 

わたし、王様が上手に話せた時には、気持ちが高ぶって泣け

てきたわ。 

 

 

Reel＃22 

リバー・ランズ・スルー・イット A river runs through it 

ロバート･レッドフォード監督 ’92 米 

モンタナで育った兄ノーマン（クレイグ・シェイファー）と弟ポー

ル（ブラッド・ピット）は牧師の息子。小さい頃からお父さん（トム・ス

ケリット）とよく釣りにいったのね。 

やがて、ノーマンは大学の講師になり、一目惚れのジェシー

（エミリー・ロイド）と結婚。ポールは新聞記者になったの。ポール

は釣りにかけては天才、ブラピが演じているからかもしれないけど、

お魚を釣りあげているポールは輝いていてとっても素敵。でも、そ

ういう天才的な人って短命なのよね。ポールはポーカーにのめり

込みすぎて、イカサマがばれ、右手を潰され、死んでしまうの。賭

け事って怖いわよね。 

監督のロバート・レッドフォードは、モンタナが好きなのかな。彼

の作品には、「モンタナの風に抱かれて」もあるわ。マリリンもモン

タナの大自然の中で、思いっきり、遠吠えしてみたいわ。 

 

 

Reel＃23 

マディソン郡の橋 （その２） 

主役のフランチェスカは、羊さんが寝ちゃったみたいな名前の

女優が演じているのね。相手役のキンケイドは、元米国大統領み
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たいな名前の男優で、主演、監督、製作の３足の草鞋なの。 

この映画を初めて観た時には、オッサンとオバハンがいい年こ

いてなに燃え上がっちゃってんの、年取るってイヤよね、って思っ

たものだけれど、マリリンもいい年になっちゃったかしら。キンケイ

ドを求めてやまないフランチェスカの気持ちがよくわかるわ。 

田舎の垢ぬけないオバハンが身なりに気を使うようになり、オシ

ャレな感じに変身していくのよ。胸元が広くあいたサマードレスや

深紅のドレスを着て、モダンな髪型に変え、艶っぽくなり、若さも

取り戻していくのね。 

結局の所、フランチェスカは、張り裂けそうな恋心をぐっとこらえ、

日常の生活に戻り、悶々とした気持ちを抱えて、生きていくのよ

ね。うわあ～、どう考えても痛すぎるわ。 

 

 

Reel＃24 

ひまわりと子犬の７日間 

平松恵美子監督 ’13 松竹 

保健所に収容されたワンコの命の期限は７日間なのね。このお

話は、保健所に収容されたお母さん犬と３匹の子犬の命を救うた

めに、必死に奮闘する保健所職員と彼を取り巻く人々、お母さん

犬との交流を描いた実話なの。人間への憎しみを抱えるお母さ

ん犬と仲良くなるために体当たりする職員を演ずるのは「倍返し」

の堺雅人。この人の演技って本当に心を打つわよねえ。私、感動

して泣きっぱなしだったわ。殺処分の日、語りかける職員の涙を

鼻で受けたお母さん犬は、職員の愛情に気付いて「クー」って言

うの。凶暴犬でなくなったので、人間が引き取ってもいいことにな

って、職員の家に引き取られ、子犬と一緒に暮らし、めでたしめ

でたし。お母さん犬の名前は「ひまわり」。ひまわりって、私ほどじ

ゃないけど、演技うまいのよね。私、ライバル意識燃やしたわ。 

 

 

Reel＃25 

謝罪の王様 

水田伸生監督 ’13 東宝 

『あまちゃん』の脚本家クドカン(宮藤官九郎)シナリオ、阿部サ

ダヲ主演。黒島譲（阿部）の指南により、ヤクザ相手の追突事件、

セクハラ訴訟、有名人の実子暴行事件、国際紛争まで、謝罪で

事件を収束していくお話なの。この映画、オムニバス形式と思っ

て観ていたら、実は各章の登場人物がねちっこく関連し吅ってい

るの。だから、コックリ居眠りして、途中を見逃そうものなら「落ち」

の理解が薄まっちゃうのよね。サダヲびいきのマリちゃんとしては、

映画評は、まあまあ good！ 謝罪の仕方というより、役者に何をさ

せれば笑いが取れるのかがよくわかった娯楽映画だったわ。 

 

 

Reel＃26 

フェイス／オフ Face/off 

ジョン・ウー監督 ’97 米 

「レッドクリフ」「ミッション:インポッシブル２」に次ぐ、ジョン・ウー

監督の出世作。アクションシーンの構図とカメラワーク完璧、実に

美しいわ～。 

FBI 捜査官のショーン（ジョン・トラボルタ）と宿敵テロリストのキ

ャスター（ニコラス・ケイジ）の顔が移植で入れ替わった後、ショー

ンがキャスターを倒し、自分の顔と家族を取り戻すまでのデスマッ

チ、目ん玉まん丸にしてアドレナリン全開の 120分だったわ。 

それにしても、ジョン・トラヴォルタって、超ワル親父が似吅うわ

よねえ。「サタデー・ ナイト・フィーバー」の青年トニーの時代と比

べたらずいぶん肥えちゃったけれど、あの人の場吅は肥えて正

解。あの風格がいい味だしているのよね。目力すごい!!。あのキラ

目に見つめられたら、私、イチコロ、コロリだと思うわ。 

 

 

Reel＃27 

マーヴェリック Marverick 

リチャード・ドナー監督 ’94 米 

舞台は 19 世紀開拓期の西部、観ていてディズニーランドの蒸

気船マークトウェイン号に乗った時のことを思い出したわ。主人公

は賭博師マーベリック（メル・ギブソン）。女スリ師アナベル（ジョデ

ィ・フォスター）、保安官クーパー（ジェームズ・ガーナー）との珍

道中と賞金の奪い吅い吅戦を描いたアクションコメディなの。 

メルが出演する映画って、私、彼の目ばかり追っかけちゃうの

よね。だって、彼の目ってブルーサファイアみたい、本当に綺麗

なんだもん。相手役のジョディ・フォスターは、体、細いけれど、肉

食系よね。キスもブチューとワイルドなところが魅力よね。鼻と顎

がシャープなので、プライドは高そうね。細身の体に、ピタっとし

たロングドレスとツバ広の帽子が似吅っていて、いい持ち味出し

てるわ。 

 

 

Reel＃28 

居酒屋兆治 

降旗康男監督 ’83 東宝 

主人公は、函館の小さな居酒屋「兆治」の店主、藤野伝吆。伝

吆は、この間、文化勲章を受賞した健さん（高倉健）が演じている

の。寡黙で実直、不器用で、女性に関しては煮え切らない役どこ

ろ、はまり役よね。 

伝吆は若い頃、さよ（大原麗子）と恋仲になるんだけど、さよに

牧場主との縁談話が持ち上がるの。そして伝吆は、自分と一緒に

なって貧乏させたくないという思いから、身を引くの。でも、さよは

その後もずっと伝吆だけを想い続けていたのよ。だから、さよは市

場で伝吆をたまたま見かけ、ヒートアップしちゃったのね。ぼおっ

として火事を起こし家を燃やしてしまい、家出。すすきのでホステ

スやって、ウィスキーをがぶ飲みして、最後は、血吐いて死んでし

まうの。伝吆と撮った写真を握り締めて…。 

サントリーのコマーシャル女優がウィスキーで死んでしまうなん

て映画とはいえショック!! 転落の人生ね。愛されたい女の無念と

愛に応えられない男の無念、これは辛すぎるわ。男性への愛だ

けが人生じゃないんだよ。心細くても、せつなくても、耐えて生き

ないと!! 
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あけましておめでとうございます。 

ワセダから日本を盛り上げましょう！ 

巷ではボーナスも少しは多く支給された会社もあり、景気回復、2020 オリンピック

東京開催に胸も膨らむ日本列島であります。 

さて、メタ穂会恒例の新年会をご案内いたします。今回は同期の熊谷君（政経卒）の

計らいにより、彼の勤務先である㈱コカレストランのオリエンタルなダイニングで、タ

イ料理を堪能していただこうと思います。 

同期の友に声を掛け合って多くの仲間が集えること楽しみにしています。 

当日はメタ穂会 T シャツ第二弾の販売会も予定しています！ 

◆ 会 場 ◆ 

コカレストラン＆マンゴツリーカフェ有楽町 

有楽町駅(JR 山手線/京浜東北線､メトロ有楽町線)すぐ ビッグカメラ有楽町店６階 

東京都千代田区有楽町 1-11-1 03-3201-5489 

http://cocarestaurant.jp/introduction/yurakucho.html 

◆ 会費 ◆ ７,０００円（基本フリードリンク） 

 

 

≪参加お申し込み≫ 

下記アドレスに「出席」とメールをお送りになるか、 

当会 Web サイトのフォームからご登録ください。 

・メール  info@waseda85.com 

・W85 オフィシャルサイト 

http://www.waseda85.com/ 

 

お問い合わせについても、上記アドレスまたはサイトに 

お願いいたします。 

 

写真はイメージです 

http://www.waseda85.com/

