
2020年9月24日（木） 

    ～9 月 30 日（水） 
 

 
2020年度 校友会秋季代議員会 次第 

 

 

 

【協議事項】 

１．２０１９年度決算承認の件             (１～７頁) 

２．推薦校友候補者承認の件              (８～９頁) 

３．校友会規程制定の件                  (１０～１２頁) 

 

【報告事項】  

１．校友会幹事退任幹事交代・退任について                (１３頁) 

２．賛助代議員名称贈呈について            (１４～１７頁) 

３．代議員・支部長等異動について           (１８頁) 

４．寄付のご報告と御礼               (１９～２５頁) 

 

 

 

 

【次回以降開催予定】 

春季代議員会 ２０２１年３月１３日(土)  

 



（単位：円）
予算額 決算額 差 異

【収入の部】
年会費 255,000,000 259,805,000 △ 4,805,000
１０年会費 320,000 372,000 △ 52,000
１０年会費（４年次） 390,000,000 385,452,000 4,548,000
終身会費 3,985,000 3,985,798 △ 798
父母会費 17,500,000 17,720,000 △ 220,000
会誌購読料 100,000 75,000 25,000
広告料 12,000,000 8,990,000 3,010,000
受取利息 45,000,000 43,556,315 1,443,685
雑収入 800,000 955,499 △ 155,499

前年度繰越運営資金積立金 139,312,521 139,312,521 0
収入の部合計 864,017,521 860,224,133 3,793,388

【支出の部】
運営費／印刷費 6,100,000 5,292,100 807,900
運営費／通信費 5,300,000 4,744,864 555,136
運営費／交通費 180,000 316,696 △ 136,696
運営費／支払手数料 4,500,000 4,006,200 493,800
運営費／消耗品費 600,000 930,727 △ 330,727
運営費／雑費 1,500,000 1,208,764 291,236
運営費／租税公課 0 405,100 △ 405,100

業務委託費／業務移管費 100,000,000 100,000,000 0
業務委託費／ユーザーモデル構築費 8,500,000 4,291,790 4,208,210
業務委託費／人材派遣受入費 7,500,000 8,567,834 △ 1,067,834
業務委託費／発送委託費 2,150,000 1,588,681 561,319
業務委託費／システム管理費 150,000 79,746 70,254

会員厚生費／校友サロン管理費 4,500,000 4,484,522 15,478
会員厚生費／ＷＥＬＢＯＸ管理費 7,560,000 8,208,496 △ 648,496

学報費／広報費 8,500,000 6,339,167 2,160,833
学報費／編集費 28,860,000 26,100,590 2,759,410
学報費／印刷製本費 45,030,000 45,299,306 △ 269,306
学報費／発送費 77,130,000 76,128,030 1,001,970

組織強化費／補助費 66,111,000 56,592,854 9,518,146
組織強化費／旅費交通費 5,000,000 5,251,043 △ 251,043
組織強化費／宣伝広告費 380,000 180,000 200,000
組織強化費／事業費 9,220,000 5,534,938 3,685,062
組織強化費／会合費 200,000 181,000 19,000

会議費／稲門祭費 8,500,000 8,500,000 0
会議費／代議員会費 4,102,000 1,446,036 2,655,964
会議費／委員会費 1,859,000 1,077,925 781,075

早稲田カード一般カード本人年会費 79,769,000 77,012,670 2,756,330

奨学金費／めざせ！都の西北奨学金 160,000,000 160,000,000 0
・校友会給付奨学金

奨学金費／安部磯雄奨学金 10,000,000 10,000,000 0
奨学金費／トップ・アスリート奨学金 28,505,000 28,505,000 0
奨学金費／海外留学派遣奨学金 7,500,000 7,500,000 0

母校支援費／体育各部特別強化補助 10,000,000 10,000,000 0
母校支援費／校友会支援講座 6,700,000 6,700,000 0
母校支援費／その他母校支援費 17,400,000 13,585,322 3,814,678

雑費 100,000 0 100,000
予備費 1,000,000 0 1,000,000

支出の部合計 724,406,000 690,059,401 34,346,599

次年度繰越運営資金積立金 139,611,521 170,164,732 △ 30,553,211
※ 差異欄の収入の部およびの△は予算より増加したこと、支出の部の△は予算を超過したことを表している。

早稲田大学校友会 （自 ２０１９年４月１日 至 ２０２０年３月３１日）
2019年度 収支内訳表
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2020.9.26 

代議員会 

2020.9.11 

幹事代表者会 

2020.9.2 

総務委員会  

 

推 薦 校 友 候 補 者 

 
 

※年齢は2020年9月26日時点 

No 氏 名 推 薦 者 資 格 現 住 所 職 業 ･ 勤 務 先 ･ 備 考 

01 
ｲｿﾔﾏ ﾘｮｳ 

磯山 亮 

男 41歳 

小平稲門会 

＜第２条第１項一号＞ 

商学部 

1999.04.01 入学 

2003.09.20 退学 

東京都小平市 
小平市議会議長 

小平市議会議員（三期目） 

02 

ﾏﾂﾏﾙ ﾐﾁｵ 

松丸 道雄 

男 85歳 

早稲田大学 

(総務課) 

＜第２条第２項一号＞ 

維持員 

2020.2.29贈呈 

東京都世田谷区 
一般篤志家 

東京大学名誉教授 

03 
ｿﾝ ﾀﾞｲﾕｳ 

孫 大雄 

男 71歳 

早稲田大学 

(総務課) 

＜第２条第２項一号＞ 

光輝賛助員 

2020.2.29贈呈 

東京都豊島区 

一般篤志家 

株式会社オプトラン名誉会長

（取締役会長） 

04 

ﾀｹｲ ﾀｹﾃﾙ 

武井 健晃 

男 49歳 

早稲田大学 

(総務課) 

＜第２条第２項一号＞ 

名誉賛助員 

2020.2.29贈呈 

東京都杉並区 一般篤志家 

 

 

 

 

以上    ４ 名 
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＜参考＞ 
 

推薦校友選考規程（抜粋） 
（資格要件）  

第２条 推薦校友の被推薦資格は、本人が会員となることを希望し、かつ、支部、稲門会より推薦

された、次の各号の一に該当する者とする。  

  一 学校法人早稲田大学が設置する学校に在籍したことのある者  

  二 早稲田大学システム科学研究所一年制専門教育課程修了者  

  三 早稲田大学エクステンションセンター・オープンカレッジ修了者  

  四 早稲田大学法学部法職課程教室に在籍した者または公認会計士講座を受講した者で、司法

試験あるいは公認会計士試験に合格した者  

  五 早稲田大学大学院の課程を経ない者で、早稲田大学から博士学位を授与された者   

２ 前項各号に定める要件に満たない者で次の各号の一に該当する者は、これを幹事代表者会に推

薦することができる。  

  一 早稲田大学関係者で早稲田大学より推挙された者  

  二 総務委員会において適格と認められた者 

（推薦手続）  

第３条 前条に定める推薦にあたっては、被推薦者の在住する支部もしくは都内稲門会、または本

人の所属する稲門会（支部および稲門会に関する規程第 3 条第 1 項第二号から第九号までに規

定するものをいう。）が、履歴書および推薦に関する資格書類を会長に提出する。 

     中略 

（ 選考手続）  

第４条 推薦校友候補者の選考は、総務委員会の審議を経て、幹事代表者会の合議をもって決定し、

代議員会の承認を得なければならない。 

（ 本人手続およ び発効）  

第５条 代議員会において推薦校友となることを承認された者は、本会所定の入会誓約書を提出す

るとともに、速やかに当初 10 年分の年会費を一括して納入しなければならない。納入された

時点で、代議員会における決定日にさかのぼって推薦校友となる。  

２ 被推薦者が第 2 条第 2 項第一号に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、早稲田大学が会

費 100,000 円を納入するものとする（納入会費有効期間終了後、年会費の請求はしない）。な

お、本人が、納入を希望する場合は、その限りではない。 

 
第２条１項一号に関する内規 

推薦校友選考に関する内規（ 2000.9.14 幹事代表者会決定）  

＊卒業年齢に達していない者は支部、 稲門会活動等に貢献した上で、 卒業年齢に達してから推薦

を受けなければならない。  

 ＊在学期間が１ 年以下の者は支部、 稲門会活動等に貢献した上で推薦を受けなければならない。  

 

支部および稲門会に関する規程（抜粋） 
     中略 
（ 稲門会）  

第 3 条本部または支部に次の稲門会をおく。 

一  地域稲門会  

二  職域稲門会  

三  年次稲門会  

四  ゼミ 稲門会  

五  サーク ル稲門会  

六  体育稲門会  

七  有志稲門会  

八  海外稲門会  

九  学部・ 学科・ 研究科稲門会  
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2020.9.26 

代議員会 

2020.9.11 

幹事代表者会 

 

 

「校友会諸会議における議決等の特別措置に関する規程」制定の件 

 

＜背景＞ 

 これまで、校友会規則には災害・感染症等のリスクが発生した際の開催手続きについて

規則・規程等で定められていなかった。今回の新型コロナウイルス感染症をはじめとして、

今後同様のリスクが発生した場合においても、校友会運営を円滑に、かつ滞りなく行って

いくことが求められている。 

 前述の背景を踏まえ、校友会では喫緊の諸会議での議決等を行えるようにするため、総

務委員会（4/1～16）ならびに幹事代表者会（4/17～22）での協議・承認を得たうえで「校

友会諸会議における議決等の特別措置に関する内規」（別紙参照）を制定した。 

 ただし、本内規の制定はあくまで緊急措置であったことから、このたび正規の手続きを

踏んだうえで、校友会規則第 36条に則り、新たに規程として定めることとする。また、本

規程の制定をもって「校友会諸会議における議決等の特別措置に関する内規」は廃止とす

る。 

 

【参考】 

○早稲田大学校友会規則 

第 10章 雑則 

（規程の制定および改廃）  

第 36条 規程の制定および改廃は、代議員会の決議をもってこれを行う。  
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校友会諸会議における議決等の特別措置に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、早稲田大学校友会（以下「本会」という。）における諸活動、組織の

管理運営、教職員および校友会幹事その他の構成員に負の影響を及ぼす可能性のある

様々なリスクを回避し、やむを得ず一堂に会することが困難とされる場合において、本

会の安定的な運営を行うための緊急の対策として、本会規則に定めのある会議体の運営

に係る特別措置について必要な事項を定める。 

 （特別措置の適応範囲） 

第２条 この規程の対象は、本会規則に定める会議体とする。 

 （決議における要件の特例） 

第３条 本会規則の規定にかかわらず、当該会議体の議長が第１条に規定する目的の達成

のために必要と認められたときは、書面または電磁的記録による招集および議決（以下

「書面等による議決」という）によって運営することができる。 

２ 前項の書面等による議決における招集、定足数および議決の要件は、当該規則に定め

るところによる。 

３ 当該会議体の議長は、第１項の規定により書面等による議決を行ったときは、その旨

を次の会議体において報告しなければならない。 

 （雑則） 

第４条 この規程による特例措置は、第１条の目標達成を事由とする場合に限り運用する

ものとする。 

 

附則  

 この規程は、2020 年 9 月 27 日から施行する。  
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別紙 

 

校友会諸会議における議決等の特別措置に関する内規 

 

（目的） 

第１条 この内規は、早稲田大学校友会（以下「本会」という。）における諸活動、組織の

管理運営、教職員および校友会幹事その他の構成員に負の影響を及ぼす可能性のある

様々なリスクを回避し、やむを得ず一堂に会することが困難とされる場合において、本

会の安定的な運営を行うための緊急の対策として、本会規則に定めのある会議体の運営

に係る特別措置について必要な事項を定める。 

 （特別措置の適応範囲） 

第２条 この内規の対象は、本会規則に定める会議体とする。 

 （決議における要件の特例） 

第３条 本会規則の規定にかかわらず、当該会議体の議長が第１条に規定する目的の達成

のために必要と認められたときは、書面または電磁的記録による招集および議決（以下

「書面等による議決」という。）によって運営することができる。 

２ 前項の書面等による議決における招集、定足数および議決の要件は、当該規則に定め

るところによる。 

３ 当該会議体の議長は、第１項の規定により書面等による議決を行ったときは、その旨

を次の会議体において報告しなければならない。 

 （雑則） 

第４条 この内規による特例措置は、第１条の目標達成を事由とする場合に限り運用する

ものとする。 

 

附則 

 この内規は、2020 年 4 月 11 日から施行する。 
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2020.9.26 

代議員会 

 

 

 

校友会幹事交代・退任について 
 

1. 校友会幹事交代（教職員） 

 

【新任者】 

広報・学報委員 ：小泉
こいずみ

 邦人
く に と

 広報課長 

（就任日：2020 年 7月 1日） 

 

【退任者】 

広報・学報委員 ：加藤
か と う

 邦
くに

治
はる

 広報室副室長  

  （退任日：2020 年 6月 30日 事由：人事異動による） 

 

 

 

 

 

 

１． 

 

 

2. 校友会幹事退任（校友） 

 

  【退任者】 

   広報・学報委員 ：大橋
おおはし

 修
おさむ

 

   （退任日：2020 年 6月 30日 事由：一身上の都合による） 

 

 

以 上 

 

＜校友会規則第 16条（抜粋）＞  

二 幹事は、会長が代議員会の承認を得て、会員のうちから任命する 

 

  ２ 前項第二号規定にかかわらず、幹事のうち若干名は、早稲田大学の役職者

の中からその職務に応じて会長が任命し、代議員会に報告する。 

13



2020.9.26
代議員会
2020.9.11

幹事代表者会
2020.9.2

総務委員会

No 卒年 学部 氏名

都道府県選出代議員 1998/6/1 2004/5/31

都道府県選出代議員 2009/12/4 2020/5/31

1961 教育

1963 専攻

都道府県選出代議員 2000/6/1 2002/5/10

都道府県選出代議員 2008/6/1 2020/5/31

4 1962 法学 遠藤　嗣郎 都道府県選出代議員 2007/7/23 ～ 2020/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2012/6/1 2020/5/31

安藤ハザマ稲門会会長 1999/2/17 2000/11/29

都道府県選出代議員 2006/4/13 2014/8/4

世田谷稲門会会長 2014/6/15 2020/6/5

本部選出代議員（組織強化） 2008/6/1 2012/5/31

都道府県選出代議員 2012/6/1 2020/5/31

都内稲門会幹事長（事務局長）代議員 2004/6/1 2008/5/31

都道府県選出代議員 2008/6/1 2020/5/31

9 1964 教育 佐藤　順子 都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

1964 政経

1966 文学

1964 法学 都道府県選出代議員 2012/6/1 2020/5/31

1967 法研 富士見三芳稲門会会長 2010/10/3 2018/11/11

12 1965 法学 島田　實 都道府県選出代議員 1998/6/1 ～ 2020/5/31

13 1965 法学 野中　民蔵 都道府県選出代議員 2004/6/1 ～ 2020/5/31

職域選出代議員 2000/6/1 2012/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2012/6/1 ～ 2016/5/31

職域選出代議員 2016/6/1 2020/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2012/6/1 2020/5/31

早稲田大学稲門スキー倶楽部会長 2011/8/11 2019/5/19

都道府県支部幹事長（事務局長） 1998/6/1 2010/11/15

都道府県選出代議員 2010/11/16 2020/5/31

都道府県選出代議員 2012/6/1 2020/5/31

東武トップツアーズ稲門会 1998/11/1 2016/6/30

18 1966 法学 浦田　憲一 都道府県選出代議員 1998/6/1 ～ 2020/5/31

都道府県選出代議員 2007/6/22 2020/5/31

川口地区稲門会 会長 2016/12/26 2019/7/22

1967 理工 文京稲門会 会長 2011/6/4 2015/6/26

1969 工研 都道府県選出代議員 2012/6/1 2020/5/31
20 内田　佑司 ～

19 1966 商学 田中　啓一 ～

17 1966 商学 井村　正陽 ～

16 1965 商学 森本　充威 ～

15 1965 教育 森　行成 ～

14 1965 商学 幅　和弘

11 高橋　明男 ～

10 塩路　勝英 本部選出代議員（組織強化） 2008/6/1 ～ 2020/5/31

7 1964 商学 大友　和男 ～

8 1964 商学 加藤　健 ～

6 1963 商学 横田　吉明 ～

5 1962 商学 相良　日出男 ～

3 1961 政経 増田　悦男 ～

賛助代議員名称贈呈について
＜贈呈年月日　2020年9月26日＞

贈呈資格（在任期間）

1 1961 政経 久保　合介 ～

2 下山　進平 都道府県選出代議員 2000/6/1 ～ 2020/5/31

14



No 卒年 学部 氏名 贈呈資格（在任期間）

職域選出代議員 1998/6/1 2000/5/31

校友会幹事代議員 2000/6/1 2004/6/27

佐藤工業稲門会 会長 2003/2/10 2005/11/1

本部選出代議員（組織強化） 2008/6/1 2020/5/31

22 1967 法学 桑原　征一 都道府県選出代議員 2004/9/27 ～ 2020/5/31

23 1967 政経 塩山　健二 本部選出代議員（組織強化） 2008/6/1 ～ 2020/5/31

24 1967 文学 日高　俊典 都道府県選出代議員 2006/12/14 ～ 2020/5/31

25 1967 商学 早稲田　精一 都道府県選出代議員 2000/6/1 ～ 2020/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2008/6/1 2012/5/31

都道府県選出代議員 2012/6/1 2020/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2012/6/1 2020/5/31

稲門ハンドボール倶楽部会長 2010/2/6 2017/11/30

1968 理工 都道府県選出代議員 1998/10/27 2016/5/31

1970 工研 越谷吉川松伏三郷稲門会会長 2015/7/1 2020/6/16

利根沼田稲門会会長 2011/9/3 2020/7/2

都道府県選出代議員 2012/6/1 2020/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2000/6/1 2020/5/31

稲風会 1999/3/1 2015/6/27

31 1968 教育 中村　峯子 都道府県選出代議員 1997/11/20 ～ 2020/5/31

32 1971 教育 恩田 通夫 都道府県選出代議員 2007/6/13 ～ 2020/5/31

33 1971 法学 久保田　正 都道府県選出代議員 2000/6/1 ～ 2020/5/31

34 1971 法学 樋口　豊博 都道府県支部幹事長（事務局長）代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

35 1971 理工 山口  泰三 都道府県選出代議員 2000/6/1 ～ 2020/5/31

都道府県選出代議員 1994/6/1 2006/1/23

都道府県支部幹事長（事務局長）代議員 2006/1/23 2020/5/31

都道府県選出代議員 2008/6/1 2016/5/31

狭山入間稲門会会長 2016/3/6 2020/6/9

総長指名代議員 1998/3/5 2004/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2004/6/1 2006/12/14

総長指名代議員 2006/12/15 2009/11/30

本部選出代議員（組織強化） 2009/12/1 2013/9/26

校友会幹事代議員 2013/9/27 2020/7/3

39
1972
1974

理工
工研

野村　茂雄 都道府県選出代議員 2001/8/30 ～ 2020/5/31

都道府県選出代議員 1998/10/27 2016/5/31

桶川稲門会 会長 2015/6/13 2020/6/23

都道府県選出代議員 2012/6/1 2020/5/31

名古屋稲門クラブ 会長 2018/4/23 2020/4/27

42
1973
1976

商学
商研

癸生川　賢司 都道府県選出代議員 1998/6/1 ～ 2020/5/31

43 1973 商学 成井　貞行 都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

44 1973 商学 本庄　眞知子 都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

41 1973 文学 内田　優 ～

40 1972 理工 深谷　健司 ～

38 1972 教育 口元　周策 ～

37 1972 法学 木村　源造 ～

36 1972 商学 石黒　隆 ～

30 1968 商学 太郎良 博 ～

29 1968 法学 渋谷　襄 ～

28 高　旺永 ～

27 1968 教育 菅野　富夫 ～

26 1968 政経 揚野　寛 ～

21 1967 商学 金岡　隆 ～
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No 卒年 学部 氏名 贈呈資格（在任期間）

45 1974 商学 大竹　一子 都道府県選出代議員 2000/6/1 ～ 2020/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2008/6/1 2012/5/31

校友会幹事代議員 2012/6/30 2020/7/3

48 1975 教育 福山　裕一 都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

49 1975 政経 三上　文彦 本部選出代議員（組織強化） 2008/6/1 ～ 2020/5/31

50 1976 商学 大竹　敬一 都道府県選出代議員 2000/6/1 ～ 2020/5/31

51 1976 社学 福田　誠 都道府県選出代議員   2008/6/1 ～ 2020/5/31

52 1977 商学 土肥　正明 都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

53 1978 文学 小野沢　重男 都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

職域選出代議員 2004/6/1 2012/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2012/6/1 2016/5/31

職域選出代議員 2016/6/1 2020/5/31

職域選出代議員 2004/6/1 2012/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2012/6/1 2020/5/31

本部選出代議員（組織強化） 2008/6/1 2012/5/31

都道府県選出代議員 2012/6/1 2020/5/31

57 1979 文学 福田　光洋 校友会幹事代議員 2008/6/28 ～ 2020/7/3

都道府県選出代議員 2008/6/1 2011/3/31

都道府県支部幹事長（事務局長）代議員 2011/4/1 2020/5/31

59 1980 法学 本田　哲夫 都道府県選出代議員 1998/6/1 ～ 2020/5/31

60 1981 教育 飯島　成一 都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

都道府県選出代議員 2004/6/1 2008/5/31

年次稲門会選出代議員 2008/6/1 2012/5/31

1981年次稲門会（昭和56年卒）会長 2010/10/2 2012/4/18

年次稲門会幹事長（事務局長）代議員 2012/6/1 2018/9/21

年次稲門会選出代議員 2018/9/22 2020/5/31

都道府県選出代議員 2012/6/1 2020/5/31

和歌山県庁稲門会　会長 2016/4/27 2018/3/31

都内稲門会幹事長（事務局長）代議員 2000/6/1 2004/5/31

校友会幹事代議員 2004/6/28 2008/6/27

本部選出代議員（組織強化） 2008/6/28 2012/5/31

年次稲門会選出代議員 2012/6/1 2016/5/31

校友会幹事代議員 2018/9/29 2020/7/3

64
1982
1985

政経
商学

神野　吉弘 都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

65 1983 法学 金田　真男 職域選出代議員 2000/6/1 ～ 2020/5/31

都道府県支部幹事長（事務局長）代議員 2008/6/1 2016/5/31
都道府県選出代議員 2016/6/1 2020/5/31

67 1983 理工 鈴木　秀城 都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2020/5/31

都道府県選出幹事長（事務局長）代議員 2000/6/1 2008/5/31

都道府県選出代議員 2008/6/1 ～ 2012/5/31
都道府県選出幹事長（事務局長）代議員 2012/6/1 2014/4/29

68

66 1983 社学 島津　文弘 ～

東　良和社学1983

63 1982 理工 石井　弘美
～

62 1981 法学 楠林　正至 ～

61
1981
1983

商学
商研

鴨田　和恵 ～

58 1980 商学 栗原　英則 ～

56 1978 理工 山下　早苗 ～

55 1978 政経 辻村　憲治 ～

54 1978 法学 石澤　正通 ～

〜 2020/5/31

47 1975 政経 関　晴孝 ～

46 1975 商学 小山　章仁 都道府県選出代議員 1997/12/18
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No 卒年 学部 氏名 贈呈資格（在任期間）

69 1984 法学 石坂　洋 都道府県選出代議員 2000/6/1 ～ 2012/5/31

70 1984 社学 石田　明人 都道府県選出代議員 2004/6/1 ～ 2020/5/31

71 1984 理工 松村　俊一 都道府県選出代議員 1998/6/1 ～ 2020/5/31

72 1986 文学 中上　美代子 都道府県選出代議員 2004/6/1 ～ 2020/5/31

73 推薦校友 伊藤　延広 都道府県選出代議員 2004/11/15 ～ 2020/5/31

74 1958 商学 （故）澤田　泰明都道府県選出代議員 2002/4/5 ～ 2018/10/31

西濃稲門会 会長 2014/4/2 2019/11/2

都道府県選出代議員 2014/4/10 2020/4/21

※直近4年間で校友会費未納履歴のある方については、当該未納分が納入されることを停止条件とする。

*賛助代議員名称贈呈資格：次の①②の何れかに該当する者

　①代議員としての在任期間が12年以上

　②支部長、稲門会会長、本部幹事または会計監事としての在任期間および代議員として
　   の在任期間が通算8年以上（重複期間は二重算定しないものとする）
　　※退任後60才以上で贈呈

75 1978 文学 （故）岩田　武美 ～

<参考>賛助代議員規程
（規程の根拠）
第1条 この規程は、規則第26条第2項に基づいて定めるものであって、賛助代議員に関する事項については、こ
の規程の定めるところによる。
（名称）
第2条 本会の発展に多大の貢献をした次の各号の一に該当する者であって、満60歳に達したのちに退任した者
には早稲田大学校友会賛助代議員（以下「賛助代議員」という。）の名称を贈呈することができる。
一 代議員としての在任期間が通算12年以上の者
二 支部長、稲門会会長、本部幹事または会計監事としての在任期間および代議員としての在任期間が通算8年
以上の者
2 満60歳に達する前に前項の役職を退任した前項各号の一に該当する者に対しては、その者が満60歳に達した
後に、賛助代議員の名称を贈呈することができる。
（贈呈）
第3条 賛助代議員の名称は、総務委員会が推薦した候補者につき幹事代表者会が決定し、本会が贈呈する。
2 賛助代議員には、賛助代議員記および記念品を贈呈する。
（待遇）
第4条 本会は、賛助代議員に対し、次の礼をもって遇する。
一 諸式典その他の重要行事への招待
二 刊行物等の贈呈
 
附則
 この規則は、1998年7月3日から施行する。
附則
 この規程は、1999年3月12日から施行する。
附則
 この規程は、2000年6月1日から施行する。
附則
 この規程は、2010年9月17日から施行する。
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1.代議員
選出区分の（　）内は所属。　　 （選出区分順、敬称略）

選出区分 新任者氏名 就任年月日 退任者氏名 退任年月日

山形県支部 武田　聡 2020/8/1 中村　昻三郎 2020/7/31

山形県支部 長谷川　浩一郎 2020/8/1 村山　隆 2020/7/31

組織強化（校友会専門員） 武者　英之 2020/9/16 ― ―

組織強化（校友会専門員） 堀口　貴史 2020/9/16 ― ―

組織強化（校友会専門員） 安藤　之長 2020/9/16 ― ―

学術院長等（社会科学総合学術院長） 早田　宰 2020/9/21 劉　傑 2020/9/20

学術院長等（商学学術院長） 横山　将義 2020/9/21 藤田　誠 2020/9/20

学術院長等（人間科学学術院長） 三嶋　博之 2020/9/21 藤本　浩志 2020/9/20

学術院長等（文学学術院長） 嶋﨑　尚子 2020/9/21 川尻　秋生 2020/9/20

学術院長等（理工学術院長） 菅野　重樹 2020/9/21 竹内　淳 2020/9/20

総長指名（文化推進部事務部長） 金子　尚吾 2020/7/1 本田　博 2020/5/31

総長指名（経営企画課） 西尾　俊彦 2020/7/1 金子　尚吾 2020/6/30

総長指名（教育・総合科学学術院事務長） 小鮒　智紀 2020/7/1 廣瀬　剛 2020/6/30

総長指名
（教務部調査役（早稲田高等学校出向））

安齋　隆之 2020/7/1 中川　勝之 2020/6/30

総長指名（キャリアセンター課長） 塩月　恭 2020/7/1 荻原　里砂 2020/6/30

総長指名（教育部教育連携課長） 荻原　里砂 2020/7/1 塩月　恭 2020/6/30

総長指名（平山郁夫記念ボランティアセンター
事務長 兼 総長室オリパラPJ室調査役）

石森　裕 2020/7/1 大久保　裕子 2020/6/30

総長指名（キャンパス企画部企画・建設課長） 高橋　一城 2020/7/1 鎌田　紘爾 2020/6/30

総長指名（文化推進部文化推進担当課長　兼
會津八一記念博物館事務長）

天神　和久 2020/7/1 今村　昭一 2020/6/30

総長指名（芸術学校事務長） 日浦　賢一 2020/7/1 福井　健介 2020/6/30

総長指名（入学センター課長） 城座　俊輔 2020/7/1 渡邉　慎一郎 2020/6/30

2.都道府県支部長、都内稲門会長、年次稲門会長 　（選出区分順、敬称略）

支部・稲門会名称 新任者氏名 就任年月日 退任者氏名 退任年月日
東京都23区支部 金森　捷三郎 2020/5/19 高田　宜美 2020/5/18

東京三多摩支部 高橋  哲男 2020/4/1 大倉  十彌也 2020/3/31

愛知県支部 川口　文夫 2020/7/1 小山　勇 2020/6/10

和歌山県支部 中迫　広 2020/2/29 島　幸一 2020/2/29

岡山県支部 古川　武志 2020/4/1 神馬　孝司 2020/3/31

福岡県支部 二又　茂明 2020/6/1 出光　芳秀 2020/5/31

宮崎県支部 津隈　佳三 2020/4/10 伊地知　和憲 2020/4/9

沖縄県支部 富田  詢一 2020/6/1 佐久本　武 2020/5/31

北稲門会 田内  秀昭 2020/7/10 北　雷次 2020/7/10

千代田稲門会 遊佐　謙太郎 2020/6/23 五島　一雄 2020/6/23

世田谷稲門会 旭　正勝 2020/6/6 横田　吉明 2020/6/5

西東京稲門会 緒方　章 2020/7/4 古賀　良郎 2020/7/3

調布稲門会 山田　和子 2020/4/1 ― ―

1979年次稲門会 櫻井　直子 2020/6/1 石川　範行 2020/5/31

1993年次稲門会 山川　裕美子 2020/5/16 大坪　雄冶 2020/5/15

2007年次稲門会 川合　未来 2020/1/25 三瀬　武志 2020/1/25

3.代議員・賛助代議員物故者 （選出区分順、５０音順、敬称略）

代議員 澤田　泰明

賛助代議員 上田　治一

賛助代議員 田中　安生

賛助代議員 松井　良治

以　上

2020.9.26
代議員会

＜2020.9.14現在＞

代議員・支部長等 異動について

※本内容は、２０２０年９月１４日までに校友会事務局に届け出された内容に基づきます。
※旧字体・外字は表示できない場合があります。
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世界で輝く
WASEDAを目指して

■   2019年度決算の概要■  総長挨拶

■   2019年度寄付受理実績のご報告

事業活動収入
1,066億円

事業活動支出
972億円

学生生徒等
納付金

667億円（62.6%）

人件費
490億円（50.4%）

教育研究経費
431億円（44.4%）

管理経費
39億円（4.0%）

教育活動外支出
9億円（0.9％） 特別支出

3億円（0.3%）

手数料
42億円（3.9%）

寄付金
28億円（2.7%）

経常費等補助金
125億円（11.7%）

付随事業収入
80億円（7.5%）

雑収入
48億円（4.5％）

教育活動外収入
67億（6.3%）

特別収入
9億円（0.8%）

11億9,762万859円

教育支援募金

各種基金

寄付講座

早稲田アリーナ募金

各種資金

物品寄付

指定寄付金

8億4,668万3,276円

7億6,228万7,066円

3億1,084万3,985円

1億7,900万4,338円

1億5,378万519円

1億2,735万9,807円

9,518万4,310円

WASEDA
サポーターズ倶楽部

　日頃より、早稲田大学の教育・研究活動へのご支援

を賜り厚く御礼を申し上げます。

　本学は1882年の創立以来、常に多くの校友・父母・

篤志家の皆様方からのご支援をいただきながら発展

してまいりました。

　2019年度も多大なご支援を賜りました。具体的に

は、本学全体へのご支援となります「WASEDA

サポーターズ倶楽部」におきましては7億6,200万円も

のご寄付を頂戴いたしました。また、2015年9月から

2020年3月にかけて募集しました「早稲田アリーナ

募金」では、最終的に目標金額を上回る23億7,000万

円ものご寄付を賜り、旧記念会堂は本学の新たなシン

ボル「早稲田アリーナ」として歩みを進めています。

　また、本年度に入りましてからは、新型コロナウイルス

感染症の拡大に伴い、本学では緊急に経済的支援が

必要となった学生を対象として、緊急支援金の給付等

の支援策を講じてまいりました。これに伴い、本年4月

より開始しました緊急支援募金では、お陰様をもちま

して既に5億円を超えるご寄付をいただき、約5,000名

の学生への支援を行うことができました。経済的に苦

しんでいる学生を1人でも多く助けたいという皆様のお

気持ちに、心から感謝しております。

　この他にも、2019年10月より募集を開始した村上

春樹ライブラリー募金や教育支援募金（旧：教育振興

資金）、奨学金、体育各部、研究室への指定寄付など、

幅広く様 な々ご支援を賜り、皆様からの温かいご厚志

に心より御礼申し上げます。

　本学では、創立150周年を迎える2032年のある

べき姿を見据えた、新たなスローガンとして「世界で

輝くWASEDA」を掲げ、その実現に向け、本学のトラ

ンスフォーメーション【＝抜本的な体質改善】を実行

しています。

　今や世界は、構造的変化が連続的に起こっており、

正解のない課題や、課題設定そのものを自分の頭で

考える必要のある時代に入っています。本学では、人類

が答えを知らない未知の問題にも解決策を示せる

「たくましい知性」を育むこと、そして多様な価値観

を理解できる「しなやかな感性」を涵養することを通

じて、世界の人々が納得する解決策を提示できる広い

視野を持つ学生を育成しようとしています。その実現

のためには、研究環境・教育環境・組織・制度など

あらゆる面でのトランスフォーメーションを実行すると

ともに、財政基盤のさらなる強化を進めることが必要

です。

　早稲田大学は伝統を活かしつつ、大きく革新して

まいります。さらなる飛躍のために、今後とも格別の

ご支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

2020年9月
早稲田大学総長

　教育活動収支は、収入面では、2017年度からの学費改定（入学初年度の学費負担軽減）の効果により、学生生徒等納付金が

666.8億円（前年度比＋3.7億円）と増加しましたが、入学志願者数の減少により手数料が41.4億円（同△2.1億円）と減少しま

した。また、経常費等補助金が125.0億円（同＋0.4億円）、付随事業収入が79.6億円（同△7.2億円）となり、教育活動収入計は

989.5 億円（同△5.2億円）となりました。

　支出面では、退職給与引当金繰入額および退職附加年金の支出減に

より、人件費が489.4億円（同△4.5億円）と減少しました。また、2020年

度から本稼働する研究開発センターに関する移転費用の発生や入試前

予約採用型給付奨学金の拡充の一方で、電力会社の切替えによる光熱

水費の減少や次期法人系システムの構築の終了に伴う情報整備関連経

費の減少によって、教育研究経費が431.2億円（同△7.6億円）、管理経

費が39.3億円（同＋1.5億円）となり、教育活動支出計は960.2億円（同

△10.6億円）となりました。以上により、教育活動収支差額は29.2億円

（同＋5.4 億円）となりました。

　教育活動外収支は、運用商品の一部利益確定等により、受取利息・配

当金が54.8億円（同＋30.4億円）となり、土地信託事業の収益も含め、教

育活動外収支差額は58.4億円（同＋30.1億円）となりました。

　以上の結果、経常収支差額は87.7億円（同＋35.5億円）となりました。

　特別収支は、資産売却差額、資産処分差額、施設設備寄付金等の臨時

的な収支を計上し、特別収支差額は6.0億円（同△2.1億円）となりまし

た。以上により、基本金組入前当年度収支差額は93.7億円（同＋33.4億

円）となりました。

　2019年度は「WASEDAサポーターズ倶楽部寄付金」や「教育支援募金（旧：教育振興資金）」「早稲田アリーナ募金」「各種指

定寄付金」などを合わせて総額36億7,276万4,160円のご寄付をいただきました。

　本学の各種事業に対して、深いご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

寄付金額　36億7,276万4,160円
寄付件数　1万5,236件

※上記金額は2019年度に受理した寄付金額

2019年度寄付受入実績
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
経済困窮学生へのご支援の御礼 

「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援金」
の給付を受けた学生からの御礼のご挨拶

　本学では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済的に困窮している学生に対する支援として、緊急支援金

の給付等、総額約7億円にのぼる支援策を講じてまいりました。皆さまより多くのご支援を賜りました結果、既に5億円

を超えるご寄付をいただき、約5,000名の学生に対して緊急支援金の給付を行うことができたほか、学生本人または

保護者の家計が急変した場合の「早稲田大学緊急奨学金」の規模の拡大、さらにオンライン授業の受講のための

支援策として500台のパソコンと900台のWi-Fi機器の無償貸与を行うことができました。皆さまのご厚志に厚く

御礼申し上げます。 

　本学は、どのような状況においてもすべての学生に質の高い教育が提供できるよう、また、本学の学生が、誰一人として

不本意にも経済的理由により修学をあきらめることのないよう、最大限の努力をしてまいりますので、引き続き皆さまの

ご支援をお願いいたします。 
　このたびは、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援金」を給付いただきまして、

誠にありがとうございます。この感謝を言葉では表しきれませんが、ぜひ、この場をお借りして、

御礼を申し上げたいと思います。

　私の父は舞台に関する仕事をして家族を支えていますが、今回の新型コロナウイルスによって、

舞台の公演は中止され、再開のめども立っていません。母も働いていましたが、昨年末に病気が

発覚し、働くことが難しくなってしまいました。

 そうした状況の下、給付していただいた緊急支援金により生活を維持することができました。6月

に入り、どうにかアルバイトを見つけることができたため、多少ですが家計を支えることができそう

です。しかしそれも、そこに至るまでの間、皆さまのご支援があってこそ果たせたと考えています。

　皆さまのご支援により、予定を上回る数の学生が支援を受けられたとのこと、大変ありがたく、

感謝いたします。

　新型コロナウイルスの影響で困窮する学生は少なくないと思います。以前、家計の悪化で退学

することを考えている大学生が、2割以上いるというニュースを聞きました。しかし、皆さまのお陰で、

私のように支援を受け、学びと将来のための取り組みを継続できるチャンスを得た学生も数多く

います。われわれ学生はそのことに対して、今後の人生で応えていかなければならないと考えており、

社会に貢献し、世の中を豊かにすることで、必ずや恩返ししたいと思っています。

　最後に、改めて感謝を申し上げるとともに、長期戦となることが予想される新型コロナウイルスの

状況下において、皆さまのご無事を心よりお祈り申し上げます。

　本当にありがとうございました。

八田 和弥 / 文学部3年

■経済困窮学生への主な支援策 
緊急支援金の給付
経済困窮学生に対して緊急支援金（10万円）を支給し、修学の機会を確保することを目的とします。 
※対象：本学学生・生徒　※高等学院（中学部含む）、本庄高等学院、芸術学校を含む

ご支援の結果、約5,000名の学生に対して緊急支援金の給付を行うことができました。

多くの皆様のご厚情に改めて御礼申し上げます。

オンライン授業受講に関する支援
経済困窮学生に対するPC・Wi-Fi機器等の無償貸与のほか、全ての学生を対象とした通信費負担軽減支

援についても行っております。

既存の奨学金の増強
早稲田大学緊急奨学金や小野梓記念奨学金等、従来から用意している学内奨学金についても迅速に活用

するとともに、一部は対象範囲を拡大することで、より多くの学生に支援が行き渡るよう努めています。 

■募集金額 
１口１万円
※1万円未満のご寄付につきましても有り難くご厚意を受け取らせていただきます。 
※新型コロナウイルス学生支援に対するご寄付は、WASEDAサポーターズ倶楽部を通じて受け入れさせて頂きますが、
会員対象外の扱いとなりますので、予めご了承ください。 
※振込用紙によるご寄付の場合、振込用紙の通信欄に「新型コロナウイルス学生支援」とご記載ください。
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早稲田アリーナ 概要

※記念会堂 収容定員：5,150人（式典時）

建物構造：地下2階地上4階、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造・
鉄筋コンクリート造

延床面積：14,028.37㎡　収容定員：6,161名（式典時）
観客席数：1,840席（可動式観客席）

建物用途：アリーナ、ラーニングコモンズ、拳法場、
スポーツミュージアム等

総事業費：約150億円（建設費、その他事業費を含む）

33号館

36号館

30号館
（学生会館）

地下2階　アリーナ

2階　戸山の丘

地下1階　観客席

卒業証書授与

卒業式全観

1アリーナ［地下2階］　
2観客席［地下1階］　
3拳法場［地下2階］　
4多目的運動場［地下1階］
5低層棟（サブエントランス）［1階］　
6戸山の丘［2階］
7ラーニングコモンズ・カフェ［2階］　
8競技スポーツセンター事務所［3階］
9早稲田スポーツミュージアム［3階］

早稲田アリーナ 
断面図

特大サイズ銘板イメージ

早稲田アリーナ完成お披露目会

寄付者銘板

　早稲田アリーナは、2019年3月に竣工し、授
業や体育会活動、入学式・卒業式や稲門祭等
が行われ、在学生、校友、ご父母、教職員といっ
た本学に関係する多くの方々に親しまれてい
ます。

多くのご支援を賜った寄付者様のご芳名を、寄付者銘板
（地下2階）および椅子プレート（地下1階観覧席）にてご顕彰
いたしております。また、特段の高額ご寄付を賜りました個
人様、法人様につきましては、特大サイズの銘板（地下1階）
にてご顕彰させていただきます。

※個人・法人の実績を団体実績にダブルカウントした場合は、団体の実績として計上している

寄付金額:2,370,537,461円

　2015年9月より募集を開始した「早稲田アリーナ募金」は、2020

年3月を以て終了いたしました。多くの校友、ご父母、教職員、法人、

団体の皆さまからご協力を賜りました結果、当初目標の20億円に対

し、総計23億円を超える多大なご支援をいただきました。

　皆さまより温かいご支援を賜り、重ねて御礼申し上げます。

■寄付者区分別金額内訳

個人 法人 団体 その他 合計

741,425,218 908,297,212 498,215,031 222,600,000 2,370,537,461

「早稲田アリーナ募金」最終報告

「早稲田アリーナ募金」実績のご報告

（円）

11

22

33

44

55

66
77

88 99
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～夢への一歩を踏み出すことができました～

WASEDAサポーターズ倶楽部のご案内
WASEDA SUPPORTER’S CLUB

◆WASEDAサポーターズ倶楽部 年度別会員数の推移
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◆WASEDAサポーターズ倶楽部累計寄付内訳（2009年度～2019年度）

8,289,345,799円
累計寄付金額

WASEDAサポーターズ倶楽部への累計寄付金額は82.8億円に達しました。

■WSCメンバーズ基金 .............................. 3,600,000,000円 
■村上春樹ライブラリー募金 ........................... 83,279,085円 
■中野国際コミュニティプラザ事業支援........ 2,383,604,211円 
■研究強化支援.......................................... 858,793,258円 
■被災学生支援および復興活動支援 ............. 313,542,955円 
■早稲田文化振興募金.................................. 52,311,000円 
■早稲田小劇場ネクスト・ジェネレーション募金 .... 23,087,477円 
■その他（基金組入予定寄付金等）................ 974,727,813円 

43.4%

28.8%

10.4%

3.8%
0.6%

0.3%

1.0%

11.8%

「WASEDAサポーターズ倶楽部」は、本学の教育研究の強化・充実を主とした事業を財政的にご支援いただくための寄付会員

制度です。寄付金は教育環境整備、グローバルリーダー育成、スポーツ強化、奨学金等の財政支援に活用しております。

■会員基準
年度会員：年度内（4月1日～3月31日）に以下のご寄付をいただいた皆様

　　　　　個人様：3万円以上

　　　　　団体様・法人様：5万円以上

特別会員：名誉称号贈呈者　※本学では、200万円以上のご寄付を賜った個人様に名誉称号を贈呈しております。

■会員特典　
個人の会員様には各種サービスを提供させていただきます。

 ・「早稲田講義録」の送付
 ・ホームカミングデーへのご招待
 ・早稲田スポーツ・交響楽団演奏会へのご招待（抽選）
 ・本学中央図書館の利用

多くの皆様からご賛同いただき、2009年の設立から2019年度末までの累計寄付金額は約82億円に達しました。

WASEDAサポーターズ倶楽部への寄付金は、本学が行う学生支援および

教育研究活動全般に活用させていただきます。そのほか、使途を指定した寄

付先もご用意しております。

❶WSCメンバーズ基金（使途指定なし）
大学全体への支援を目的として創設された基金です。

基金の果実を元手として、奨学金や教育研究活動、

ボランティア、スポーツ強化等の各種事業に充てさせていただきます。

❷新型コロナウイルス学生支援
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経済的に困窮する学生への

支援に活用いたします。

❸村上春樹ライブラリー募金
村上春樹ライブラリーを通じた国際的な文学研究・事業に活用いたします。

❹中野国際コミュニティプラザ
早稲田大学国際学生寮（WISH）の寮費低減のための原資となります。

❺被災学生支援および復興活動支援
自然災害に伴う学生の就学支援および被災地復興支援の資金として活用いたします。

▼ 中野国際コミュニティプラザ│国際学生寮（WISH）在寮生

早稲田講義録

会員サービスの
一例

ラグビー蹴球部

▼ めざせ！都の西北奨学金│奨学生

　私は「めざせ！都の西北奨学金」の奨学生、そして国際学生寮WISHの寮生
として、皆さまからのご支援に支えられながら大学生活を送っています。
　WISHでは世界各国から来た留学生と日本全国の日本人学生約870人が共
に暮らしており、寮独自の教育プログラムや多種多様なイベントを通じて、社会
で必要とされる能力を養うことができます。早稲田大学やWISHでの生活を通
して、家族や友人、WASEDAサポーターズ倶楽部の皆さまなど多くの方々から
支えられていることを実感しています。皆さまの支えを無駄にしないよう、与えら
れた機会を最大限活用して自分のやりたいことを見つめるとともに、悔いのない
大学生活を送りたいと思います。

STUDENT’S VOICE

石川 琴音さん　政治経済学部政治学科２年

WASEDAサポーターズ倶楽部とは 寄付金の使い途

WASEDAサポーターズ倶楽部への寄付実績

TOPICS　

皆さまのご支援の結果、第56回全国

大学ラグビーフットボール選手権大会

において、11年ぶり16回目の大学日本

一を達成することができました。
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村上春樹ライブラリーへのご支援のお願い
～村上春樹氏が本学に託した想いを形にした新たな研究拠点が誕生～

　本学では、2021年度に「早稲田大学国際文学館（通称：村上春樹ライブラリー）」を開館することに伴い、当施設の運営

ならびに各種研究・事業等を継続的に展開するため、2019年10月より「村上春樹ライブラリー募金」を開始いたしました。

 「村上春樹ライブラリー」の開館は、校友である村上春樹氏（1975年・第一文学部卒）より、小説作品の生原稿や作品の書評、

海外で翻訳された膨大な書籍、数万枚のレコードコレクション等の貴重な資料を、本学に寄託・寄贈いただくことが契機と

なって生まれた画期的な試みです。

 「村上春樹ライブラリー」は、村上氏と縁の深い坪内博士記念演劇博物館に隣接する4号館を建築家・隈研吾氏（本学特命

教授）の設計のもと改修し、文学の研究・交流・発信機能を備えた新たな研究センターとして開館する予定です。

　学問分野としては歴史が比較的浅い国際文学や翻訳文学を開拓し、世界中で愛される村上春樹文学の探求ができる環境

を構築すべく、皆様のご支援をお願い申し上げます。

■募集要項
募集金額：１口の金額は定めておりません

記念品：１回の寄付につき１万円以上の支援を賜りました

方には「村上春樹ライブラリー」のオリジナル記念グッズ

を贈呈いたします

■多額のご支援をいただいた際のご顕彰について
寄付金額の累計により、村上春樹ライブラリー内に設置

される寄付者銘板に法人様・団体様・個人様のご芳名を

末永く顕彰させていただきます。

【個人様】10万円以上

【法人様・団体様】30万円以上

顕彰対象期間：2019年10月～2024年3月末（予定）

■睡眠の科学
　健康の三本柱は、食事、運動、そして睡眠といわれており、
生きる上で欠かせない、重要な生理機能のひとつです。睡眠
は、脳や身体を休めるだけでなく、体験したことを記憶として
定着させるなど、脳や身体の中でいろいろな仕組みが働く大
切な時間です。脳や身体の機能を正常に保ち、「よりよく生き
る」ための質の高い睡眠を得るためには、朝起きて、次に起き
るまでの1日24時間をデザインすることがポイントとなります。

■「睡眠負債」と心身の健康
　さて、2017年に新語・流行語大賞を受賞した「睡眠負債」
という言葉があります。「睡眠負債」とは、睡眠不足の弊害が
どんどん膨らんでいくという性質を表した用語で、気づかない
うちにたまっていく「眠りの借金」です。
　睡眠に不満があると、集中力や判断力の低下だけでなく、不
安を感じやすくなったり、うつ病や、その他の精神障害にかか
りやすくなるといわれており、OECD（経済協力開発機構）加盟
国の中で最も睡眠時間が少ない日本は、睡眠不足が招いてい
る経済的損失が年間約15兆円に及ぶというデータもありま
す。睡眠時間と脳の働きの関係を詳しく調べた別の研究結果
では、受験者を「4時間睡眠」「6時間睡眠」「8時間睡眠」のグ
ループに分けて、2週間にわたり、それぞれ決まった時間以上
は眠らないようにした結果、8時間睡眠のグループでは、あま
り認知能力に変化が見られなかったのに対して、4時間睡眠、
6時間睡眠のグループでは、日を追ってある種の認知機能の
低下が見られました。6時間睡眠の場合は「充分、眠った」と
感じてしまいがちですが、それを1週間続けると１晩徹夜、2週
間では2晩徹夜をしたのと同程度になっていたのです。
　また、朝起きてから脳がはっきりしている時間は12時間～13

2019年11月5日にWASEDAサポーターズ倶楽部特別会員（本学名
誉称号贈呈者）をお招きし、「WASEDAサポーターズ倶楽部エグゼク
ティブ・フォーラム2019秋」が開催されました。本フォーラムでは、本学リ
サーチイノベーションセンター研究戦略部門教授（当時）の枝川 義邦
氏に「健やかな睡眠と健康増進」という演題でお話をいただきました。

時間程度であり、それ以上になると脳機能はだんだん低下し
ていきます。連続して15時間以上起きている場合、「酒気帯び
の状態」と同程度まで低下するといった研究結果もあり、睡
眠不足で行う作業は、作業能力や判断能力に大きく影響を及ぼ
すことが分かります。
　では、「睡眠負債」はどのように返していけばよいのでしょう
か。「睡眠負債」の特徴は、お金に例えると「借金はできるが貯
金はできない」「一括返済ができない」というものです。つまり、
寝だめはできず、睡眠不足を続けると、その影響がどんどん膨
らんでいってしまうのです。そのため、前もって寝だめで睡眠時
間を稼いでおくことができず、睡眠不足で借金が増えてしまっ
たら、毎日1時間程度でも長めに質の高い睡眠をとることで、
コツコツと計画的に睡眠時間を返済するほかはありません。

■健康増進に向けた睡眠習慣
　しかし、時間が長くても質が低ければ睡眠の効果は薄くな
ります。睡眠の質を高めるために大切なことは、1日24時間をリズ
ムをもってデザインすることです。朝起きたらカーテンを開け
て充分な日光を浴びる、夕方以降はカフェインを多く含む飲料
を飲まない、日中は努めて体を動かす、といったことを習慣にし
て、メリハリのある1日を過ごすだけでも、睡眠の質が大きく向上
することが分かっています。また、夜間、特に就寝1時間前にパソ
コンやスマートフォンを使用してしまうと、眠気ホルモンの脳内
分泌が弱まり、眠りの質が低くなるため、就寝前は控えた方が
よいでしょう。そして、睡眠環境を整えることも大切です。
　「睡眠負債」を防ぐ1日24時間をデザインしていただき、健や
かな睡眠と健康の増進につながりましたらと思います。本日は
ありがとうございました。

1969年早稲田キャンパスの近くに生まれる。東京大学大学院薬学系研究科博
士課程修了（博士（薬学））、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科（ビジネスス
クール）修了（MBA）。
名古屋大学環境医学研究所助手、早稲田大学高等研究所准教授などを経て、
2014年より早稲田大学研究戦略センター（現・リサーチイノベーションセンター
研究戦略部門）教授。2020年より現職。研究分野は、脳神経科学、マーケティン
グ、組織・人材マネジメント、研究マネジメントなど。著書には、『認知症治療薬開
発の最前線』（共著；シーエムシー出版）、『Common Diseaseの病態生理と薬
物治療』（共著；オーム社）、『「脳が若い人」と「脳が老ける人」の習慣』（明日香
出版社）、『大人の記憶脳ドリル』（監修；学研）、『ぐっすり眠れる睡眠の本』（監
修；宝島社）など。2015年度春学期に早稲田大学ティーチングアワード総長賞、
2017 年度ユーキャン新語・流行語大賞を「睡眠負債」にて受賞。

「健やかな睡眠と健康増進」

Executive
Forum 2019

えだがわ　よしくに
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講師　 枝川 義邦教授早稲田大学大学院創造理工学研究科　
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「WASEDAサポーターズ倶楽部」へのご寄付は、確定申告を行うことで、所得税の一部還付および住民税の控
除を受けることができます。

詳しくは寄付ウェブサイト https://kifu.waseda.jp をご覧ください。
控除額は年間の所得金額や寄付金額等によって異なります。

東京都西東京市在住の
Wさんの場合寄付者

（30,000円ー2,000円）×40%＝11,200円
※税額控除制度を選択した場合

早稲田大学 税務署

（30,000円ー2,000円）×（4%＋6%）※1＝2,800円※2

※1 寄付金の住民税控除率は自治体によって異なります
※2 ご寄付された年の翌年度の住民税から控除されます

個人住民税の控除所得税の控除（一部還付）

30,000円 確定申告

合計約14,000円の減税に！（最大約40～50%の減税効果）

ご寄付

称号種別

対象となる
ご寄付の
累計金額

維持員

1億円
以上

栄誉賛助員

5千万円
以上

光輝賛助員

2千万円
以上

名誉賛助員

1千万円
以上

稲志賛助員

5百万円
以上

賛助員

2百万円
以上

●「WASEDAサポーターズ倶楽部
　エグゼクティブ・
　フォーラム」へのご招待

●『東京女子医科大学病院 予約診療』のご利用

●『東京女子医科大学病院
　健康診断（ビジター）』のご利用

本学では、個人様から高額のご寄付を賜った場合、ご寄付の累計金額に応じて「名誉称号」を贈呈させていただきます。称号
の種類と対象となるご寄付の累計金額は以下の通りです。

■対象となるご寄付について
対象となるご寄付は、「WASEDAサポーターズ倶楽部」や各種奨学金への寄付金など、本学へのご寄付の累計額です。研究
室への指定寄付金等、対象外となるご寄付もありますので、詳細につきましては早稲田大学総長室社会連携課までお問い
合わせください。

■名誉称号贈呈者の皆様への特典
名誉称号贈呈者の皆様には「WASEDAサポーターズ倶楽部」の特別会員として、年度会員向け各種サービスに加え、以下
のような特典がございます。
※特別会員の会員期間は永久です。

名誉称号について

●式典へ来賓としてご招待 ●2号館内銘板へのご芳名の刻印

名誉賛助員以上 賛助員以上

寄付金に対する税制上の優遇措置

高額寄付者への名誉称号の贈呈について

各種寄付制度に関するお問合せ

〒169-8050　東京都新宿区戸塚町1-104　総長室社会連携課
TEL：03-3202-8844　FAX:03-5286-9801　E-mail：kifu-ml@list.waseda.jp 25


