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本学 URL：https://lrc.waseda.jp 

メディア掲載可能画像・動画・資料格納 URL（パスワード別送）：https://bit.ly/2Y6p2Wc 

配付資料は 15 時、画像・動画は当日 17 時に格納予定（公開期間1週間予定） 

 

拝啓 皆さまにはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

早稲田大学教務部社会人教育事業室（東京都新宿区）* は、2022 年 4 月よりプレシニア〜シニア世

代の方を対象とする履修証明プログラム「Life Redesign College（以下、LRC）」を開校します。LRC

は、Liberal Arts（教養）、Social Issues（社会課題）、Communication（表現・伝承）を軸とする科

目群からなる 1 年間の通学制の履修証明プログラムです。世界 1 位の高齢化率に至った日本におい

て、主に定年退職をきっかけとした個人と社会の関係断絶は大きな社会課題となっています。LRC で

は「人生 100 年時代」における新しいシニアと社会の関係構築を目指しており、産学連携によるオー

プンイノベーションにも取り組んでまいります。この度、LRC の記者発表会を会場とオンラインのハ

イブリッドにて開催します。多事ご繁忙の折とは存じますが、ご取材いただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

敬具 

開催概要 

・新型コロナウイルス感染防止策を徹底します。なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、

開 催 日 2021 年 10 月 16 日（土） 

時 間 13:30〜14:40 記者&一般の方向け ※13:00 受付開始 

14:40〜15:30 一般の方向け  

会 場 早稲田大学 早稲田キャンパス内 井深大記念ホール 

実 施 方 法 対面とオンライン（ZOOM）によるハイブリッド開催 (ご希望の方でご参加ください) 

 

早稲田大学｜人生 100 年時代の大学 

『Life Redesign College』 開校 

高齢化率が世界 1 位の日本において、 

社会とシニアの関係を新たにデザインする 

             シニアのためのプログラムを新設。 

「記者発表会 兼 開校説明会」を 10 月 16 日（土）13:30～14:40 に開催 
会場（早稲田大学 早稲田キャンパス内 井深大記念ホール）・オンラインにて同時開催 

 
オンライン視聴 URL 

https://zoom.us/j/94433810405?pwd=ZllJL1dxRGo5eVcrV1VObFNkRXZhUT09 

 

Life Redesign College サポーターに就任した、 

元サッカー日本代表監督の岡田武史氏による記念講演も予定 

【取材のご案内】 

 

本件に関する情報解禁は、10/16（土）13:30以降とさせていた

だきます。恐れ入りますがご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。 

2021 年 10 月 5 日 

早稲田大学 

 

https://lrc.waseda.jp/
https://bit.ly/2Y6p2Wc
https://zoom.us/j/94433810405?pwd=ZllJL1dxRGo5eVcrV1VObFNkRXZhUT09
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オンラインのみでの開催へ変更する可能性があります。 

 

式次第 

 

一部 

 

記者 

＆ 

一般の方 

13:30 オープニング 

  社会人教育事業室長 守口剛 

13:35 記念講演「58 歳からの挑戦」 

 LRC サポーター※ 岡田武史氏 

 (元サッカー日本代表監督 現・サッカーJ3・FC 今治代表) 

14:05 フォトセッション 

 岡田武史氏 / 守口剛 

14:07 LRC 概要説明 

 社会人教育事業室長 守口剛 

14:25 LRC サポーター 応援ビデオメッセージ 

   弘兼憲史氏・いとうまい子氏 

14:30 記者の皆さま向け質疑応答 

  現地での質問/Zoom のチャット機能での質問に質疑応答 
  

→記者の皆さまご退場 

二部 

 

一般の方

のみ 

14:40 模擬講義「SDGs の本質と社会課題解決のために必要な 3 つの思考法」 

   吉村美紀氏（LRC 講師（予定）、SDG パートナーズ有限会社、株式会社 SDG イ

ンパクツ取締役） 

15:10 出願方法・キャンパス紹介 

 社会人教育事業室 事務局 

15:15 一般質疑応答 

   社会人教育事業室長 守口剛および事務局 

15:30 終了 

※LRC サポーターとは、LRC の理念に賛同いただいた方々です。説明会当日に公開する LRC の公式ホームページへ受講

生や入学希望者に向けた応援メッセージをお寄せいただくなど、ご協力いただく予定です。 

 

 

取材申し込み・資料請求 

取材をご希望の方は以下の「LRC 開校説明会取材申し込みフォーム」から【10/15（金）15 時までに】

お申し込みの上、ご参加ください。資料のみご希望の場合も、当申請フォームからご回答いただけます。 

LRC 開校説明会取材申し込みフォーム URL https://bit.ly/2Zwkclu 

 

 

取材における注意事項 

LRC サポーターの岡田武史氏・弘兼憲史氏・いとうまい子氏について、本件に関する個別の取材はお応

えいたしかねますので予めご了承ください。一般参加者に個別に撮影・取材をされる場合はご本人に直

接許可をお取りいただくようお願いいたします。 

https://bit.ly/2Zwkclu
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本学への個別取材申し込み 

本件に関する個別取材をご希望の場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。 

* 早稲田大学教務部社会人教育事業室は、本学の様々な社会人向け教育プログラムを世に発信するとと

もに、学内においてリカレント教育を推進するため、2017 年に設置されました。日本橋キャンパス

において主にビジネスパーソンを対象とする「WASEDA NEO」を展開するほか、社会人向け教育プ

ログラムを発信するポータルサイト「まなびのコンパス」を運営しています。 

 

（ご参考） 

 早稲田大学日本橋キャンパス「WASEDA NEO」 https://wasedaneo.jp/ 

 社会人向け教育プログラム発信ポータル「まなびのコンパス」 https://www.wasecom.jp/ 

 

 

会場アクセス 

＜所在地＞ 

早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール（東京都新宿区西早稲田 1-20-14） 

※以下の地図上の 18 番の建物の 1 階となります。 

キャンパス地図 URL https://waseda.app.box.com/s/qwmm62j1ynozc63q097e4rzn9y71h65k 

 

＜交通アクセス＞ 

東京メトロ東西線早稲田駅より徒歩 5 分、都電荒川線早稲田駅より徒歩 5 分 

 

 

新型コロナウイルス感染防止について 

新型コロナウイルス感染防止のため、フィジカルディスタンスを確保してのご案内となります。 

新型コロナウイルス感染症対策として、会場での取材を希望される方はマスクの着用をお願いいたし

ます。また、当日に発熱（37 度 5 分以上）などの症状が見られる方、過去 2 週間以内に海外渡航・滞

在歴がある方、職場や家族など身近に新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者がいる方の参加はご遠

慮願います。会場においても受付で検温、アルコール消毒などの感染症対策を実施しますので、ご協

力をお願いいたします。 

 

 

オンライン視聴の動作環境について 

推奨動作環境は以下となります。 

●端末： 

PC からの参加推奨 スマートフォン・タブレットでご参加の場合はあらかじめ Zoom アプリのイン

ストールをお願いいたします 

●OS： 

Windows 8, 8.1, 10 / Mac OS X, Mac OS 10.9 以降 

●ブラウザ： 

Internet Explorer 11 以上 / Google Chrome 30 以上 / Firefox 27 以上 / Edge 12 以上 / Safari 

7 以上 

 

https://wasedaneo.jp/
https://www.wasecom.jp/
https://waseda.app.box.com/s/qwmm62j1ynozc63q097e4rzn9y71h65k
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本件に関するお問い合わせ先 

 

【開校記者発表会まで】 

Life Redesign College 開校記者発表会 PR 事務局（株式会社電通 PR コンサルティング） 

TV 担当：市村将人 TEL：090-6496-2741／E-mail: masato.ichimura@dentsuprc.co.jp 

紙・WEB 担当（開催日前）：村上朋子 TEL：090-6012-1690／Email：tomoko.murakami@dentsuprc.co.jp 

紙・WEB 担当（開催当日）：小濱紗織 TEL：080-9809-3875／Email：saori.kohama@dentsuprc.co.jp 

 

【開校記者発表会以降】 

早稲田大学社会人教育事業室 村田篤史、青木由里子 TEL：03-3208-0459／Email: lrc@list.waseda.jp  

  

 

以上 

mailto:masato.ichimura@dentsuprc.co.jp
mailto:Email%EF%BC%9Atomoko.murakami@dentsuprc.co.jp
mailto:Email%EF%BC%9Atomoko.murakami@dentsuprc.co.jp?subject=saori.kohama@dentsuprc.co.jp
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