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最終報告書
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OECDxWasedaU

OECDxWasedaU
　OECDxWasedaU とは、OECD Student Ambassador Programme に参加する早稲田大学のチームです。

早稲田大学は自由かつ創意に富んだ活動を支援し、様々な価値観が共存する大学です。また、約 4000 名の

留学生が在籍しており、日本の大学の中で最も国際性豊かで多様性溢れる大学であると評価されています。

このような大学の校風を受け継ぎ、2014 年 1 月 12 日に OECDxWasedaU が発足しました。　　

　OECDxWasedaU は、OECD と早稲田大学の懸け橋の役割を果たし、大学と国際機関のコネクションへの

貢献という活動の意義から名付けられました。また、学内外の団体との連携活動を通じ、講演会、データベ

スセミナー、学生ディスカッション、 論文コンテスト、ブッククラブ、展示会等の多数のイベン トを開催し

ました。「繋（つな）がり」と「参加」をキーワードに、多くの学生や一般人の方々に OECD を近く感じて頂き、

世界における OECD の役割と国際情勢に関心を持って頂くことを大きな目標として活動を行ってきました。

ミッション
OECDxWasedaU は以下のミッションを基に活動を行ってきました。 

　(1) 学生に OECD と世界経済に対する関心を持ってもらう。

　(2) 学生に iLibrary を含む OECD のリソースを有効活用してもらう。

　(3) 学生、地域、OECD を一つにつなげてその距離を縮める。

ロゴとイメージキャラクター
　OECD x WasedaU のロゴとイメージキャラクターは、東京藝術大学のデザイナー片山勝彦氏からデザイ

ンされました。ロゴは、早稲田色の WasedaU というのエンジンを燃料に、OECD のスペースシャトルで、

OECD・早稲田・社会をコネクトするという OECDxWasedaU の理念を表しています。地球は OECD の象徴

でもあり、早稲田の国際性の表現を掛け合わせて描かれています。イメージキャラクターは「エコマ」と呼

ばれ、OECD 日本加盟 50 周年の 2014 年を象徴する午年であること、経済 (Economy) の発展を願い、疾

走するイメージから生まれました。キャラクターを活用した活動は、学生により親近感を持たせ、OECD と

早稲田大学をつなげる媒体として、広報やイベントに登場しその役割を果たしました。
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OECDxWasedaU のロゴ

イメージキャラクター「エコマ」

＜ロゴとイメージキャラクター活用例＞

イベントや SNS 投稿に登場



アンバサダー紹介　　
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名前 : 金 素映 ( きむ・そよん )

所属 : 早稲田大学政治経済学部経済学科　４年

韓国・ソウル特別市出身。高校在学時経済問題に関心を持ち始め、東アジア経済の諸

問題を解決することが目標。国際会議やボランティア活動を行っています。

名前 : 岡戸 久実（おかど・ひさみ）

所属 : 早稲田大学大学院国際情報通信研究科　卒業

日本・埼玉県出身。情報経済学を研究中。幼少から琴を嗜み、日本全国大会の 1 位を

獲得。「日本の文化の素晴らしさを、 世界に発信したい」という目標を持っています。

名前 : 沈 君超（しん・くんちょう）

所属 : 早稲田大学国際教養学部　４年

中国・上海出身。日米の法律や経済を研究。軽音サークルに所属しながら、バスケッ

トボールサークルの副幹事長と、限界集落でのボランティア活動を行っています。

名前 : 藤田知樹（ふじた・ともき）

所属 : 早稲田大学政治経済学部経済学科４年

日本・千葉県出身。博士号取得を目標に科学哲学と経済学を専攻。剣道サークルに所

属しながらベンチャー企業で計量分析に取り組んでいます。

名前 : 内藤春香（ないとう・はるか）

所属 : 早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科４年

東京都出身、幼少期をアメリカで過ごす。開発とジェンダーの問題に関心があり、こ

れまでインドやケニアの NGO 及び在日の国連事務所でインターン。

活動方向および理念
　

＜通常の進め方＞ ＜ OECDxWasedaU の進め方＞

　早稲田を拠点に活動するため、一番大きなターゲットは早稲田生となる。その過程で、早稲田生

の心をつかむよう、早稲田内の企画立案では、「早稲田らしさ」を意識しました。通常、OECD の知

識を共有することを手段としてしまいがちだが、私達は広いターゲットにアプローチすべく、楽し

いコンテンツ、イベント企画に注力し、最終目的として OECD の認知を目指しました。



活動紹介

１月 January

◎ SNS 活動開始

期間：1 月 19 日

内容：OECDxWasedaU の公式 Facebook, Twitter, 

　　　Youtube, ブログ のアカウント作成 & 公開　

目的：イベントの告知、OECD と世界情勢に関する

　　　記事投稿、OECD 東京センターの記事シェア、

　　　活動紹介、インタビュー & 動画掲載等

広報：イベントの際に SNS の URL を公開

成果：Facebook- いいね数 222 件、投稿数 73 件、

　　　　　　　　総到達数 24071 件

　　　Twitter - ツイート 253 件、到達数は把握不可

関連 URL: 

https://www.facebook.com/oecdxwasedau

https://twitter.com/OECDxWasedaU

https://www.youtube.com/user/oecdxwasedau

http://oecdxwasedau.hatenablog.com/

http://blog.livedoor.jp/oecdxwaseda/

◎アンケート実施

期間：1 月 25 日〜１月 31 日

内容：学生を対象に OECD に関するアンケートを実施

目的：OECD と iLibrary の認知度を調査　

　　　　→今後の活動方向を決める

広報：Facebook と Twitter を利用して拡散

成果：到達数約 1400 名→回答数 101 件
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２月 February

◎年間スケジュール作成

期間：2 月 10 日

内容：１年間行うイベントの決定とスケージュル作成

目的：イベントの準備にかかる時間とプロセスを確認

　　　し、全体的にバランス良い活動を目指す。

広報：後日パンフレットで公開

◎ロゴ＆イメージキャラクター決定

期間：2 月 23 日

内容：OECDxWasedaU の公式ロゴとイメージキャラ

　　　クター「エコマ」作成＆公開（東京芸大片山氏

　　　デザイン）　

目的：学生により親近感を持たせるために広報やイベ

　　　ントの際に使用

広報：イベントの際に SNS の URL を公開

成果：興味を持ってくれた学生が多数。グッズの依頼

　　　もあり。

◎パンフレット作成

期間：2 月 26 日

内容：OECD Student Ambassador Programme と　　

　　　OECDxWasedaU を紹介するパンフレット作成

目的：OECD と OECDxWasedaU の理念や目標に関し

　　　て理解を深める。

広報：他団体に OECDxWasedaU を紹介する際に使用

成果：分かりやすいという評価が続出、連携活動の交

　　　渉時にも活躍＜アンケートフォーム＞

＜当時作成されたスケジュール表＞



３月 March

◎インタビュー企画「Piece」開始

期間：3 月 15 日

内容：OECD あるいは早稲田大学に関わり、かつ国際

的に活躍される 50 名をインタビュー

目的：遠い存在のように感じていた方をより身近く感

　　　じ、そのキャリアや経験から刺激を受け、将来

　　　について改め考える機会を提示する。

広報：Facebook とインタビューブログに掲載

成果：SNS の投稿の中で到達数が最も多い。インタ

　　　ビュー記事掲載後いいね数増加インタビューに

　　　影響力のある国際的活動をする学生を起用する

　　　事で、彼らがハブとなり、多くの学生にリーチ

　　　出来た。１記事 5000 ものビュー数を得る事が

　　　出来た。

インタビューされた方：

OECD 東京センター所長　村上由美子氏 

早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科　吉永恵　

早稲田大学国際教養学部　呉ホンジェ

外務省総合外交政策局国連企画調整課長　関口昇氏

早稲田大学国際教養学部　Eric Young

国連ボランティア計画 Akira Akazawa 氏

早稲田大学国際教養学部　藤田真彩

早稲田大学国際教養学部　吉田大祐

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授ジャンユンカーマン

Study for Two 代表　石橋孝太郎

関連 URL: 

https://www.facebook.com/oecdxwasedau

http://oecdxwasedau.hatenablog.com/

４月 April

◎ OECD 50 周年記念シンポジウム参加

期間：4 月日

内容：シンポジウムの約２週間前から、学生ディスカッ

　　　ションに参加する人を募集。7 名の学生が参加。

　　　当日はグローバル人材についてプレゼン。

目的：一人でも多くの学生を参加させる。

広報：アンバサダー各人が連絡

成果：「これからも OECD のイベントに参加したい」、

６

◎学生スタッフ募集

期間：4 月 14 日

内容：３名のアンバサダーに加えイベントの企画・広

　　　報・運営に必要な学生スタッフを募集

目的 : ①「参加」を強調する理念から、一人でも多い

　　　　学生に関わってもらう。

　　　②より多様なアイデアが生まれる。

　　　③企画したイベントを全て実現する。

広報：学校の掲示板（７カ所）と SNS で拡散

成果：応募した 10 名の学生の中で選ばれた２名

　　　政治経済学部４年　藤田智樹　、内藤春香

◎宣伝ビデオ作成

期間：4 月 18 日〜 4 月 28 日

内容：OECDxWasedaU の宣伝ビデオを早稲田大学放

　　　送研究会と協力して撮影・編集・公開

目的：OECD と OECDxWasedaU の広報

広報：Youtube チャンネルに公開→ SNS でシェア

成果：視聴回数 82 回

関連 URL：youtube.com/watch?v=ae1VTbsN6p0

＜ディスカッション練習＞ ＜プレゼンテーション＞

＜掲示板上の募集要項＞ ＜応募フォーム＞

＜宣伝ビデオ撮影＞ ＜公開されたビデオ＞



5 月 May

◎ OECD 東京センター村上所長の講義広報・撮影

期間：５月 28 日

内容：「グローバルリーダーのための政治・経済・ビ

　　　ジネス入門」の授業で、OECD 東京センター所

　　　長の村上曲美子氏の講演を広報・撮影

目的：多くの学生に講義を発信

広報：SNS で広報、映像は Youtube で公開

成果：視聴回数 202 回

関連 URL: youtube.com/watch?v=Ij1u_Kc3HhY

６月 June

◎スライドシェア・コラム開始

期間：6 月 4 日

内容：一目で理解できる「スライドシェア」を使い今

　　　まで経済問題や OECD の統計からは離れていた

　　　学生に、それらの資源に触れてもらう。

目的：OECD の統計資料と iLibrary の活用・普及

広報：コラムブログに投稿→ SNS でシェア

成果：総観覧数 1018 件

コラム名：【国際問題に関心のあるすべての学生の方

へ】、【スウェーデンに学ぶ規制と成長のマネジメン

ト】、【財政緊縮について考える】アメリカに焦点をあ

てて、【韓国の経済事情】Economic Survey を用いて

関連 URL：http://blog.livedoor.jp/oecdxwaseda/

７

7 月 July

◎図書館データベースセミナー

期間：7 月 2 日

内容：OECD 東京センターの高橋しのぶ氏が iLibrary

　　　の使い方、クイズをご講義し、早稲田大学のア

　　　ンバサダーは OECD についての説明

目的：学生に iLibrary を有効活用してもらう。

広報：学内の掲示板にポスター宣伝、SNS で拡散

成果：「大体十分に紹介していただいた。」、「データー

　　　ベースの機能が多かった。」等の意見。

◎ TEDxWasedaU スピーチイベント

期間：7 月 12 日

内容：TEDxWasedaU のイベントに協力し、村上所長

　　　がイベントでスピーチ

目的：学生に iLibrary を有効活用してもらう。

広報：学内の掲示板にポスター宣伝、SNS で拡散

成果：当日の TEDxWasedaU の Facebook ページの

　　　ライブ実況にて、村上所長は 1 日で 3000view

　　　を超えるアクセスを獲得

関連 URL：youtube.com/watch?v=eCm2xwO7p3w

◎論文コンテスト

期間：7 月 12 日

内容：日本全国の大学を対象に行った論文コンテスト＜スライドシェア＞

＜広報ポスター＞　　  ＜村上所長の講義様子＞ ＜広報ポスター＞　　　＜セミナーの様数＞

　< 村上所長のスピーチ >　　　　　＜イベントにて＞



目的：日本の大学生に iLibrary のデータを使い、アカ

　　　デミックな経験を体験してもらう。

広報：Facebook、Twitter ページ、国連フォーラム、

　　　ISEC メールマガジン、OECD の iLibrary 登録大

　　　学へのメール、論文情報掲載サイト「登竜門」

　　　等に宣伝

成果：数字でみると少ない数だが、OECDxWasedaU

　　　の活動を全く知らない学生の応募を触発できた

　　　ことは、様々な媒体を巻き込んでプロモーショ　

　　　ンを工夫して行ったことの成果

８月 August

◎ブッククラブ

期間：7 月 11 日、8 月 26 日、9 月 25 日、11 月 11 日、

        12 月 8 日の計５回

内容：「意識が高く読書が好きだが、行動に起こしたり、

　　　考えをシェアできる機会がない学生」が好きな

　　　本をテーマにディスカッションをする。

目的：① OECD、OECDxWasedaU の認知に繋がる。

　　　②学生に直接 OECD について説明できる。

　　　③意識の高い学生の交流の場を作り、学生側

　　　のニーズに貢献できる。

広報：SNS、口コミ

成果：早稲田大学内外計 28 名の参加。他大学の学生

　　　の参加が増えていったことは大きな成果。（上

　　　智大学３、慶應義塾大学２、東京大学１、中央

　　　大学１、法政大学１、ロンドン大学１）

　　　第１回（7 月 11 日）：5 名

　　　第２回（8 月 26 日）：5 名

　　　第 3 回（9 月 25 日）：6 名
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　　　「予想以上に面白かった。」「国際機関がこのよ　　　　　　　

　　　うな活動をやるイメージはなかったが、国際機

　　　関に触れつつ、ブッククラブを楽しむ事が出来

　　　た。」、「本好きな人と知り合いになれ、好きな

　　　本の事を語り合え、面白かった。人数も少人数

　　　で発言しやすく、ちょうど良かった。」等の感想。

10 月 October
◎ OECD 東京センター×早稲田大学 ICC ディス

カッション・カフェ「データで読み解く国際情勢」

期間：10 月 27 日 

内容： ８万人のメルマガ購読者を持ち、年間 350 の

　　　イベントを催す『早稲田大学国際コミュニケー

　　　ションセンター』とのコラボイベント。OECD

　　　東京センターのマーケティングマネージャー、

　　　早稲田大学 OB の樋口厚志氏のファシリテート

　　　のもと、OECDiLibrary を元にデータファシリ

　　　ティーを高め、OECD のエコノミストが日々行

　　　うようなデータ分析、グループでのディスカッ

　　　ション・カフェ企画。

目的：①早稲田大学における OECD および iLibrary の　　

　　　　認知向上

　　　②参加者のデータリテラシーの向上 （就活や学

　　　　術等、身近なところで OECD iLibrary を通じ

　　　　たデータ処理能力が活きることを実感しても

　　　　らう）

広報：OECDxWasedaU の Facebook, Twitter ページ，

　　　及び早稲田大学 ICC のホームページ、メルマガ

成果：学部 1 年から博士課程まで、文系から理系まで、

　　　専攻も様々な 53 名の早稲田生が参加し、多く

　　　の反響を得た。参加者の方々は初対面にも関わ

　　　らず、積極的に熱い議論や質疑応答をかわし、

＜ブッククラブの様子＞

＜広報ポスター＞



期間：12 月１日〜 12 月 31 日

内容：早稲田祭での展示会の大好評につき 29 号館に

　　　て再掲載

目的：11 月の展示会に参加できなかった方々のリク

　　　エストから、より多くの学生に見てもらうため

　　　の展示

広報：掲示板にて広報文掲載、SNS で広報

成果：参加者は 15 名前後だったが、「世界情勢が一

　　　目で分かって湯意義。」、「人があまりいなくて

　　　集中できたので、個人的にはよかった。」等の

　　　肯定的な意見。

◎早稲田ウイークリーに記事投稿

期間：12 月８日

内容：１年間のアンバサダー活動で学んだことや感じ

　　　たことを早稲田ウィークリー（早稲田大学の週

　　　刊誌）に掲載

目的：OECD アンバサダー活動の感想を紹介

広報： 学内の配架ラック（43 カ所）、早稲田ウィーク

　　　リーの HP

成果：ラックの設置数や HP のアクセス数からみて多

　　　くの学生に発信できたと予想（具体的な数値は

　　　把握不可）

関連 URL：

h t t p : / / w w w . w a s e d a w e e k l y . j p / d e t a i l .

php?item=1235
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　　　期待以上のイベントにする事が出来た。

関連 URL：http://www.waseda-icc.jp/?p=17972

11 月 November

◎ 早 稲 田 祭 OECD デ ー タ ラ ボ ~Better Life 

Scope~ 

期間：11 月 1 日

内容：OECD が統計・分析するデータやニュースをプ

　　　ログラミングなどを使ってアート化して展示。

　　　データの展示、クイズ、自分の BLI 作成、プロ

　　　グラミング、シミュレーションで構成。

目的：OECD の統計を分かりやすく楽しめる形で提供

広報：SNS 広報

成果：学生はもとより一般人の方が 130 名以上参加。

　　　OECD と Ambassador Programme について聞

　　　いてくださった方も多数。「自分の Better Life

　　　 Scope を作れることが楽しかった。」、「普段気

　　　にしていなかった統計データを見て面白かっ

　　　た。」等の感想。

12 月 December

◎ OECD データラボアンコール展示会
＜早稲田ウィークリー＞

＜展示会の様子＞

< 広報ポスター >　　　　＜ディスカッションカフェ＞

＜展示会の様子＞



成果

アンケート結果分析及び評価
　調査期間：2014 年１月（１月 25 日〜 31 日）と１２月 (12 月 22 日〜 28 日 )

　比較目的：活動前後の数値で、活動の成果を確認する。

　評価：OECD の認知度は 79% から 94% に大きく増加した。学内とウェブ上の広報が認知度アップに大き

　　　　く貢献したと思われる。だが、OECD の活動内容に関しては、むしろ減少傾向をみせ、活動内容に

　　　　関する明確な説明や広報が不十分であった判断される。一方、OECD の iLibary に関する数値は１月

　　　　に極めて低かったが、12 月にはその認知度も利用率も上昇した。データセミナーや論文コンテスト、

　　　　ディスカッションカフェ等のイベントが影響を与えたと思われる。しかし、まだその認知度や利用

　　　　率が 50% にも及ばないことから、来年のアンバサダープログラムで更なる強調が求められる。
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Q.　OECD という名前を聞いたことがありますか？

１月：   はい 79%　いいえ 21%

12 月：はい 94% 　いいえ 6%　

Q.　OECD と活動内容を知っていますか？

１月：   はい 35%　いいえ 65%

12 月：はい 33% 　いいえ 67%　

Q.　OECD の iLibary を知っていますか？

１月：   はい 7%  　いいえ 94%

12 月：はい 24% 　いいえ 76%　

Q.　OECD の iLibary を利用したことがありますか？

１月：   はい 5%  　いいえ 95%

12 月：はい 18% 　いいえ 82%　



総合評価

①充実で多様なイベントが多数

：講演会、データベスセミナー、学生ディスカッション、 論文コンテスト、ブッククラブ、展示会等さま

ざまなイベントを開催しました。一つの分野に偏らないように、バランスの良い活動を目指し、より多く

の学生に近づけることを目標として活動を行ってきました。ブッククラブを含む 11 回のイベント開催で、

OECDxWasedaU のミッションに到達することができたと思います。

②様々なステークホルダーとのコラボレーション

：「繋がり」を強調したアンバサダー活動であったため、学内外の多くの団体

とコラボレーション活動を行いました。その例としては、早稲田大学中央図

書館、早稲田大学放送研究会、早稲田大学国際コミュニティーセンター（ICC）

、TEDxWasedaU 等があります。連携活動は企画調整から広報まで予想以上

の複雑な過程がありましたが、それを機に成長することができ、より良いイベ

ントに繋がりました。

③フィドバックとチーム内解決

：OECDxWasedaU の定期会議は 1 ヶ月に１回のペースで行われ、毎日のように SNS を通じて新しいアイディ

アが生まれました。イベントの全てのプロセスにほぼ全員が参加し、イベント後の反省会から改善すべき点

や次のイベントに活かしたい点を議論しました。また、ポスターを作成に３日という時間がかかっても、専

門店に依頼するよりはチーム内で解決することを優先しました。

④ SNS 活用

：OECDxWasedaU の SNS 到達数は約 25000 件で、毎回新しい内容で投稿を続けてきました。その内容には、

イベントの告知、OECD と世界情勢に関する記事、コラム連載、OECD 東京センターの記事シェア、活動紹介、

インタビュー企画、クイズ、動画掲載等があり、SNSを重要な広報媒介として活用しました。特に、インタビュー

企画の場合は、影響力のある人物をインタビューすることで到達数を増やせるように工夫しました。

⑤分担作業で効率性を高める

：連絡・交渉、ウェブサイト管理、写真・編集、文章、通訳・翻訳、調査の５つ役割があり、全ての企画に

おいて分担作業を実施しました。一人では何もできないシステムから、全員がイベントの準備に参加し、チー

ムの独特の色を出せることができました。最高のチームワークの中で、様々な方の貴重なアドバイスを基に

成功的なアンバサダー活動を行うことができました。
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感想

１年間の活動を振り返って

◎早稲田大学政治経済学部４年　金素映

１年間の活動は精神的にも体力的にも大変でした。しかし、活動を通じて知り合った方々に助けられ、いず

れのイベントも最後までやり通すことができました。今回の出会いで学んだことは、「自分からアピールしな

いといけない」「大事なのは速度ではなく、方向である」ということです。多くの方々の貴重なアドバイスと、

メンバーからの刺激があったからこそ、自分を成長させることができたと思います。

◎早稲田大学大学院国際情報通信研究科卒業　岡戸久実

OECD の SA になり、刺激的で自分を大きくする機会に恵まれたと思います。第一に、国際機関の中での仕

事や人を直接感じることが出来ます。第二に、国際機関を広報する面白さを感じています。普段出会えない

ような方々と出会い、OECD の職員の方と自分達の構想を形にしていくことは、大きなやりがいであり、自

分自身のキャリアにも影響を与えると思います。

◎早稲田大学国際教養学部４年　沈君超

私はステューデントアンバサダーの活動から三つの物を得られました。お互いに切磋琢磨し合える仲間がで

きたことは自分にとって一番の収穫です。そして、テレビや教科書でしか目にしたことない国際機関と触れ

合い、そこで働いている方々と交流することが出来、大変貴重な経験も手に入れたと考えます。また、一年

にわたって長期プロジェクトを運営することにより、社会人に必要なスキルを身につけ、人間力を高めるこ

とが出来ました。

◎早稲田大学政治経済学部４年　藤田知樹

OECDxWasedaU での活動は、あっという間でした。加入が４月だったためほとんど半年間の活動でしたが、

仲間に助けられながら楽しく取り組むことができました。特に、少人数の組織で大きなイベントを企画する

という経験は初めてでした。処理するタスクの量が多くて時々閉口しましたが、その分自分の責任でイベン

トを自由に設計することができ、満足感のある経験になりました。ここで得た学びを今後の生活にも役立て

ていきたいです。

◎早稲田大学政治経済学部４年　内藤春香

日本人にとって、国際機関というのはどこか遠い存在であるように感じられるかもしれません。特に OECD

は国連や世銀等に比べてその名を耳にする機会が少ないように思います。しかし、私たちの活動を通じて、

一人でも多くの早稲田生が OECD について興味を持っていただけたならば、それ以上に嬉しいことはありま

せん。学生という身ながらも OECD の広報活動に携わり、その国際社会における役割及び日本との関係性に

ついて学ぶことができたのは、非常に大きな実りとなりました。
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コンタクト

OECD

OECD official website : www.oecdtokyo.org

OECD iLibirary : www.oecd-illibrary.org

OECDxWasedaU

Email : oecd.waseda@google.com

Facebook : www.facebook.com/oecdxwasedau

Twitter : @OECDxWasedaU

Youtube channel：http://www.youtube.com/user/oecdxwasedau

お問い合わせ先 公式 Facebook ページ
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この最終報告書は OECD Student Ambassador　Programme の参加者である OECDxWasedaU により作成され

たものです。無断で転載及び複製、印刷することは禁止します。©2015 OECDxWasedaU All Rights Reserved

1 年間、ありがとうございました。
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