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メディア報道記録 2013年度（抜粋）
●2013年4月6日　朝日新聞

子のスマホ利用にご用心:保護者向け、注意
点をネットに公開
坂元章教授

●2013年4月15日　AERA 4月15日号
変わる大学地図［第7回］ 女子大で育つ
キャリア力
望月由起特任准教授

●2013年4月18日　読売新聞
脱ゆとり　国民は評価
耳塚寛明理事・副学長

●2013年4月22日　日本経済新聞
新入生「知」探求の門出:大学トップがエール
羽入佐和子学長

●2013年4月24日　読売新聞（夕刊）
4年ぶり　学力テスト全員参加で
耳塚寛明理事・副学長

●2013年4月25日　毎日新聞
解釈力・伝達力問う　学力テスト計228万
人が参加:完成形にまだ遠く
耳塚寛明理事・副学長

●2013年4月25日　産経新聞
水平垂直:学力テスト 揺れる実施・公表方法
耳塚寛明理事・副学長

●2013年5月10日　日刊工業新聞
お茶の水女子大 2社の支援受け寄附部門:
化粧品成分を研究
室伏きみ子寄附研究部門教授

●2013年5月 13日・20日　日刊工業新聞
キラリ☆研究開発  芸術を科学する（前編、
後編）
伊藤貴之教授

●2013年5月23日　日本経済新聞
キャンパス発 この一品:お茶女のお茶-お
茶の水女子大　香り高い健康志向の4品
大学公認サークル「Ochas」

●2013年5月23日　日本経済新聞（夕刊）
日系電子版からーきょうのおすすめ記事:
ライフ 女性も「働き方」より成果が問われ
る時代へ
永瀬伸子教授

●2013年6月1日　読売新聞
最前線: 交流促す学生寮次々　シェアハウ
ス型や「国際寮」も
望月由起特任准教授

●2013年6月1日　大学Times
グローバル人材育成と大学の動向2-イン
タビュー :文科省のグローバル人材育成推
進事業を受けグローバル人材育成推進セ
ンターを設立
世界で活躍する女性リーダーの育成を加速

●2013年6月7日　朝日新聞
広告特集:音大・音楽部の教育力〜各大学
からのメッセージ〜
小坂圭太准教授

●2013年6月17日・24日　週刊教育資料
潮流:お茶の水女子大学長 羽入佐和子氏
に聞く（上）、（下）
羽入佐和子学長

●2013年6月28日　読売新聞
13参院選 身近な課題（上）:子育て支援　
まず待機児童の解消を
永瀬伸子教授

●2013年7月1日　日本教育新聞
現場の学び直しに保育の社会人講座が好評
榊原洋一教授、浜口順子教授

●2013年7月31日　日刊工業新聞
拓く(9) :研究人 創薬 アミド類の特性に着目
棚谷綾准教授

●2013年7月31日　東京新聞
話題の発掘:「リケジョ」の草分け生きざま
後世に
女性化学者黒田チカの資料公開へ

●2013年8月1日　毎日新聞
くらしナビ 科学:独創の系譜
女子学生、帝国大学入学100年　受け継
がれる強い意志

●2013年8月2日　朝日新聞
いじめなくそう 杉並サミット:時間かかって
も効果的
伊藤亜矢子准教授

●2013年8月2日　日刊工業新聞
週末は別人:震災孤児と夏・冬キャンプ
室伏きみ子寄附研究部門教授

●2013年8月9日　日刊工業新聞
博士課程に疾患予防科学コース:東京医科
歯科大・お茶の水女子大が来春

●2013年8月20日　Between 8-9月号
特別企画「人材育成のしくみとしての学生寮
の活用」
現状紹介:今、なぜ寮教育なのか―社会の
要請と大学の課題という視点から―
望月由起特任准教授

●2013年8月26日　朝日新聞
全面広告:お茶の水女子大学
女性の力を、もっと世界に。〜グローバル女
性リーダーが未来を創る〜

●2013年8月26日　日経産業新聞
進化する大学図書館（5）:お茶の水女子大 
留学や就職相談の拠点に
鷹野景子副学長

●2013年8月28日　読売新聞
学力テスト分析 「脱ゆとり」へ試行錯誤:見
え始めた成果
耳塚寛明理事・副学長

●2013年8月28日　朝日新聞
学力向上策 順位の明暗:07年と13年の
変化比較
耳塚寛明理事・副学長

●2013年8月28日　朝日新聞
社説:全国学力調査　ランキングから卒業を

●2013年9月1日　日本経済新聞
「リケジョ」増やそう:ソニー、4女子大とイ
ベント

●2013年9月4日　岩手日報
「海の世界」関心深く:東京・お茶の水女子
大　山田高で出前授業
千葉和義教授

●2013年9月7日　読売新聞（夕刊）
お茶大 4学期制に:来年度から 国立大初
羽入佐和子学長

●2013年9月17日 大学の約束 2013年版
ロールモデルを育て、グローバルな女性
リーダーの発信基地となる
羽入佐和子学長、日本テレビ 原聡子さん

（卒業生）、MIGA（多数国間投資保証機関） 
本田桂子さん（卒業生）

●2013年9月23日　日刊工業新聞
女性研究者を支援 お茶の水女子大:“特別
研究員”を職歴に

●2013年9月27日　朝日新聞神奈川版
青春スクロール 母校群像記:横浜平沼高校（3）
羽入佐和子学長

●2013年10月9日　日本経済新聞
従来の教育の効果 証明
耳塚寛明理事・副学長

●2013年10月9日　毎日新聞
大人の学力調査 日本トップ:義務教育、研
修が支えた
浜野隆准教授

●2013年10月10日　読売新聞（夕刊）
こころ元気塾: ぬいぐるみ専用ツアー　旅
する「分身」に励まされ
井原成男教授

●2013年10月19日　佐賀新聞
日本初の女子大生　黒田チカ(佐賀市出
身)に脚光
志賀祐紀アカデミック・アシスタント

●2013年10月21日　東京新聞他
国連助言組織に黒田玲子氏
東京理科大学教授 黒田玲子さん（卒業生）

●2013年10月22日　朝日新聞
「数字だけ公表しても」　学力調査結果、慎
重さ求める意見
耳塚寛明理事・副学長

●2013年10月26日　岩手日報
大槌 お茶の水女子大が遠隔授業　吉里吉
里小と
貞光千春特任准教授

●2013年11月1日　建築ジャーナル　　
　第1218号

特集 空き家を街の社会資産へ生かそう: 
福祉と建築の関連法規を見直し空き家の福
祉転用を
松田雄二准教授

●2013年11月6日　読売新聞
食 きほん: 芯が残らない炊き込みご飯
香西みどり教授

●2013年11月11日　親子で読みたい! 
   『Global化に挑戦する大学』2014 vol. 2

お茶の水女子大学: 専門分野を主体的に学
んだうえでグローバル力を身につけ、世界
で活躍する女性リーダーに
羽入佐和子学長
人間文化創成科学研究科 藤木さゆりさん

●2013年11月13日　読売新聞
目指せ世界遺産　佐渡の絵巻に熱視線
小風秀雅教授

●2013年11月15日　朝日新聞（夕刊）
学校別成績公表容認　学力調査
耳塚寛明理事・副学長

●2013年11月15日　日本経済新聞
学力テスト「成績公表に配慮必要」　文科省
専門家会議
耳塚寛明理事・副学長

●2013年11月16日　読売新聞
「学テ」学校別成績公表、条件付き了承…文
科省
耳塚寛明理事・副学長

●2013年11月20日　産経新聞
全国学力・学習状況調査（学力テスト）、結果

「公表」の論点は
耳塚寛明理事・副学長

●2013年11月28日　読売新聞
教育ルネサンス 土曜日の学び（6）: お茶の
水女子大学副学長　耳塚寛明さんに聞く
週5日制の功罪検証を
耳塚寛明理事・副学長

●2013年12月4日　読売新聞
PISA1位 上海周辺校を底上げ: エリート
校 指導法伝授
耳塚寛明理事・副学長

●2013年12月4日　日本経済新聞
読解力など持ち直す: 03年低迷で政策転
換 習熟度や意欲課題
耳塚寛明理事・副学長

●2013年12月4日　毎日新聞
国際学力テスト:「PISA型学習」浸透　トッ
プ水準回復　意欲は依然低迷
浜野隆准教授

●2013年12月5日　朝日新聞
学校別の成績公表、首長ら賛否
耳塚寛明理事・副学長

●2013年12月6日　岩手日報
テレビ活用授業 宮古小で実演

●2013年12月6日　朝日新聞
海外での危機管理、大学注目

●2013年12月12日　毎日新聞
憂楽帳:やさしさ
室伏きみ子寄附研究部門教授

●2013年12月13日　毎日新聞
Listening: 記者の目: 全国学力テスト、学
校別結果公表
耳塚寛明理事・副学長

●2013年12月14日　日本経済新聞
非常食、味や栄養改善　試作品続々、14日
に災害食の学会
森光康次郎教授

●2013年12月17日　毎日新聞
特集ワイド: 第1子誕生は離婚の危機!無
神経な夫にイラ立つ妻
菅原ますみ教授

●2013年12月19日　日本経済新聞
キャンパス発 この一品: バッグハンガー 
お茶の水女子大

●2013年12月20日　読売新聞
佐渡の世界遺産候補　旧採鉱施設 崩壊の
危機
小風秀雅教授

●2013年12月22日　朝日新聞
まなあさ: 世界が舞台 羽ばたこう　グロー
バル人材育成フォーラム

●2013年12月27日　朝日新聞
生駒芳子エシカルごころ: 楽しく軽やかに
10代、20代が考えるエシカルファッション
葭内ありさ附属高等学校教諭

●2014年1月1日　朝日新聞 新年別刷り
　第7部（北海道版）

ジンギスカンの冒険: 道民のソウルフード
源流は大正時代の東京?

●2014年1月13日　読売新聞
知りたい!: 女性の管理職登用、キャリア形
成　企業にも利
永瀬伸子教授

●2014年1月17 日　朝日新聞
大阪: ハルモニ寺子屋20歳　東大阪「う
り・そだん」
徐阿貴非常勤講師

●2014年1月21日　読売新聞
佐渡の世界遺産登録　識者に聞く課題
小風秀雅教授

●2014年1月27日　毎日新聞
MEMO: 働く女性が後輩にエール

●2014年1月31日　東海新報
理科って楽しいなあ: 発電の仕組み学ぶ
大船渡 盛小の6年生 お茶の水女子大が出
前授業

●2014年2月7日　日経産業新聞
大学解剖 お茶の水女子大(上)

「上品・知的」だけじゃない: 男女協働時代
のリーダー育む、寮で共同生活、調整力磨く
羽入佐和子学長他

●2014年2月7日　日経産業新聞
大学解剖 咲くか 女子大ルネサンス

●2014年2月10日　日経産業新聞
大学解剖 お茶の水女子大(中)
学ぶ情熱、年齢不問　結婚・出産後に研究
再開
宮本恵子特任教授他

●2014年2月10日　朝日新聞
文化の扉: はじめての風水　「家相」ブー
ム、鎖国下で独自に発展
宮内貴久教授

●2014年2月10日　毎日新聞
毎日フォーラム あしたの日本へ: 知の市場
会長・お茶の水女子大学教授　増田優氏
増田優教授

●2014年2月12日　日経産業新聞
大学解剖 お茶の水女子大(下)
学長羽入佐和子氏: 「男性中心」変える力に
山形県知事吉村美栄子氏: 全国に優秀な
女性を

●2014年2月12日　日経産業新聞
　大学解剖 

お茶の水大卒 柴門ふみ氏に聞く: 「常識疑
え」漫画の礎
漫画家、エッセイスト　柴門ふみさん（卒業生）

●2014年2月15日　岩手日報
宮古: 身近なお菓子も実験材料　児童がテ
レビ授業体験
露久保美夏特任講師

●2014年2月21日　岩手日報
大船渡: 自分の目で見る放射線　綾里中で
出前授業
竹下陽子特任講師

●2014年3月4日　朝日新聞
新潟: 佐渡金銀山の世界遺産へ推薦書案　

「400年超す技術の変遷」
小風秀雅教授

●2014年3月6日　読売新聞宮城版
震災3年（下）教育　心のケア　人手足りず
伊藤亜矢子准教授

T V
●2013年4月4日 NHK『ニュースウオッチ9』 
　鷹野景子副学長

●2013年10月25日 NHK『NEWS WEB』
タブレットで被災地の教育支援
貞光千春特任准教授

●2013年12月11日 岩手めんこいテレビ
　『mit Super News』

お茶の水女子大が出前授業
●2013年12月31日　BBC NEWS SCOTLAND

How Auld Lang Syne took over the world
附属高等学校

●2014年1月30日　岩手めんこいテレビ
　『mit Super News』

大船渡市の小学校で理科の出前授業　電
気の仕組み学ぶ

●2014年2月4日　ARTE JOURNAL
Japon : la lutte contre les inégalités
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研究表彰等受賞者一覧 /イベントカレンダー

研究表彰等受賞者一覧 2013年度（抜粋）

主要行事予定 2014 年度

（1）教職員

●フランス共和国 教育功労章シュヴァリエ
大学院人間文化創成科学研究科
室伏きみ子寄附研究部門教授

●平成25年度科学技術分野の文部科学大
臣表彰
若手科学者賞
大学院人間文化創成科学研究科
桒田和正准教授

●2013年日本建築学会奨励賞
大学院人間文化創成科学研究科
松田雄二准教授

●一般社団法人東洋音楽学会 第30回田邉
尚雄賞
大学院人間文化創成科学研究科研究院
山寺美紀子研究員

● 21st International Congress on Nutrition 
and Integrative Medicin（ICNIM 2013）
Best Poster Award
寄附研究部門「食と健康」（お茶大アカデ
ミック・プロダクション）
岸本良美寄附研究部門准教授

●日本食品科学工学会第60回記念大会
第9回若手の会企業賞
大学院人間文化創成科学研究科研究院
筒浦さとみ研究員

●日本生物物理学会 第2回BIOPHYSICS論文賞
大学院人間文化創成科学研究科
由良敬教授

●独立行政法人日本学術振興会
平成25年度科学研究費助成事業審査委員表彰
大学院人間文化創成科学研究科
小川温子教授

●秋の叙勲 瑞宝重光章
篠塚英子名誉教授

●平成25年度教育者表彰（文部科学大臣表彰）
附属高等学校　石井朋子副校長

●福原記念英米文学研究助成基金平成25年度
研究助成
外国語教育センター
英美由紀講師

（2）学　生

●ヤマハ音楽振興会 研究活動支援
大学院人間発達科学専攻
松﨑真実さん

●一般社団法人情報処理学会第75回全国大会
情報処理学会推奨卒業論文認定
理学部情報科学科
飯村奈穂さん、西村綾乃さん

●第27回情報処理学会エンタテインメント
コンピューティング研究会
学生発表賞
大学院理学専攻
紺家裕子さん

●第8回日本語教育学会林大記念論文賞
大学院比較社会文化学専攻
田川麻央さん

●NICOGRAPH International 2013
ベストショートペーパー賞
大学院理学専攻
坂本季穂さん

●EMBO Workshop on Oocyte maturation and 
fertilization: Lessons from canonical and 
emerging models
ベストポスター賞
大学院ライフサイエンス専攻
越智洋絵さん

●マルチメディア、分散、協調とモバイル
（DICOMO2013）シンポジウム
優秀プレゼンテーション賞・優秀論文賞
大学院理学専攻
長谷川友香さん
優秀プレゼンテーション賞
大学院理学専攻
菱沼直子さん

●情報処理学会コンシューマ・デバイス＆シ
ステム（cds） 研究会学生スマートフォンア
プリコンテスト
優秀アプリケーション賞
大学院理学専攻
劉維妮さん

●Certificate of Merit (Student) for International 
Conference on Intelligent Automation and 
Robotics 2013
大学院理学専攻
齋藤碧さん

● International Conference on Cyberworlds 
2013
Best Poster Awards (image corp.)
大学院理学専攻
久保田真季さん

●インターネットコンファレンス2013（IC2013）
プレゼンテーション賞
大学院理学専攻
早川愛さん

●第20回日本未病システム学会学術総会
優秀演題賞
大学院ライフサイエンス専攻
上條文夏さん

●独立行政法人宇宙航空研究開発機構
（JAXA）
第10回航空機による学生無重力実験コン
テスト奨励賞
理学部化学科学生チーム 宇宙美（代表: 
増本優衣さん、漆原紅さん、山田有紗さ
ん、伊勢茜さん）

●第27回日本マイクログラビティ応用学会
学術講演会（JASMAC-27）
毛利ポスターセッション敢闘賞
理学部化学科学生チーム 宇宙美（代表: 
増本優衣さん、漆原紅さん、山田有紗さ
ん、伊勢茜さん）

● The 15th International Conference on 
Information Integration and Web-based 
Applications & Services (iiWAS2013)
iiWAS Best Student Paper Award
大学院理学専攻
吉國綺乃さん

●第11回日本機能性食品医用学会総会
最優秀ポスター賞
大学院ライフサイエンス専攻
杉原規恵さん

●第3回 ARG Webインテリジェンスとイン
タラクション研究会(ARG WI2研究会）
優秀研究賞
大学院理学専攻
重松遥さん
学生奨励賞
大学院理学専攻
一瀬詩織さん

●公益財団法人日本漢字能力検定協会
平成25年度（第8回）漢検漢字文化研究
奨励賞佳作
大学院比較社会文化学専攻
石井久美子さん

●第3回サイエンス・インカレ
サイエンス・インカレ・コンソーシアム奨
励賞DERUKUI賞
理学部生物学科
杉井昭子さん、小山香梨さん、鈴木裕香さん

●IEEE Pacific Visualization 2014ベス
トポスター賞
大学院理学専攻
中澤里奈さん、久保田真季さん

●第16回プログラミングおよびプログラミ
ング言語ワークショップ (PPL2014)
PPL2014 発表賞
理学部情報科学科
叢悠悠さん、石井柚季さん

●日本化学会欧文誌 (Bull. Chem. Soc. 
Jpn.)　 selected paper
大学院理学専攻
姚嵐さん

（3）本学出身者

●日本僑報社第15回華人学術賞
大学院人間文化創成科学研究科人間発達
科学専攻修了
于建明さん

●内閣府男女共同参画局
平成25年度女性のチャレンジ賞
文教育学部教育学科心理学専攻（現・人間
社会科学科）卒業
横田響子さん

●国連科学諮問委員会（The Scientific Advisory 
Board of the UN Secretary-General）委員就任 
理学部化学科卒業
黒田玲子さん

（4）その他

●公益社団法人日本化学会
第4回化学遺産認定

［認定化学遺産第019号］ 女性化学者のさ
きがけ 黒田チカの天然色素研究関連資料

●平成25年度国立大学図書館協会賞
附属図書館Tea Potグループ

●国連グローバル・コンパクト（UNGC）国連婦
人開発基金（UN Women）共同作成
女性のエンパワーメント原則（Women's 
Empowerment Principles）支持声明に署名

●メンター・ダイヤモンド ベストオブ学園祭
2013大賞・ユニフォーム部門最優秀賞・
Web投票1位
第64回徽音祭

 4月 2日 TOEFL　ITP全学テスト
   新入生オリエンテーション（〜7日）
 4月 4日 入学式
 4月 7日 新入生セミナー（〜8日）
 4月 9日 1学期・前学期授業開始
 4月 19日 大学院オープンキャンパス
 4月 29日 通常授業開講
 5月 14日 名誉教授懇談会
 5月 31日 ホームカミングデイ
   開学記念日
 6月 7日 2学期授業開始
 6月 14日 高校教員向けオープンキャンパス
 6月 25日 理学部・生活科学部（人間･環境科学科）
   編入学試験（〜26日）
 7月 3日 理学部・生活科学部（人間･環境科学科）
   編入学試験合格発表
 7月 19日 学部オープンキャンパス（〜21日）
 8月 5日 夏期休業開始
 8月 13日 夏季一斉休業（〜15日）
 8月 21日 博士前期課程8月入試（〜22日）
 8月 29日 博士前期課程8月入試合格発表
 9月 4日 博士後期課程9月入試

 9月 12日 博士後期課程9月入試合格発表
 9月 30日 9月卒業式
   夏期休業終了
 10月 1日 10月入学式
   3学期・後学期授業開始
 10月 2日 AO入試1次合格発表
 10月 4日 文教育学部・生活科学部編入学1次試験
 10月 13日 通常授業開講
 10月 15日 文教育学部・生活科学部編入学1次試験
   合格発表
 10月 18日 AO入試2次試験（〜19日）
 10月 23日 AO入試2次試験合格発表
 10月 29日 文教育学部・生活科学部編入学2次試験
 11月 5日 TOEFL ITP全学テスト（休講）
 11月 6日 文教育学部・生活科学部編入学合格発表
 11月 8日 徽音祭（〜9日）
 11月 21日 永年勤続表彰式
 11月 24日 通常授業開講
 11月 28日 奨学金授与式
 11月 29日 推薦入試等入試（〜30日）
   創立記念日
 12月 1日 4学期授業開始

 12月 11日 推薦入試等合格発表
 12月 28日 冬期休業開始
　
2015 年
 1月 4日 冬期休業終了
 1月 9日 新年賀詞交換会
 1月 17日 大学入試センター試験（〜18日）
 1月 24日 大学入試センター試験（追試）（〜25日）
 2月 5日 博士前期課程2月入試（〜6日）
 2月 13日 博士前期課程2月入試合格発表
 2月 25日 学部入試（前期）（〜26日）
 3月 4日 博士後期課程3月入試（〜5日）
 3月 8日 学部入試（前期）合格発表
 3月 12日 学部入試（後期）
   全学送別会
 3月 16日 博士後期課程3月入試合格発表
 3月 20日 学部入試（後期）合格発表
 3月 23日 卒業式
 3月 31日 永年勤続表彰式


