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楕円（ellipse）には焦点がふたつあります。
男性中心の社会から、女性と男性がそ
れぞれに中心（焦点）となる社会を目指
すという思いを込めて、誌名を［エリプス］
と名づけました。
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事業報告（共催講演会）
『教育を見れば社会が見える
～教育格差の社会学～』

（講師　耳塚 寛明 氏）　
事業報告（共催講演会）
『サプリメントとの上手なつきあい方』

（講師　藤原 葉子 氏）　
夢のつばさ♥プロジェクトニュース
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お茶の水女子大学イベント情報
事務局よりお知らせ

ワ・タ・シ

深津千鶴　FUKATSU, Chizu　イラストレーター
東京生まれ。1988年、お茶の水女子大学文教育学部地理学科卒業。在学中
に、『週刊朝日』誌上にて「山藤章二の似顔絵塾」特待生となる。広告代理
店勤務を経て、1990年より作家活動を開始。書籍装画、ＣＤジャケットなど
多く手がける一方、エッセイ執筆、壁画制作などの活動を展開している。
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―大学の「知」を地域の保育・幼児教育へ―
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TOPICS　徽音塾のご紹介

徽音塾の理念

　2015 年に創立 140 周年を迎えたお茶の水女子大学は、キャ

リアアップを目指す女性のための講座「お茶大女性ビジネス

リーダー育成塾：徽音塾」を開講しました。

　現在、日本では、様々な分野において女性の活躍を推進す

る機運がいまだかつてないほど高まっています。しかし、優秀

かつ意欲ある女性であっても、指導的地位に就き、リーダーシッ

プを発揮することは容易ではありません。女性の活躍を推進す

る環境づくりに加え、女性自身の意識変革や、不安や悩みを

解消すること、自信を涵養することが、いま、社会的に求めら

れています。

　本学卒業生に対する聞き取り調査などで、企業や官公庁、

NPO 組織などの管理職に就く女性からも、「実務で役立つ知

識やスキルを学べる」場を求める声を聞いております。このよ

うな背景から、徽音塾は、企業等で管理職などの指導的な立

場に就くことを目指す女性を対象に、国立女子大学ならではの

きめ細やかで質の高い学びと交流の場を提供するために設置

されました。

　徽音塾のキャッチフレーズ「まなぶ　みがく つながる → 

一歩前へ！」は、塾生だけではなく、「リーダーシップを発揮す

る女性を育成する」というお茶の水女子大学の社会的使命を

も表現しています。本学は、創設以来一貫して、女性の自立と

社会的活躍に寄与してきました。140 年に渡る長い歴史のな

かで、女性が学ぶ場を切り拓いてきた本学の新たなる使命は、

社会人女性が意欲的に学ぶ場を創造し、社会的変革に寄与し

うる女性リーダーを輩出することであり、引いては女性が活躍

する社会を実現していくことにあります。

　徽音塾で学んだ女性たちが、それぞれの立場で最大限の可

能性を開花していかれることを願っています。多くの方のご参

加を歓迎いたします。

特徴

1.  企業等で指導的立場に就くために必要な経営学、組織マネ

ジメント、リーダーシップ、財務会計等に関わる内容につい

ての授業を提供します。

2.  毎週土曜日午後に開講し、１講座から学ぶことができる、

働く女性が受講しやすいカリキュラム設計となっています。

3.  少人数制、ワークショップ形式を取り入れるなど、実践的な

内容の授業を行います。

4.  ネットワーキングランチ（昼食を兼ねた交流会）などを通じて、

業種を超えたネットワーク作りの場としてご活用いただけます。

5.  都心にあるお茶の水女子大学キャンパス内（文京区大塚）

で開講され、アクセスしやすい環境です。

一年目の実施状況・成果

　2014 年度は、課長相当職に就く以前の年齢層（おおむね 20

代後半〜 30 代）の方だけではなく、40 代〜 50 代の方、すで

に上位職に就いている方、会社を経営している方など、幅広い

年齢層や職位の方 （々延べ 64 名）に受講をしていただきました。

徽音塾の受講をきっかけに、年齢や業種、職位を超えた塾生

同士のネットワークが形成され、互いに励まし合いながら共に

向上する関係性が築かれるなど、様々な効果・成果がみられま

した。2014 年度の塾生からは、以下のような感想をいただき

ました（カッコ内は 2014 年度の講座名を示しています）。

• 講演していただいた先生が常にチャレンジしていることがわ

かり、たいへん勇気づけられるとともに私も頑張っていきた

いと思った。（女性のエンパワーメント）

• 文化、価値観、ルールの違いをどう受け止め、すり合わせて

合意形成をしていくのかは、日々の業務を行う上で直面する

問題で、そういった場面での自分の癖を自覚できたのが有益

だった。（組織マネジメントとリーダーシップ）

• 二人組でディスカッションしたことで、自分一人では思いつか

ない視点が得られ、楽しく検討できた。チームで企画する意

味があることを実感した。（経営戦略・マーケティング）

• 講義は最新の情報を取り入れており、かつ分かり易い説明で、

一見、企業ガバナンス、IR という難しいイメージの内容だが、

興味を持って聴講することができ、とても勉強になった。（コー

ポレート・ガバナンスと IR）

• 毎回、生きた情報を使っての講義だったため、とても勉強に

なった。自分一人では難しい内容も、耳で聴くと頭にすんな

り入ってくるのでとても役立った。（財務会計）

• 事例が多く出されていてとても分かりやすかった。業務を遂

行する上で、知っておくべき法律が多くあることに気づいた。

（企業法務・労務管理）

＊ 塾の名前にある「徽音（きいん）」とは、古くは中国の『詩経』大雅に見られることばです。直訳すると「美しい声」であり、「美徳」を意味しています。徽音塾に集
う女性たちが、自分を磨き、美しく響きあって共に学びを深め、実践に生かすことと、それが社会に共鳴の輪となって広がることへの期待を込めて名付けました。

お茶大女性ビジネスリーダー育成塾：
徽音塾のご紹介

お茶大女性ビジネスリーダー育成塾：徽音塾　実施委員長
塚田  和美（グローバルリーダーシップ研究所長）



3

TOPICS　徽音塾のご紹介 徽音塾のご紹介　 TOPICS

2015 年度秋学期・冬学期開講予定

　春学期は「女性のエンパワーメントとリーダーシップ」（5 月）、

「異文化コミュニケーション / リーダーシップ」（6 月）を開講中

です。秋学期、冬学期は、ビジネスリーダーを目指す上で必要

とされる知識を学びます。皆様のご応募をお待ちしています。

申込期間と各講座内容は以下の通りです。

● 秋学期　申込期間　2015 年 7 月 13 日（月）〜 7 月 27 日（月）

● 冬学期　申込期間　2015 年 12 月 1 日（火）〜 12 月 15 日（火）

● 秋学期 9 月：財務会計（2015 年 9 月 5 日、12 日、19 日、26 日）

企業会計（財務会計及び管理会計）

中溝  恵津子（中溝公認会計士事務所　公認会計士、本学卒業生）

【講義内容】　本講座は、ビジネスリーダーを目指す上で身に付

けておきたい企業会計の重要な事項を学びます。財務会計に

おいては、簿記や会計の基本的諸原則、制度を解説した上で、

実際の開示資料である有価証券報告書や会計上のトピックスに

触れることで財務諸表への理解を深めることを、管理会計に

おいては、原価計算の基礎及び損益分岐点分析、プロジェクト

評価の方法、資本コスト等、管理会計の基本的な要素を知る

ことを目的としています。 

● 秋学期 11 月：経営戦略・マーケティング（2015 年 11 月 7 日、

14 日、21 日、28 日）

経営戦略の基礎（11月７日、14 日）

露木 恵美子（中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネスス

クール）教授）

【講義内容】　戦略とは何か？ 戦略はなぜ必要か？ 戦略を立て

るにはどうすればよいか？ どんなに優れた人が集まっても、ど

んな優れた組織でも、戦略（目標や目的に向かってとるべき方

策）が不明確であれば、良い結果を生み出すことはできません。

本講座では、企業のみならず「経営」には欠かせない戦略に

ついて、グループワークや講師との双方向のディスカッションを

通して基本から優しく学びます。

マーケティング入門（11月 21日、28 日）

神原  理　（専修大学商学部教授）

【講義内容】　マーケティングとは、顧客（マーケット）に商品

やサービスを売るための「仕組み（商品開発、価格設定、プ

ロモーション、流通ルート）」づくりをいいます。顧客とい

う「（見知らぬ）他者への思い」を巡らせながら、彼らが喜ん

で買ってくれる商品やサービスのあり方について、ワークショッ

プ形式で議論していきたいと思っています。準備するものは

「他者への好奇心」と「遊びゴコロ」だけです。

● 冬学期 1 月：コーポレート・ガバナンス / CSR と情報開示

（2016 年 1 月 9 日、16 日、23 日、30 日）

コーポレート・ガバナンスと組織・企業のマネジメント（1月 9 日、16 日）

松田  一敬（合同会社 SARR　代表社員・業務執行委員）

【講義内容】　企業、大学、行政、いずれも組織が機能するた

めにはマネジメントは不可欠です。組織内のチームは個人を

基盤として形成されます。チームが機能するためには ①理

念を持ち、②目標を明確にし、③コミュニケーションをと

り、④価値観と情報を共有することが必要です。 本講義では、

異なる文化、宗教、言語、価値観を持つチームメンバーを１

つの目標に向かってまとめるためのマネジメントの基本を学

ぶことを目指します。

CSRと情報開示（ステークホルダーの視点から）（1月 23 日、30 日）

達脇  恵子（有限責任監査法人トーマツ　パートナー）

【講義内容】　今や企業にとって欠かせない活動となった CSR

について、その歴史や CSV などの最新トレンドを説明し、企業

と社会の関係のあり方を考えます。また CSR レポートや統合報

告などの情報開示に関する潮流を、多数の事例とともに紹介し、

企業を取り巻くステークホルダーの視点から情報開示を考えま

す。講座は演習やディスカッションを取り入れた双方向のもの

とします。

● 冬学期 2 月：企業と法律（2016 年 2 月 6 日、13 日、20 日、27 日）

女性リーダーが使えるビジネス関連の法律

汐崎  浩正（西村あさひ法律事務所　弁護士（パートナー））

【講義内容】　日常のビジネスに関係する法律や制度の知識を

習得することを目的とします。消費者契約法、特定商取引法、

PL 法、景表法、独禁法、下請代金遅延等防止法、会社法、金

商法、コンプライアンス制度、内部通報制度、企業倫理、個

人情報保護法、労働基準法、育児介護休業法、男女雇用機会

均等法、パートタイム労働法、労働者派遣法、高年齢者・障

害者雇用、労働審判手続が対象です。可能な限り将来の法改

正の方向にも触れたいと思います。

編修協力： お茶大女性ビジネスリーダー育成塾：徽音塾

 事務局（内藤・大木・林・清水）
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TOPICS　認定こども園

「子ども・子育て支援新制度」とお茶の水女子大学
―大学の「知」を地域の保育・幼児教育へ―

　平成 27 年 4 月にスタートした「子ども・子育て支援新制

度」は、認定こども園の普及を図り、小規模保育を含む多様

な保育の確保により待機児童の解消に取り組むとともに、地域

に子育て相談窓口（利用者支援専門員）を設けるなど、利用者

支援事業にも重点をおいていくものです。

　新制度の実施に伴い、4 月 1 日時点で認定こども園は 2836

か所となり、前年の 1360 か所に比べ倍増しました。保育所

1047 か所、幼稚園 639 か所が認定こども園に移行する一方で、

新制度で補助金が減りかねないなどの懸念から、認定こども園

だった施設が認定を「返上」したケースも 128 件ありました（平

成 27 年 5 月 8 日の内閣府の発表による）。

　こうした流れを受け、明治 9 年に日本で最初の幼稚園が創

設されて以来、幼児教育・保育に関する教育研究拠点として

140 年近い歴史を持つお茶の水女子大学も、さまざまな取り組

みを行っています。

認定こども園の開設

　平成 26 年 9 月、お茶の水女子大学と文京区は、認可保育

所に幼稚園機能を備えた区立の「お茶の水女子大学認定こど

も園 ( 仮称 *)」を大学の敷地内に開設することを発表しました。

　この認定こども園は、地域の子育て支援を目指す場である

だけでなく、大学にとっては、幼児教育・保育に関する教育研

究の場となります。今後、誕生から死までの生涯発達を見据

えた 0 歳児からの教育カリキュラムを開発するなど新たな実践

研究を行い、望ましい教育環境を探求し、発信していくことを

目指します。

　この 4 月には、「人間発達科学研究所（所長：大森 美香）」に、

新たに認定こども園の準備組織が加わり、平成 28 年 4 月の開

園に向けて計画が進められています。

【お茶の水女子大学認定こども園 ( 仮称 *)　概要】

敷地面積：約 450㎡

定員計画（園児募集 平成 27 年 11 月）

 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計

保育園（60 名） 6 10 11 11 11 11 60

幼稚園（33 名） ― ― ― 11 11 11 33

合計 6 10 11 22 22 22 93

＊正式名称は未定

参考：お茶の水女子大学 HP

http://www.ocha.ac.jp/news/h260930_1.html

　　　第 6 回お茶大保育フォーラム　　
「認定こども園の今とこれから」

　また新制度と認定こども園についての最先端の情報を発信

する取り組みも行われています。

　平成 27 年 3 月 15 日（日）に、大学の教育関係プロジェクト

ECCELL（乳幼児教育を基軸とした生涯学習モデルの構築）が

主催したフォーラムでは、国の教育・保育の枠組み作りに携わっ

てこられた二人の先生をお招きし、認定こども園が、新制度の

もとでどう変わっていくのか、子どもと子どもを育てる保護者、

保育者にとってより良いものになっていくためにはどのような課

題があるのかについて、参加者と共に考えました。

　横浜市で最初に作られた幼保一体型施設「ゆうゆうのもり

幼保園」園長の渡辺 英則氏は、園が設立された経緯と３つの

基本コンセプト（図）に基づく実践を中心にお話をしてくださ

 

認定こども園建設予定地
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TOPICS　認定こども園 認定こども園　TOPICS

いました。多様な価値観、生活リズムで育つ子どもがいる認定

こども園には、現時点では、幼保の壁、職員の連携、利用調

整の影響などさまざまな検討課題があるものの、子ども同士

や保護者同士、さらには保育者も交えて、そこで起こる混乱や

葛藤を乗り越えていくことこそが学びであり、共に生きていくこ

とにつながるとのお考えを示され、さらに、子育ては専用の施

設や保護者、保育者のみに委ねられるものではなく、地域社

会が一丸となって子どもを大切に育てるという視点が欠かせな

いと述べられました。

　一方、国の子ども・子育て会議の会長を務める無藤 隆氏（白

梅学園大学子ども学部教授）は、「保育の質の向上と子ども・

子育て支援新制度が目指すもの」と題して、新制度における教

育及び保育の認定こども園での位置づけ、保育所・幼稚園にとっ

ての新制度の意義等について解説をしてくださいました。新制

度は、まずは待機児童問題解消のためにあるが、単に受け皿

を増やすということではなく、保育者研修、施設・設備の充実

など保育の「質」の向上と一体で進められることを強調され、

そのために必要なことをご自身の “ 願い ” も交えつつ話してくだ

さいました。

　ほぼ満席の会場には、夫婦や子連れで参加されている方の

姿もあり、後半の質疑応答には多くの質問が寄せられました。

新制度が実施されるにあたり、学外からも参加できる形で、そ

のポイント、展望、問題点を知る機会が設けられたことは、大

変意義のあることではないかと感じました。

（編集協力：ECCELL（乳幼児教育を基軸とした生涯学習モデル

の構築））

（文責：お茶の水学術事業会　加納  由美）

お茶大保育フォーラム
会場

お茶大保育フォーラム
ポスター

お茶大ゴーフル　好評発売中！！

グレイス化粧水（150ml） 6,000 円
グレイス乳液（100ml） 7,000 円
グレイス美容液（30ml） 9,000 円

定価（本体価格）

ご注文・お問合せは お茶の水学術事業会まで！
TEL&FAX 03-5976-1478
E-mail : info@npo-ochanomizu.org

● 本体価格 600 円 　＊消費税・送料が加算されます。

＊ 会員および大学・附属学校園の卒業生、教職員など、関係者の方には割
引があります。

● ６袋（計１２枚）入
● ばにら・ちょこ・いちご味
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INFORMATION

お茶の水女子大学 イベント情報
2015 年 6 月以降に開催される各種イベントのお知らせです。詳細は、各主催者にお問い合わせください。

期日 イベント・講座名 参加費 備考

2015 年
5 月 18 日（月）～
7 月 14 日（火）

第 34 回附属図書館企画展示
「雨の日を HAPPY に

　～そのヒント、図書館にあります～」
無料

【会場】附属図書館 1 階キャリアカフェ横
【主催】お茶の水女子大学附属図書館
【詳細】附属図書館 HP「企画展示」をご覧ください。

http://www.lib.ocha.ac.jp/tenji/tenji_top.html
【問合せ】E-mail：lib-tenji@cc.ocha.ac.jp

2015 年
6 月   8 日（月）
7 月   7 日（火）
7 月 19 日（日）
7 月 20 日（月）

各日 12：30 ～ 12：50

図書館ピアノコンサート
ミニコンサート　６月８日
七夕コンサート　７月７日

オープンキャンパス・ミニコンサート ７月 19・20 日

※ 演奏者：音楽表現（学）コース学生
※ ベヒシュタイン社製のピアノのコンサートです。

無料

【会場】附属図書館 1 階ラウンジ
【詳細】附属図書館の HP「コンサート情報」をご覧くだ

さい。
http://www.lib.ocha.ac.jp/concert.html

【問合せ】E-mail： lib-serv@cc.ocha.ac.jp
【申込み】不要

2015 年
6 月 16 日（火）
15：30 ～ 17：00

第２回 女性のグローバルな活躍のための
ワークショップ
各界で国際的に活躍する女性を講師として、講演、交流を通し
グローバルなキャリア構築のためのヒントを提供します。
今回は、学内で外国語教育に携わる教員 2 名を中心に、グロー
バルな活動のための言語習得の役割などについて、聴衆ととも
に語り合います。

無料

【会場】お茶の水女子大学　図書館 1 階キャリアカフェ
【主催】グローバル人材育成推進センター
【詳細】http://www.ocha.ac.jp/intl/ocgl/global/

workshop.html
【問合せ】グローバル人材育成推進センター

E-mail：hosoya.aoi@ocha.ac.jp（細谷 葵）
【申込み】不要

2015 年
7 月 11 日（土）
13：30 ～ 16：00

（開場 13：00）

お茶の水女子大学グローバル協力センター
映画上映会

「Girl Rising ～私が決める、私の未来～」
※ 日本語字幕つき

無料

【会場】お茶の水女子大学共通講義棟 2 号館 102 室
【主催】お茶の水女子大学グローバル協力センター
【詳細】http://www-w.ao.ocha.ac.jp/intl/cwed/

e20150520/
【問合せ】お茶の水女子大学グローバル協力センター
【申込み】

Tel & Fax：03-5978-5546
E-mail：info-cwed@cc.ocha.ac.jp

2015 年
7 月 18 日（土）、19 日（日）、
20 日（月・祝）

※ 各日とも説明会開始時
間30分前より受付開始

※ 開催日時は状況により
変更する場合があり

学部オープンキャンパス 2015
各学部の説明会、附属図書館・歴史資料館の見学、学生によ
る相談コーナー、お茶大グッズの販売など。
※ 大学案内等の資料は大学講堂前の受付で配布します。
※ 詳細は今後、大学 HP   http://www.ocha.ac.jp/event/
 opencampus_2015.html に掲載されますのでご確認のう

え、お出かけください。

無料

【問合せ】
お茶の水女子大学 　企画戦略課（広報担当）
Tel：03-5978-5105, 5104
E-mail： info@cc.ocha.ac.jp 

【申込み】不要
※ 混雑が予想されます。より多くの高校生が参加できるよう、

付き添いの方の人数にご配慮いただければ幸いです。

2015 年 7 月
18 日（土）
13：00 ～ 17：00
19 日（日）、20 日（月・祝）
9：00 ～ 16：30

歴史資料館　特別公開
お茶の水女子大学創立 140 年特別展示をご覧いただけます。

※ 学部オープンキャンパス 2015 と同時開催
無料

【会場】お茶の水女子大学歴史資料館（大学本館１階）
【主催】お茶の水女子大学歴史資料館
【問合せ】お茶の水女子大学図書・情報課歴史資料担当

E-mail：shiryo@cc.ocha.ac.jp

2015 年
8 月 22 日（土）
9：20 ～ 16：20

附属学校園を活用した新たな学校教育制度設計
に係る調査研究　最終成果報告会
◆ 基調講演（内田伸子先生）  ◆ プロジェクトからの報告
◆ テーマ別部会からの報告  ◆ シンポジウム

無料

【会場】大学本館 306 室
【主催】学校教育研究部
【問合せ】学校教育研究部

E-mail：nonaka.mayuko@ocha.ac.jp（野仲）
【申込み】同上

2015 年 10 月～
2016 年 3 月（後期開講）

知の市場公開講座
公開講座ネットワークである知の市場は 2015 年度に全国 35
拠点で 70 科目を開講します。2015 年度後期にお茶の水女子
大学で開講する科目は VT523c「化学工業特論」、また放送大
学文京学習センターにおいては UT457「サステイナビリティ学

（演習）」です。
（詳細は知の市場 HP・http://www.chinoichiba.org/ 参照）

無料

【会場】お茶の水女子大学、放送大学文京学習センター
（東京メトロ茗荷谷駅から徒歩 2 分）
【主催】東京・知の市場（お茶の水女子大学 ライフワー

ルド・ウオッチセンター事務局）
【募集】後期の受講者募集は 2015 年 8 月 1 日から開始
【申込み】 http://www.chinoichiba.org/

① はじめて応募する方は上記 HP にて「受講者登録」を
して受講者 ID・パスワードを取得してください。

② 上記 HP にて「共通受講システム」にログインして、
受講科目の応募申込みをしてください。

【問合せ】東京・知の市場（お茶大事務局）
E-mail：chinoichiba1@gmail.com
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【口座】三井住友銀行   大塚支店（店番号 227）普通 1284200

【名称】特定非営利活動法人 お茶の水学術事業会 理事長 平野由紀子（この口座は、夢のつばさ専用口座となっております）

ご協力いただける範囲でご寄付賜りますれば幸いです。ご芳名、ご住所（連絡先）を下記までお知らせくださいませ。

領収書をお送りいたします（恐れ入りますが、税金控除の対象にはなりませんので、あらかじめご了承ください）。

連絡先：事務担当　滝澤公子　TEL&FAX：03-5978-5362　Email：tsubasa@npo-ochanomizu.org

ご
寄
付
の
お
願
い

「夢のつばさ♥プロジェクト」は、東日本大震災で親を失った子どもたちを長期にわたって支援することを目的として、

お茶の水学術事業会を中心としたＮＰＯ法人４団体によって進められている事業です。

が、子どもたちのこれからの

印象を形作っていくことに留意

したい」、「科学的な態度を忘

れずに内容を考えて」などの

助言があり、大学生はそれぞ

れ忙しい中で一生懸命に準備

し、とても好評でした。夕食後

は恒例の音楽会です。今回は、フルート・バイオリン・ピアノの

トリオマイアの皆さんがボランティア参加してくださいました。

美しいクラシックの名曲や、おなじみのポピュラーなどを取り

混ぜた演奏で、一同、素敵な時間を過ごしました。最後にはイ

ントロクイズも演奏してくださり、子どもたちはアニメの主題歌

を聴き分けたりして大喜びしていました。

2015年 春の交流会 

【実施日】2015 年 3 月 29 日（日帰りの訪問イベント）

【実施地】仙台市生涯学習支援センター、仙台市天文台

【参加内訳】小学生 6 名、中・高生 6 名、大学生スタッフ 17 名、

社会人スタッフ 3 名

　 大学 生の自主 運営から始

まった被災地での日帰り活動

も今 回で 4 回目になります。

午前中ドッヂボールなどで思い

切り体を動かし、午後はプラ

ネタリウムを楽しみました。昼

食時には参加者全員で、この春、高校を卒業して専門学校へ

進学する仲間をお祝いしました。夢のつばさ♥プロジェクトが

子どもたちの「居場所」であると同時に「夢を応援する場」と

しても充実したものとなるような活動を続けていきたいと思い

ます。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。

（夢のつばさ♥プロジェクト）

2014年 冬のクリスマスキャンプ

【実施期間】 2014 年 12 月 23 日 ~26 日

【開催地】 （株）ブリヂストン保養所奥多摩園（青梅市）、青梅
 市民会館、沢井市民センター（青梅市）

【参加内訳】 小学生 18 名、中・高生 8 名、大学生スタッフ 26 名、
 社会人スタッフ／協力者 15 名（看護師を含む）

【主な内容】

12 月 23 日 開会式、クリスマス会

12 月 24 日 朝の勉強会、海外の文化に触れる／海外の料理体験

12 月 25 日 運動会、大学生が行う授業、音楽会

12 月 26 日 閉会式、写真スライドショー

　ブリヂストン保養所の大きな研修室に、2 本のクリスマスツ

リーを用意して、みんなで飾り付けをしました。クリスマス気

分が盛り上がったところに、今年もサンタさんが訪れて、子ど

もたちにプレゼントを渡しました。みんなが楽しみにしている

クリスマス会を今年も華やかに催すことができたのは、夢のつ

ばさに心を寄せてくださる皆様のご支援の賜物と、改めて感謝

の念を深くいたしました。

　2 日目は、スニサー・ウィッタヤーパンヤーノンさん（東京外

国語大学客員准教授）が、タイ王国について紹介してください

ました。クイズやパフォーマンスを交えながら、国の概況や人々

の暮らし、タイ語の挨拶など、楽しく学びました。

　3 日目には、「世界一受けたい授業：大学生版」を企画し、

大学生が「英語と社会」「書道：

字を味わう」「ギリシア神話」

「漫画キャラクターを描く」「歴

史」「色と心理」「音楽」など

の講師を務めました。準備に

当たっては社会人ボランティア

スタッフから、「提供するもの
タイのお話

音楽会

2 0 1 4 年 冬 ～ 2 0 1 5 年 春 の 活 動
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REPORT　事業報告（共催講演会）

誰が学力を獲得するのか

　学力に影響を与える要因は、大まかに言って ①学校外教育

費の支出 ②保護者の子どもに対する学歴期待 ③家庭の所得

④母親の学歴、である。それぞれが高いほど学力が高い傾向

にある。医学部に進学する学生は年々私学出身者が増える傾

向にあり、2005 年には 8 割を越した。文化的資本・社会関係

資本（人的ネットワーク等）を有効に活用することが、子ども

の学力に大きく影響している。

学校に何ができるのか

　平成 25 年度全国学力・学習調査の追加調査として保護者に

対する調査も実施した。学力は児童・生徒の社会経済的背景

（Socio-Economic Status：SES）・学習時間の量によって規定

される。SES が高いほど学力が高い。SES の低い児童生徒が

3 時間以上勉強して獲得する学力の平均値は、SES が高くて

全く勉強しない生徒の学力の平均値より低いという結果も出

ている。

　予想される期待値よりはるかに高い成果を上げている学校

を訪問し、その特徴を研究している。秋田県の小学校では、

小学生に大学ノートを持たせ自主発展学習をさせていた。ノー

トを毎日集めて先生がコメントを書く。実践的な教員研修を欠

かさない。同僚同士の情報共有と連携を重視し、管理職のリー

ダーシップが強い。基礎基本の知識の定着と、少人数指導によ

り高い効果を上げている。しかし教員の負担の大きさが問題

視されている。

ペアレントクラシー（親の冨と願望が
子どもの学力を規定する社会）の到来

　「所得の多い家庭の子どものほうが、よりよい教育を受けら

れる傾向にあると言われます。こうした傾向についてあなたは

どう思いますか？」という質問を 4 年おきに小中学校の保護者

に行ってきた。2012 年には「やむをえない」という回答者の割

合が「問題だ」と思う割合を初めて上回った。もはや人々は、

教育機会の平等を追求すべきとは考えなくなってきている。

■まとめ

　親の社会的地位は、次世代へと相続される度合いを強めて

いる。教育投資家族は、ただでその地位を子どもに引き継が

せようとしているのではなく、将来への代価を払い合理的かつ

正当な手段で学力・学歴獲得競争に挑んでいる。しかも塾の

教育は、見学したところ決して知識詰め込みではなく、人間力

共催講演会のご報告

桜蔭会神奈川支部

『教育を見れば社会が見える
　　〜教育格差の社会学〜』 
講師　耳塚 寛明 氏（お茶の水女子大学教授 教育社会学）

【開催日時】2014 年 12 月 7 日（日）13:30 〜 15:30

【会場】神奈川県民ホール  6 階  大会議室

【主催】桜蔭会神奈川支部

【共催】お茶の水学術事業会

【参加費】 無料

【参加人数】103 名

　桜蔭会神奈川支部では、一般の

方々にも参加して頂き、ともに日本

の社会を考えていく機会にしたいと、

どなたでも参加できる形の講演会を企画しました。

耳塚先生は、長年日本各地を対象に〈教育格差〉の研究をさ

れてきました。〈格差〉は深刻化しつつあります。講演終了後、

実施したアンケートをまとめてみると、参加者にかなりの衝撃

を与えたことが察せられます。今後もこういう企画をしてほしい

という励ましのご意見も頂きました。

【講演要旨】

経済力による県別学力格差の時代から、
家庭的背景による学力格差へ

　 昭和 39 年の学力テストは北海道・東北・九州地域で低位

だった。地域の経済水準が学力に影響していた。戦後は個人

の能力と努力によって成功できる（メリトクラシー）時代となっ

たが、近年家庭の持つ経済的・文化的背景により教育格差が

深刻化してくる。
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共催講演会のご報告

お茶の水地理学会

『サプリメントとの上手なつきあい方』 
講師　藤原 葉子 氏（お茶の水女子大学教授　分子栄養学）

【開催日時】2014 年 12 月 13 日（土）13:30 〜 15:30

【会場】 お茶の水女子大学本館

 306 号室

【主催】お茶の水地理学会

【共催】お茶の水学術事業会

【参加費】無料

【参加人数】51 名

事業報告（共催講演会）　REPORT

を高めるためにかなり工夫されている。

　この状況に抵抗し、実質的な機会均等社会へと転換させる

ことは可能だろうか。日本社会の継続・存続を考えるなら、我

が子の行く末だけ見るのではなく、社会全体の子どもたちの底

上げを図っていくべきではないか。行政には、このような取り

組みへの条件整備（教員の加配等）のため、予算面での後押

しが求められる。学力格差はもはや教育界のみで対応できる

問題ではない。

　例えば保護者が意識的に、幼児期に絵本を読み聞かせる、

博物館に行く等の文化的体験をさせることは有効である。視聴

するテレビ番組、書籍の数、茶の間の話題等も学力に影響する。

行政は、質の高い公的保育サービスを、廉価で提供しなくては

ならない。文化的環境に恵まれず、学校外教育（学習塾等）を

受ける余裕の無い家庭の子どもたちが最後に勝ち残るために、

学校教育の果たす役割の大きさは言うまでもない。その実践

を、現場の先生方にお願いしたい。

（桜蔭会神奈川支部　伊東  淑子）

　お茶の水地理学会は、会員のみで

なく一般の方々の生涯学習にも貢献できるよう、2004 年から

会員やお茶の水女子大学の教授を講師として公開講演会を開

催しています。

　今回のテーマは「健康とサプリメント」。脂質栄養や脂溶性

ビタミンの基礎研究をされ、大学では管理栄養士養成や文科

省特別経費による教育関係プロジェクト「多様な食育の場に対

応可能な高度専門家の育成」に携わる藤原葉子先生が、食べ

物と健康に関する効果や作用を正しく理解するために知ってお

くべきいくつかのポイントについて分かりやすく解説してくださ

いました。

【講演要旨】

食べ物と健康を評価するための科学的根拠とは

　いつまでも若く健康で暮らしたいと考える人は多いでしょう。

しかし、そのために「何を食べ、どのような生活をすればよい

のか」となると、世の中には様々な情報が氾濫しており、ある

特定の食品成分の効果が過大に宣伝されることもしばしばあり

ます。

　健康を維持するために、1 日に何をどれだけ食べればよい

かという具体的な量（値）は、我が国では厚生労働省が 5 年

ごとに食事摂取基準として定めています。これは年齢・性別毎

の栄養素の摂取量で、過剰摂取による害や生活習慣病の予防

まで想定して策定されているもので、その基盤となっているの

は、Evidence Based Nutrition (EBN) という考え方です。これ

は医学分野で治療のガイドラインを決めるために用いられる

Evidence Based Medicine (EBM) を栄養学に導入しようという

もので、各栄養素における専門家の集団が多くの研究論文を

読み、日本人の状況にあわせて判断しています。つまり食事摂

取基準は、現時点で専門家が自信をもって正しいと言える情報

であるといえるでしょう。

　科学的根拠の判断、すなわちその研究結果がどのくらい「確

からしい」かは、研究論文の量と質によって判断されます。

　EBM ではエビデンスレベル（図）を考慮し、治療方針を決

めていきます。この手法を食べ物や栄養に応用したいのですが、

実際には、大規模な人数の被験者を使った研究がほとんどな

い、薬とは異なり食べ物の影響は大きな効果として現れにくい、

人には個人差があるため、食べているものを評価すること自体

が難しいなど、いくつかの問題があります。

　また研究のエンドポイント（到達点）によってもエビデンスレ

ベルは異なります。栄養素は食べなければ死か欠乏症、摂り

過ぎは過剰症となって現れるのですから、この意味でのエンド

ポイントは明確であり、最低限食べなければならないものやそ
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広告募集
このページに広告を掲載しませんか？ 次号は 2015 年 10 月に 2500 部
発行予定です。会員の皆様はじめ全国の公共機関などに配布していま
す。広告料金は、1 回につき 20,000 円。詳しくは下記までお問い合わ
せください。

OPEN  月～金  10:00 〜 16:00
〒 112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1 お茶の水女子大学 理学部 3 号館 204
TEL&FAX 03-5976-1478 E-mail : info@npo-ochanomizu.org
http://www.npo-ochanomizu.org
※会員の方は、お問合せの際、会員番号をお知らせください。会員番号は封筒の
　宛名ラベルに印字してあります。

今年お茶大は創立 140 周年。戦争や震災を経て、世の風潮やものの考
え方なども刻々と変化する中で、存続してきた

3 3

ことの大変さと存続して
いく
3 3

ことの幸せを思います。徽音塾、認定こども園、夢のつばさプロジェ
クト、桜蔭会の活動など、さまざまな形で「徽音」は受け継がれています。
日々の暮らしの中では「光陰矢の如し」と感じることが多いのですが…。

INFORMATION

お茶の水女子大学の研究・教育成果としての著作を無料で PDF閲覧
またはダウンロードできます。
Book List
◆『王安石及び宋詩別裁 五言絶句訳注』（2015.3）　NEW!!
	 盆詩の会（代表：和田英信）著	　名手と称される北宋・王安石の
五言絶句と、『宋詩別裁』に収める五言絶句すべての詳細な訳注

◆『古今和歌六帖全注釈』	※	
　① 第一帖（2012.3）　② 第二帖（2014.6）
	 古今和歌六帖輪読会（代表：平野由紀子）	著
◆『近世日本の儒教思想―山崎闇斎学派を中心として』（2012.3）	※	
	 高島元洋	編著、大久保紀子、長野美香	著
◆『Java プログラミング入門』（2013.10）伊藤貴之著	※	
◆『体重管理のためのカード教材「ベストアドバイザー FOR ダイエット」』
（2014.1） 赤松利恵、新保みさ、玉浦有紀	作

◆『お茶大 Plone の使い方』1 巻・2 巻（2014.3）
	 石田千晃、青砥早希、五島杏奈	作	/	横山美鶴	イラスト
※	オンデマンド出版による製本版（有料）があります。ご希望の場合には、「オ
ンデマンド出版」のボタンをクリックし、お茶の水学術事業会 HP内「E-book
ご注文フォーム」（http://www.npo-ochanomizu.org/E-book/）よりご
注文ください（お申込みから納品まで１ヶ月程度かかります）。

「お茶の水女子大学 E-bookサービス」のご案内
　　　　

お茶の水女子大学の特徴の一つとして、同
じ敷地内に附属幼稚園、小学校、中学校、
高等学校、大学があることが挙げられます。
そこで、大学ならびに各学校園にご協力い
ただき、５校園の校章入りクリアファイル
を作成しました。反対面は、国の登録有形
文化財建造物に指定されている大学本館や附属幼稚園園舎にあるス
テンドグラスのイメージに、「Ochanomizu」の文字を散らしたデザ
インです。大学生協、お茶の水学術事業会で販売しています。イベ
ントの記念品や同窓会のお土産としてもぜひ
ご利用ください。

A5 クリアファイル、絵はがきも好評です !!
　● A5 クリアファイル ：1 枚 100 円（本体価格）
　● 絵はがき ：1 枚  80 円（本体価格）

※	詳細は	HP（http://www.npo-ochanomizu.org/）の
	 「お茶大関連グッズ」をご覧ください。

〈ご注文・お問合せ〉お茶の水学術事業会事務局
TEL&FAX	:	 03-5976-1478
E-mail	 :	 info@npo-ochanomizu.org

お茶の水学術事業会事務局よりお知らせ

新しいクリアファイルができました !!

の量は明白です。しかし、疾患の治療や予防効果を考える場

合には難しくなります。高血圧と塩、飽和脂肪酸と心疾患など

疾患との関係が明らかと判断され、食事摂取基準（2015 年版）

に記載されたものもありますが、科学的根拠不十分として策定

を見送られるケースがほとんどです。

　世の中に氾濫している「これを食べると○○によい」という

情報は、もちろん様々な研究結果に基づいたものですが、確か

らしさはそれぞれ異なります。サプリメントを選ぶ時には、も

のによってその科学的根拠に大きな差があることは知っておい

た方がよいと思います。

栄養素の欠乏と不足

　栄養素が欠乏している場合、誰がみてもわかる古典的な症

状として表れることもありますが、外見上は異常がなくても不

足状態になっていることもあります。疫学的にみると、ある栄

養素のレベルが低い集団では疾患のリスクが高くなることがあ

ります。例えば血中のビタミン D レベルの低い高齢者では骨粗

鬆症になる人が多いことが分かっており、このような生命現象

に必要な栄養素をサプリメントとして補充することは十分有効

なことに思われます。

　ビタミンやミネラルのような微量栄養素は、摂取量だけでな

く体内で有効に利用されているかどうかも重要です。ヒトゲノ

ム計画でヒトの遺伝子が解読され、個人の遺伝子診断も簡単

にできる時代になりました。食べ物の消化・吸収・代謝に関す

る遺伝子の違いや、疾患との関連もわかるようになっています。

例えば葉酸というビタミンを有効利用できない人は、血中のホ

モシステインが溜まってしまうため、脳梗塞の発症リスクが高

いことが知られています。このようにヒトの多様性に基づく個

人差が、微量栄養素の体内利用や不足に関わってくることは、

疫学研究や食事摂取基準では対応できない問題です。

　適切な栄養素の量は個人によって異なる可能性があります。

サプリメントは、本来の意味である「足りないものを補充する」

ために、上手に利用していきたいものです。

（お茶の水地理学会　須野原 智恵子）

● A4 サイズ：1 枚 120 円
（本体価格）


