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特定非営利活動法人お茶の水学術事業会 2016年度 事業報告書 

2016年4月1日〜2017年3月31日 

【 特定非営利活動にかかる事業 】 

Ⅰ．教育研究活動事業 

１．セミナー、シンポジウム等開催事業：実施なし 

２．リカレント・リトレーニング等開催事業：実施なし 

３．国内学会の企画運営、国際学会等の準備事業 

・学会事務代行業務：アジア政経学会、昭和文学会、全国大学国語国文学会、日本近代文学会、 

          日本唾液腺学会、日本ポリフェノール学会、表現学会、 

          関根賞、竹村和子フェミニズム基金 

４．講演等の講師派遣斡旋等事業（講師派遣、セミナー・講演会の共催等） 

・講師派遣斡旋等事業 

・講演等の共催事業：参加者が50名以上の公益性のある講演会を対象として、講師謝礼（1件につ

き3万円まで）と交通費（実費、下級運賃で5万円まで）を支給 

（１）桜蔭会新潟支部講演会 

  「子育てに『もう遅い』はありません～ どの子も伸びる共有型のしつけのススメ ～ 」 

  講師：内田 伸子 氏（お茶の水女子大学名誉教授、桜蔭会会長） 

  開催日：2016年6月19日（日） 

  会場：新潟市ユニゾンプラザ ４階 大研修室 

  参加人数：149 名（一般 123 名、会員 26 名） 

  参加費：無料 

  共催金額：19,500円（講師謝礼金：0円、交通費：19,500 円（実費）） 

（２）桜蔭会山梨支部講演会 

  「ポリフェノールと健康 ～ 飲食で体の錆を落とすアンチエイジング ～ 」 

講師：近藤 和雄 氏（東洋大学食環境科学部教授、お茶の水女子大学名誉教授） 

開催日：2016年6月25日（土） 

会場：甲府市総合市民会館 大会議室 

  参加人数：81 名（一般 61 名、会員 20 名） 

  参加費：無料 

  共催金額：37,440円（師謝礼金：30,000円、交通費：7,440 円（実費）） 

５．学術・調査・研究・教育等の活動運営支援事業 

    (a)-1助成金事業：対象となる事業費の2分の1以内（上限10万円）の助成金を支給 

（１） 桜蔭会大阪支部講演会 

               「なぜ日本は、少子化・財政難国家になってしまったのか？ 

～ 今後の女性の政治参画への期待 ～」 

講師：嘉田由紀子氏（元滋賀県知事、びわこ成蹊スポーツ大学長） 

開催日：2016年5月14日（土） 

会場：大阪大学中之島センター9階交流サロン「サロン・ド・ラミカル」 

  参加人数：31名  

  参加費：無料 

企画実施：桜蔭会大阪支部 

  助成金額：31,500円 
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（２） 桜蔭会神奈川支部講演会 

        「みんなで守る！子どものいのち 

～ 防ぐことのできる子どもの傷害（ injury ）について学ぶ ～」 

講師：山中 龍宏 氏（NPO法人 Safe Kids Japan理事長、緑園こどもクリニック院長） 

開催日：2016年9月28日（水） 

会場：男女共同参画センター横浜1階ホール 

  参加人数：66名 

  参加費：無料 

  企画実施：桜蔭会神奈川支部、男女共同参画センター横浜 

  助成金額：30,000円 

(a)-2 報告書・講演録・ちらし等作成:：テープ起こし・リライト・編集・印刷の請負 

（１）お茶の水女子大学  

① 理系女性教育開発共同機構 

・冊子印刷：「地域～日本～世界で活躍する、多くの理系女性を育てるために」（2015 年 8

月29日に開催されたキックオフシンポジウムの記録） 1,000部 

② お茶の水女子大学 グローバルリーダーシップ研究所 

・冊子作成：リーダーシップ論 第9回「未来を担う若き友人たちへ」（遠山 敦子 氏、2016

年5月18日開催） 950部（＊） 

・冊子作成：リーダーシップ論 第 10回「ダイバーシティと『ダイバーシティ』（山口一男

著）―性別によらず多様な個人が生き生きと生きられる社会とは―」（山口 一男 氏、2016

年7月9日開催） 950部（＊） 

＊ お茶の水学術事業会の会員、桜蔭会支部に配布 

③ 大学資料室 

・テープ起こし：大学150年史編纂に向けた大口勇次郎名誉教授インタビュー（2016年11

月10日実施） 

（２）外部 

① ネスレ日本株式会社 

・冊子作成：「ネスレ栄養・健康・ウエルネス講演集5 栄養とヘルシー・エイジング」（2015

年11月13日に開催された「第5回 食と生命のサイエンス・フォーラム2015」の講演録）  

 50部 

・冊子作成：「ネスレ栄養・健康・ウエルネス講演集 6」（2016 年に開催されたランチョンセ

ミナー2件の講演録） 50部 

・テープ起こし：第6回 食と生命のサイエンス・フォーラム「ヒトの健康と腸内菌叢」（2016

年11月22日開催） 

② キユーピー株式会社 

・冊子作成：「食に貢献する『噛むと食品』」（2016年6月11日に開催された第34回日本顎咬

合学会学術大会・総会 公開フォーラムの講演録） 1,000部 

   (a)-3 HP作成・管理請負‐2件（認定遺伝カウンセラー制度委員会、遺伝カウンセリング・ジャパン） 

   (a)-4 メーリングリストによる公開セミナー・シンポジウム・講演会等の情報の配信：17件 

【対象】会員ならびに関係者 約350名 

【配信内容】 

・第3回お茶大カップミニ四駆大会（2016年6月19日、理系女性教育開発共同機構） 



第１号議案 

- 5 - 

・【徽音塾】秋学期 9 月・11 月講座の受講生募集のお知らせ（お茶大女性ビジネスリーダー育成塾：徽音

塾 事務局） 

・第3回リケジョ‐未来シンポジウム－サイエンスの学びから将来の夢へ－（2016年7月16日、理系女

性教育開発共同機構） 

・「ヒューマンライフイノベーション開発研究機構」キックオフシンポジウム（2016年7月30日、ヒュー

マンライフイノベーション開発研究機構） 

・【徽音塾】秋学期講座（9月・11月）申し込み締め切り延長のお知らせ（お茶大女性ビジネスリーダー育

成塾：徽音塾 事務局） 

・理系女性教育開発機構第2回シンポジウム「子どもがサイエンスに目覚めるとき-多くの女性が理系に進

むために-」（2016年9月3日、理系女性教育開発共同機構） 

・第14回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム「国際的にみて日本の研究者における女性割合はなぜ伸

びないのか？」（2016年10月8日、第14期男女共同参画学協会連絡会事務局） 

・中高生向けサイエンスセミナー「電子回路で遊ぼう！」（2016年10月23日、理系女性教育開発共同機

構） 

・平成28年度女性研究者研究活動支援事業（連携型）シンポジウム／ワークショップ「女性研究者のグラ

スシーリングを破る～ 工学系女性研究者がいっそう輝ける社会に向けて ～」（2016年12月10日、企

画戦略課男女共同参画推進担当） 

・第４回 女性グローバルリーダーシップ国際会議「新たなリーダーシップとは：『共にあるリーダーシッ

プ』の可能性を探る」（2016年12月17日、グローバル人材育成推進センター） 

・理系女性教育開発共同機構主催 第 3回実験教室「挑戦してみよう！電子工作」（2016年 12月 18日、

理系女性教育開発共同機構） 

・お茶の水女子大学 株式会社ブリヂストン 協定締結記念パネルディスカッション「女性リーダーが未来

をつくる 多様性のある社会に向けて」（2017年1月9日、企画戦略課男女共同参画推進担当） 

・企画展示「東京女子師範学校からお茶の水女子大学へ－所蔵資料からみる女子高等教育－」（2017 年 1

月23日～2月2日、図書・情報課 歴史資料館担当） 

・国際シンポジウム「企業における女性博士人材への期待」（2017年3月7日、お茶の水女子大学 リー

ディング大学院推進センター） 

・国際シンポジウム「科学における女性のリーダーシップとは－アジアと欧州の経験から」（2017年 2月

20日、グローバルリーダーシップ研究所） 

・【徽音塾】2017年度 説明会（2017年3月18日、お茶大女性ビジネスリーダー育成塾：徽音塾 事務局） 

・第 5回リケジョ未来シンポジウム「－サイエンスの学びから将来の夢へ－」（2017年 3月 25日、理系

女性教育開発共同機構） 

 

     (b) 夢のつばさ❤プロジェクト（別紙） 

６．学術関連等の出版事業 

   ・お茶の水E-bookサービス オンデマンド出版および製本版販売 

『近世日本の儒教思想―山崎闇斎学派を中心として』（2分冊、セット価格21,600円） 

『古今和歌六帖全注釈 第一帖』（10,300円）、『古今和歌六帖全注釈 第二帖』（9,720円）、 

『古今和歌六帖全注釈 第三帖』（8,964円、※ 2016年度追加） 

『Javaプログラミング入門』（5,100円） 価格はすべて税込み 

Ⅱ．国際交流に関する事業：実施なし 

Ⅲ．教育研究施設等の整備保全に関する事業：実施なし 
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Ⅳ．経済活動における男女共同参画促進事業 

１．女性ベンチャー起業家への助成事業：実施なし 

２．女性事業家・起業家育成のためのセミナー・シンポジウムの開催 

  ・女性のためのセミナー「ステップアップのためのマネーと仕事」 

講師：渡辺 明子 氏、平野 正子 氏、池田 範子 氏、臼井 令子 氏 

開催日時：2016年6月4日、18日、7月2日（土）13:30～15:30 

会場：女性専用コ・ワーキングスペースAlbo 3Fセミナールーム 

受講料：3,000 円（テキスト代を含む） 

共催：株式会社M2.F 

受講生：6名 

３．女子学生等を対象とした就職セミナー等の開催：実施なし 

 

Ⅴ．男女共同参画社会のための啓発事業 

１．機関紙（誌）、教育・研究等に関する啓発書の発行 

    （１）会報「ellipse」 

第40号（2016年5月） 3,300部 ※うち800部はホームカミングデーで配布 

第41号（2016年10月）2,700部 

第42号（2017年2月） 3,600部 ※うち930部は2017年度新入生（大学・大学院）配布分 

（２）お茶の水ブックレット販売：667冊 

   ２．ホームページの開設・運営 

      お茶の水学術事業会 http://www.npo-ochanomizu.org/ 

      夢のつばさプロジェクト http://www.npo-ochanomizu.org/tsubasa/index.html 

【 その他事業 】 

 Ⅰ．機関紙（誌）への広告掲載事業（一枠：20,000円）：なし 

 Ⅱ．衣料品、文具、生活雑貨の企画販売事業 

   １．企画販売 

（１）グッズの企画・作成 

・お茶大ゴーフル － 外箱、しおりをリニューアル 

・クリアファイル － 増刷：附属学校園校章入り（紺）2,000枚 

・お茶大絵はがき － 大学正門とお茶の花：300枚 

・一筆箋 － 1,500冊 

（２）販売    

   ・お茶大ゴーフル（600円）  ・クリアファイル（A5：100円、A4：120円） 

   ・絵はがき（80円）      ・一筆箋（360円） 

  ＊（ ）内は定価（消費税別） 

 

   ２．受託販売 

・雅Grace－グレイス－ 

 ＊ 2017年1月31日 SANSHO株式会社での販売終了 

 ＊ 2017年2月～ 乳液・美容液の在庫は（株）オードシエルで販売 
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【 運営について 】 

（１）理事会 

・2016年5月14日（土）  第1回理事会（於：お茶の水女子大学理学部3号館ラウンジ） 

・2016年5月18日（水）  第2回持ち回り理事会（メール） 

・2016年6月11日（土）  第3回理事会（於：お茶の水女子大学理学部3号館ラウンジ） 

・2016年12月21日（水） 臨時理事会（於：お茶の水女子大学理学部3号館会議室） 

・2017年3月11日（土）  年度末理事会（於：桜蔭会館2階会議室） 

 （２）総会：2016年6月11日（土）（於：お茶の水女子大学理学部3号館ラウンジ） 

 （３）スタッフミーティング：2016年7月26日（火）、2017年1月10日（火） 

                     以上 


