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Ⅰ．お茶の水女子大学の規模	

■学部　※（　）は2011年5月1日現在の学生数　　２０９１名	
　　文教育学部　（９５３名）　	

　　　人文科学科、言語文化学科、人間社会科学科、芸術・表現行動学科	

　　理学部　（５５９名）	

　　　数学科、物理学科、化学科、生物学科、情報科学科	

　　生活科学部　（５７９名）	

　　　食物栄養学科、人間・環境科学科、人間生活学科	

■大学院人間文化創成科学研究科　　１０４２名	

　　　前期課程　（５４６名）	
　　　後期課程　（４９６名）多世代のキャンパス 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　３人に１人が大学院生 
 
□附属学校園 
　　附属高等学校、附属中学校、附属小学校、　　　 
　　附属幼稚園、いずみナーサリー 
 
□後援会、同窓会　　　　　　　　※　一つのキャンパスで多様な多世代の交流 



Ⅱ．大学の創設	

•  東京女子師範学校（お茶の水女子大学の前
身）創立の経緯　	  
　木戸孝允（文部卿）の布達	

　　明治7年3月	  
	

　　　　　	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  

	  
女子の教育が男子と優劣の差が生じるこ
とのないよう女子師範学校を設ける	  
［文部少輔による太政大臣宛設立建議書（明治７年1月）を受
けての布達］	 木戸孝允肖像画	



•  1875（明治  8）年　 御茶ノ水（現文京区湯島）の地に、我が
国最初の女性の高等教育機関として東京女子師範学校創立　	  
　　	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  

1923（大正12）年　 関東大震災のため、校舎焼失	



	  
　昭憲皇太后	  
　	  

	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創立時の皇后の行啓	  



日本初の女性博士	

保井コノ（１８８０‐１９７１）	

1927年（昭和２）年　47歳	
学位取得の頃　顕微鏡と共に	

香川県出身。	

１８９８（明治３１）年	

　女子高等師範学校理科の第一回生として　	

　入学	

１９１１（明治４４）年	

　『 Annals of Botany 』（英国）に論文を発表。　	
　日本の女性研究者が外国に発表した初の	

　科学論文	

１９１９（大正８）年	

　東京女子高等師範学校　教授就任	

１９２７（昭和２）年	

　理学博士。日本初の女性博士となる	



女性初の帝国大学入学生	

黒田チカ（１８８４‐１９６８）	

1942（昭和17）年6月	
理化学研究所の実験室にて	

佐賀県出身。	

１９０２（明治３５）年	

　女子高等師範学校理科入学	

１９１３（大正２）年	

　東北帝国大学理科大学に入学。	

　女性初の帝国大学入学	

１９１８（大正７）年	

　東京女子高等師範学校　教授就任	

１９２９（昭和４）年	

　理学博士	

１９５３（昭和２８）年	

　ケルセチンの研究で特許	



初の女性農学博士 	

1951（昭和26）年5月	

米国視察（1~4月）帰朝の際の記念写真	

辻村みちよ（１８８８‐１９６９）	

埼玉県出身。	

１９０９（明治４２）年　	

　　東京女子高等師範学校理科入学。(20歳) 
１９１３（大正２）年　	

　　東京女子高等師範学校理科卒業し、	

　　神奈川横浜高等女学校教諭となる。	

１９２２（大正１１）年　	

　　東京帝国大学医学部医化学教室に移動し、	

　　生化学の研究を続ける。	

１９３２（昭和７）年	

　　農学博士。日本初の女性農学博士。	

１９４９（昭和２４）年  		

　　お茶の水女子大学教授就任	

１９５０（昭和２５）年 	

　　初代家政学部長	



国際的な女性物理学者	

1948（昭和23）年頃	

学生との昼食会、徽音堂の屋上で	

湯浅年子（１９０９‐１９８０）	

東京都出身。	

1927（昭和２）年	
　東京女子高等師範学校理科入学。	

1940（昭和１５）年	
　フランス政府給費留学生として渡仏。	

1943（昭和１８）年	
　フランス国家学位（理学博士）	

1945（昭和２０）年	
　東京女子高等師範学校　教授就任	



本学の歴史	
1875（明治  8）年　 御茶ノ水（現文京区湯島）の地に、	
　　　　　　　　　　　 　我が国最初の女性の高等教育機関として東京女子師範学校創立	
1885（明治18）年　 東京師範学校に合併され、東京師範学校女子部となる	
1886（明治19）年　 東京師範学校から高等師範学校と改称	
1890（明治23）年　 高等師範学校から女子部を分離し、女子高等師範学校を創設	
1908（明治41）年　 奈良女子高等師範学校の設置に伴い、東京女子高等師範学校と改称	
1923（大正12）年　 関東大震災のため、校舎焼失	
1932（昭和  7）年 　現在地（文京区大塚）の新校舎に移転	
	
1949（昭和24）年　 お茶の水女子大学（文学部・理家政学部）設置	
1950（昭和25）年　 文学部を文教育学部に、理家政学部を理学部及び家政学部に変更	
1963（昭和38）年　 大学院家政学研究科（修士課程）を設置	
1964（昭和39）年　 大学院理学研究科（修士課程）を設置	
1966（昭和41）年　 大学院人文科学研究科（修士課程）を設置	
1976（昭和51）年　 大学院人間文化研究科（博士課程）を設置	
1992（平成  4）年　 家政学部を生活科学部に改組	
1997（平成　9）年　 大学院人文科学・理学・家政学研究科（修士課程）を廃止し、	
　　　　　　　　　　　　 大学院人間文化研究科（博士前期課程）に改組 
	
2004（平成16）年　 国立大学法人お茶の水女子大学を設置	
2007（平成19）年　 大学院人間文化研究科を大学院人間文化創成科学研究科へ改組	
	



卒業写真	

明治25 （1892）年	

小学師範科卒業生の卒業記念写真 	

明治12(1879)年 	

小学師範科第1回卒業生の卒業記念写真。 	



•  1932（昭和  7）年	  
　　　　　現在地（文京区大塚）の新校舎に移転	



卒業式　2010年3月23日	



Ⅲ.　国際交流	
■国際交流協定校	

　23カ国47大学（平成23年4月現在） 	
　交換留学制度や語学研修プログラムを利用して、協定校へ留
学することができます。	

■留学生数　234名 
出身国・地域	 人数	 出身国・地域	 人数	 出身国・地域	 人数	

中国	 149	 ポーランド	 ３	 トルコ	 1	

韓国	 41	 ロシア	 ３	 ネパール	 1	

台湾	 13	 クロアチア	 ２	 フランス	 1	

タイ	 7	 フィンランド	 ２	 マレーシア	 1	

英国	 3	 　　イタリア	 　  1	 モンゴル	 1	

ベトナム	 3	 カザフスタン	 1	 ルーマニア	 1	



国際交流の第一歩：	  
　タイからの留学生　1903（明治36）年	

明治36（1903）年5月、シャム（現在のタイ）国皇后の発意によりシャム国駐在の日本公使の仲介で
男女8名がわが国に留学し、本校ではそのうち女子4 名（ジョン、ヌワン、ピット、リイ）を受け入れた。
4名は当初の予定では3年間であった留学期間を1年延長し、明治40年3月に成業のうえ帰国 （1名
は病気のため39年中に帰国）。 	



国際交流のためのプログラム	

◇　現在実施中のプログラム	  
　　 ・女性リーダーを創出する国際拠点の形成	

　　・グローバル社会における平和構築のための大学間ネット	  
　　　ワークの創成‐女性の役割を見据えた知の国際連携‐	  
　　・大学教育の国際化加速プログラム（国際共同・連携支援）	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔東京医科歯科大学共同事業〕	  

　　・若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム	  
　　・研究者海外派遣基金助成金	  
　　　　　　　　　　［組織的な若手研究者等海外派遣プログラム］	  
	  
◇　国際交流､国際性の強化に力を入れています。	  
　　	  



Ⅳ．教育の理念	

•  教育の可能性	
　　人間は、自分が知っているものも知らないものも、これを探究すること
はできない。	

　　知っているものを探究するということはありえないだろう。	
　　なぜなら、知っているのだし、ひいてはその人には探究の必要が全くな
いわけだから。	

　　	  
　　また、知らないものを探究するということもありえないだろう。	
　　なぜなら、その場合は、何を探究すべきか、ということも知らないはず
だから。	

　メ　ノ　ン　：あなたには、この議論がよくできているとは、思えませんか、	
　　　　　　　　ソクラテス。	
　ソクラテス：ぼくはそうは思わないね。	

　　　　　　プラトン（Platon）『メノンMENΩN』藤沢令夫訳　岩波文庫　pp.45-‐6	  



•  教育のあり方	
　　スコラ的教育：	  	  	  
	  	  	  	  	  　　伝達、再生、体系化	  
　 　 　　教師は代替可能な知の仲介者   伝達と蓄積	

　　マイスター的教育：	  
	  	  	  	  	  　　卓越した個人、尊敬と愛、権威　従属と追従	
　　ソクラテス的教育：	  
	  	  	  	  	  　　無知の自覚、可能性の覚醒    　相互に同等	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  　　　　　　　　　　	  	  (	  Jaspers,	  Was	  ist	  Erziehung）	  
	

•  批判、自律、創造	



「批 判」	

•  批判　Ｋｒｉｔｉｋ	
　「私がここでいう批判は、書物や体系の批判ではなく、理性が一
切の経験にかかわりなく得ようとするあらゆる認識に関して、
理性能力一般を批判することである。	  

　　したがって、この批判は、形而上学一般の可能性や不可能性
の決定、この学の源泉、範囲、限界の規定ということになる。…」	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Kant,	  Kri0k	  der	  reinen	  Vernun4,	  A	  XII）	  
	

・ ‘cogito	  ergo	  sum’（われ思う、故にわれあり）	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R.Descartes）	



「自律」と「創造」	

•  ルサンチマン ressenIment	  	  [F.Nietzsche]	  
　　Gut	  	  (←→schlecht)	  
	

　　 Böse	  ←　①　　　　 ①まず、「悪い敵」「悪人」を想定する	
　　　　　　→　②　gut	  	  　②それを基本概念として「善人」を考案	  
                                                      これが自分なのだ！	  
　　奴隷道徳は「外からのもの」、「自己でないもの」を頭から否定す
る。	  

　　評価のこの逆転‐自己自身へ帰る代わりに外へ向かうこの必然

的な方法‐これこそはまさしく＜ルサンチマン＞の本性である。	  
　　　　　　　　　　　　　  （Nietzsche,	  Zur	  Genealogie	  zur	  Moral,1887	  第一論文[10]）　　	



教育の理念	

•  批判し、創造し、自律の基盤を取得する。	



Ⅴ．研究の理念	

•  発想の起源　‐理性の運命‐	  
　　　	  

　　人間の理性は、ある種の認識について特殊な運命を担っている。	
　　理性が斥けることもできないし、応えることもできないような問題に悩まされる
という運命。	  

	

　　斥けることができないのは、その問題が理性の本性からして理性に課せられ
ているから。	

　　応えることができない、というのは、この問題が人間の理性の能力を超えてい
るから。	

　　人間の理性がこのような窮地に陥るのは、理性に責めがあるわけではない。	  
	
　　理性は原則から出発するが、その原則は、経験おいては必ず使われなけれ
ばならない。	

　　この原則によって、理性は条件からさらにその条件へと、条件の系列を次々と
さかのぼる。	

　　しかも問題はいつになっても尽きることを知らないので、理性はこのような仕
方では自分のなすべきことがいつまでも不完全な領域にとどまっていなけれ
ばならないことに気づく。	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カント（I,	  Kant）『純粋理性批判』	  



研究の対象	

デカルト　「哲学（学問）の木」	  
　実用的学問	  
　基幹的学問	  
　形而上学	

	

　	



•  人間性を磨き、知の限界に挑戦し、	
　　新たな世界を拓く	  
	  
•  科学と技術	  
「技術は単に手段であって、それ自体は善でも
悪でもない。重要なのは、人間は何の目的で
技術を用いるのか、である。	

　技術に支配されるのではなく、技術を支配す
る人間とはどのような人間か、が問題なので
ある。」 （K.Jaspers）	

　	  
	

研究の理念	



Ⅵ．お茶の水女子大学の教育と研究	

•  教育の理念：　	  
	  	  「批判し、創造し、自律の基盤を習得する。」	  

	  	  	  	  	  　主体性を重視する高度な教養教育	  
　　　　　文理融合リベラルアーツ	  
　　　　　複数プログラム選択履修制度	  
　　　　　リーダーシップ教育	  
	

•  研究の理念：　	  
	  	  	  「人間性を磨き、知の限界に挑戦し、新たな世界を拓く。」	  
　　　基盤研究／先端研究	  

	  
	

　	



国内外の大学との連携　　　　　　　　　　　　　　　	

○東京海洋大学と連携協力協定を　 
　　　締結（H23.4.26）	

○東京工業大学と教員人材交流協定を　　 
　　　締結（H22.5.14) 

○ケルン大学と学術交流協定を締結    　 
　　　　　　　　　　　（Ｈ22.3.18）	



Ⅶ．国立大学の役割と使命	  
１）女性の活躍状況	

•  GDP ：国内総生産（Gross	  DomesIc	  Product）	  
•  HDI ：人間開発指数（Human	  Development	  Index）	  
　　国連開発計画よる指標で平均寿命、教育水準（成人識字率と就学率）、調整済
み一人当たり国民所得を用いて算出	  

•  GII　	  :	  ジェンダー不平等指数（Gender	  Inequality	  Index）	  
　　妊産婦死亡率、国会の議席に占める女性議員比率、15‐19歳の女性1000人あ
たりの出生数、中・高等教育を受けた成人の割合、労働市場への参加率を用いて
算出　	  	  

•  世界経済フォーラムによる発表では、日本のジェンダー・ギャップ指
数（男女平等指数）が、134か国中94位	  

　　　（The	  Global	  Gender	  Gap	  Report	  2010:	  Country	  Profiles	  and	  Highlights	  –	  Japan）	  



２）女性の活躍への期待	

男女共同参画社会基本法（平成11年6月23日交付・施行）	
　男女共同参画社会を実現するための５本の基本理念	
　　　・男女の人権の尊重	
　　　・社会における制度又は慣行についての配慮	
　　　・政策等の立案及び決定への共同参画	
　　　・家庭生活における活動と他の活動の両立	
　　　・国際的協調　	

男女共同参画基本計画（2000年閣議決定）	
男女共同参画基本計画＜第２次＞（2005年閣議決定） 
男女共同参画基本計画＜第３次＞（2010年12月閣議決定）	



リーダーシップ教育 
“Migakazuba”	  



お茶の水女子大学のミッション	

大学の理念	  

　　人が出会い、知が交流し、	  
学をなすことによって文化を創造し、蓄積し、社会

に発信し、その発展を促す。	

「学ぶ意欲のあるすべての女性にとって 
真摯な夢を実現させる場として存在する」	



	

充実した学生生活でありますように。	 


