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2022年度 入学式式辞
	 　学長　髙橋	裕子

ご入学おめでとうございます。今日、みなさんはどのような思いで
本学の門をくぐられたでしょう。これからの出会いや学びを楽しみに
しておられることと思います。
津田梅子は1900年の開校式の式辞で「all-round	women となるよ
うに心掛けねばなりません」と強調しています。「all-round	women」は、
本学の建学の精神の中核を占める言葉です。女性にリベラルアーツ教
育は必要ないとされ、高等教育を受けることさえ許されない時代に、
津田梅子は all-round	women という英語で、女性にも「総合知」を奨
励したのです。
津田塾大学の前身である女子英学塾の同窓会誌では、「自主的な学
び、自分の頭で思考することを学生たちに奨励します。男性と同様に
女性もそのような資質が求められる時代が来ています」「論理的に考
える力を培ってさまざまな問題について自分自身の意見や考えを持つ
ことができるようになる」と述べていました。
100年以上も前から、自分の頭で考え、判断できる「個」を女子学
生に培うことを明言しています。このような建学の精神が根付き、津
田塾大学は女性パイオニアを数多く輩出してきたのです。
自らの考えに基づいて判断することを学んだ卒業生を二人、紹介し
ます。
津田英学塾の卒業生で、著名な社会学者である鶴見和子氏（1918
年生まれ）は晩年、次のように語っていました。「人間は自然の完全
な一部。自然を破壊すれば人間自身を破壊することになる。戦争は一
番大きな自然破壊」「男は一代で事をなし遂げようと焦る。女は代々
続く生命の流れの中で自分の志が受け継がれていくと期待して、ゆっ
たりしている」「命のつながりを考える仕事をしてほしい。……　そ
れと、二十世紀の『負の遺産』を水に流さず、二十一世紀でその問題
を解決すべく女の立場で考えてほしい。『女の立場』っていうのはこ
れからとっても大事になってくると思うんですよ」
今、ウクライナで戦争が起きています。どうして戦争が起き、なぜ
それを止めることができないのか。さまざまな科目を履修し、さらに
留学やフィールドワーク、学外学修の経験を通して、みなさん一人ひ
とりがご自身の考えや声を持ってほしいと願います。私は鶴見氏の「女
の立場」に限定する考え方には必ずしも賛同しませんが、21世紀の
今も停戦協定や外交交渉の場に女性がほとんどいないことは大きな課
題だと考えます。
もう一人は、みなさんにも是非、読んでいただきたい『津田梅子』
という本を書いた作家の大庭みな子氏です。
広島県立賀茂高等女学校の生徒であった大庭氏は、1945年８月６
日の広島への原爆投下後、広島市で被爆者救援活動に動員され、塗炭
の苦しみに喘ぐ人々を目の当たりにしました。
大庭氏も本学で学んで良かったとドキュメンタリーフィルム『夢は
時をこえて』の中で語っています。「……梅子先生が、力を込めて教
えて下さったことは、言葉の命、言葉というものの奥にあるもの、人

間の命みたいなものですから」と。
「命のつながりを考える仕事をしてほしい」と語った鶴見氏との共
通点が見えるように思います。
2017年、津田塾大学は「Tsuda	Vision	2030」を策定しました。「変
革を担う、女性であること」をモットーとし、ミッションステートメ
ントでは、「弱さを、気づきに。強さを、分かち合う力に。不安を、
勇気に。逆境を、創造を灯す光に」と謳いあげました。
みなさんが、「変革を担う女性」として育っていくこと、そのため
にこれからの大学生活での学びに真摯に取り組み、研鑽を積まれるこ
とを祈念して、私の祝辞といたします。

▪ 2022年度入学者数
学　部 学　科 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次

学芸学部

英語英文学科 242 1 1 ー
国際関係学科 224 ー 2 ー
多文化・国際協力学科 78 ー ー ー
数学科 59 ー ー ー
情報科学科 52 ー ー ー

小　計 655 1 3 ー
総合政策学部 総合政策学科 136 ー ー ー

学部合計 791 1 3 0

大学院 課　程 １年次 2 年次 ３年次

文学研究科 修士課程 15＊ ー
後期博士課程 3 ー ー

国際関係学研究科 修士課程 7 ー
後期博士課程 0 ー ー

理学研究科

修士課程 9 ー
（数学専攻） （4） ー
（情報科学専攻） （5） ー
後期博士課程 0 ー ー

小平キャンパス 千駄ヶ谷キャンパス

＊英語教育研究コース10名含む
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津田梅子記念同窓会賞受賞者発表
津田塾大学同窓会では、成績・人物ともに
優れ、奉仕の精神に富む4年生に対して、「津
田梅子記念同窓会賞」を授与しており、この
たび2022年度の受賞者が決定しました。
皆様、受賞おめでとうございます。

ようこそ津田塾大学へ
2022年 4月に 6名の交換留学生が津田塾大学に入学しました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

＜学芸学部＞
英語英文学科	 土方	雅子
国際関係学科	 田村	かんな
多文化・国際協力学科　竹内	彩乃

2022年度前期入学 交換留学生

国民大学（韓国）
Song, Seoyoon
（ソン	ソユン）
国際関係学科

淡江大学（台湾）

He, Wan-Yun
（カ	エンウン）
国際関係学科

ハインリッヒ・ハイネ大学
デュッセルドルフ（ドイツ）

Tobias, Noa
Magdalene
（トビアス	ノア	マグダレーネ）
国際関係学科

CY	セルジー・パリ大学
（フランス）

Lopes, Solène
Amandine
（ソレヌ	ロペス）
英語英文学科
（オンライン留学）

ハノイ国家大学外国語大学（ベトナム）

Than, Thuy Tien
（タン	トゥイ	ティエン）
多文化・国際協力学科

2021年度後期からオンライン留学をしていた留学生1名も来日しました。

国民大学（韓国）

Eom, Eunkyo
（オム	ウンギョ）
国際関係学科

国民大学（韓国）

Lee, Nahee
（イ	ナヒ）
国際関係学科

学生報告 　「地方創生☆政策アイデアコンテスト 2021」受賞
内閣府が主催する「地方創生☆政策アイデアコンテスト2021」にて総合政策学科4年の赤司美澪さんが次の賞を受賞しました。

▪受賞にあたって
　総合政策学部	総合政策学科	4 年　赤司	美澪

今回私たちが応募した「地方創生☆政策アイデアコンテスト」とは、データ分析を通して発見
した地域の課題を踏まえて、地域を活性化するためのアイデアを競うコンテストです。偶然コ
ンテストの存在を知り、大学で学んだ地方創生に関する知識を生かして何かをしたい、衰退し
つつある自分の生まれ育った二宮町を元気にしたいと思ったため、参加を決めました。アイデ
アを考えるにあたり、二宮町の人口や財政、産業などに関するデータを分析したのですが、自
分は意外と生まれ育った町のことを知らないのだと気がつきました。また、私は幼なじみと2
人で参加したのですが、自分たちではわからないところもあったため、町役場の職員の方など
にも協力を仰ぎました。その中で感じたことが、データからは見えてこない事実もたくさんあ
るということです。もちろんデータに基づいた客観的な視点は必要ですが、特に地方創生のよ
うに地域の方の理解や協力が不可欠なアイデアには、生の声を取り入れることが大切だと学び
ました。現在は私たちのアイデアを実現するための取り組みを少しずつ進めている状況ですが、
多くの方に賛同していただけるものにするためにも、地域の方の意見を積極的に取り込んでい
きたいです。

写真右が赤司さん。一緒にコンテストに参加した
鈴木さんとともに。

◦受賞アイデア
　 「婚活特化×学校シェアハウス   

 〜多くの出会いと在住体験で神奈川県二宮町の魅力発見！〜」

協賛企業賞「観光予報 DS（Data Science）賞」（大学生以上一般の部）

◦受賞者（敬称略）
　赤司 美澪（津田塾大学	総合政策学部	総合政策学科３年 *）　
　鈴木 優初（大妻女子大学	社会情報学部社会情報学科４年 *）

　（＊所属・学年は受賞当時）

数学科	 SHI	RUNHAN
情報科学科　園	櫻子

＜総合政策学部＞
総合政策学科　前田	美樹
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津田塾大学 2022年度事業計画（抜粋）

基本方針

自立した女性の育成のために、質の高いリベラルアーツ教育
を目指した津田梅子が創立した女子英学塾の建学の精神は、津
田塾大学の教育理念として、今日に至るまで連綿と受け継がれ
ている。建学以来の伝統である高度な英語教育、少人数制セミ
ナーを柱とする教育は、習熟度別クラスの導入、学科横断コー
スの設置などの工夫をさまざまに重ねつつ、それぞれの時代の
要求する高度な能力を備えた人材を社会に送り出してきた。し
かし、急速なグローバル化、少子化が進み、大学間競争が激化
しつつある現在、本学は大学としてのミッションを再確認する
とともに、迅速に教育改革を押し進め、他大学にはない個性と
特色を打ち出す必要に迫られている。
津田塾大学では、2017年に中長期ビジョンTsuda	Vision	

2030 を策定し、Tsuda	Vision	2030 を着実に実現するために、
2019年に中期計画（2020年度ー2023年度）を立案した。
2020年度に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

に鑑み計画の一部修正を行ったが、2022年度の重点事業はこ
の中期計画に沿って実施する。
また、経常的に実施する事業については、以下の基本方針で

実施する。

	教育・研究について、引き続き、その質の向上を図る。
	教育・研究の各側面において、中長期ビジョンを視野に入
れ、必要な改革を進める。
	財政をさらに改善する。

事業計画

1 . 重点事業
2022年度は中期計画に沿って以下の重点事業を実施する。

【教育に関する計画】
[1] 学部カリキュラムの見直し
中長期ビジョンTsuda	Vision	2030 を実現するため学部カ

リキュラムを見直し、2023年度に実施される第3期認証評価
に対応すべく、カリキュラムの見直しを実施する。

【学生支援に関する計画】
[2] 学修支援強化
2021年度までに検討した内容を踏まえ、学修支援機能の必
要な改正を行う。
[3] 奨学金制度の周知と柔軟な運用
奨学金制度の柔軟な運用を行い、必要な改正を行う。

[4] 進路支援強化
新学科等の新たなニーズに対応できるように進路支援を強化
する。

【研究に関する計画】
[5] 公的研究費の適正な管理の強化
2021年度改正の文部科学省「研究機関における公的研究費
の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づき、公的研究
費管理体制をより一層強化する。

【国際化に関する計画】
[6] 国際化推進
国際化推進については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
の影響を大きく受けたが、状況を見極めた上で推進する。海外
への渡航が認められる状況となった場合には、アメリカ現地に
おいて大学説明会、相談会に参加する。

【社会貢献に関する計画】
[7] 社会貢献
社会貢献については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の状況を見極めた上で推進する。なお、津田塾大学オープンユ
ニバーシティ（TOU）については2023年度からの再開を目指し、
各プログラムの検討を行う。

【施設・設備整備に関する計画】
[8] 建築（小平キャンパスマスタープラン）
Tsuda	Vision	2030の実現に沿って建物、インフラを整備する。

[9] 修繕
中長期修繕計画に従って実施する。

[10] 設備更新
中長期修繕計画に従って実施する。

【業務運営体制の整備に関する計画】
[11] 認証評価
次回の大学認証評価（2024年度実施、2024年 3月申請予

定）に向けて準備を進める。
[12]  働き方改革
職員のポテンシャルをフルに発揮できるように働き方を改善

する。
[13] 業務改善
業務改善により生産性を上げ、ビジョンの実現に取り組むた

めのマンパワーを確保する。

【120 周年記念事業に関する計画】
[14] 120 周年記念事業
記念講演会の継続実施、創立者津田梅子が最初のアメリカ渡

航時に着用していた小袖の修復、募金事業を継続して実施する。
また、以下の事業を進めていく。

	DCfIL を拠点として、女性のキャリア支援／インクルーシ
ブ・リーダーシップ育成事業の更なる支援を推進していく。
	理系教育（サイエンス・マインド）強化事業を推進する。
	国際化推進事業を推進していく。
	「英語の津田」のさらなる強化事業を進める。

Ⅰ

Ⅱ
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▪資金収支予算書
　翌年度繰越支払資金	 757百万円

▪事業活動収支予算書
　経常収支差額　　　17百万円
　特別収支差額　　122百万円

予備費	 △ 35百万円
基本金組入前当年度収支差額	 	 105 百万円

基本金組入額合計　　△362百万円
当年度収支差額　　　△258百万円

主な増減（前年度予算対比）とその要因	 （単位：円）

科　目 増　減 要　因
収入 1 学生生徒等納付金 56百万減 学生数の多かった 4年生が卒業。在学生全体で 49名減となる。また入学金も減見込

2 寄付金 1百万増 遺贈（130百万）見込み

3 経常費等補助金 119百万増 高等教育修学支援（110百万）を昨年同様に見込む

4 付随事業収入 9百万減 入寮金・寮舎費減収（コロナ対策のため白梅寮 143名定員のみ募集）、TOU減収

5 雑収入 149百万増 退職金財団交付金収入増（138百万を計上）、モデルルーム 60百万計上

支出 1 人件費 73百万増 退職給与引当金繰入が 2021 年度より 99百万増となり、178百万を計上

2 教育研究経費 196百万増
高等教育修学支援を2021年度並みに計上した分がそのまま奨学費として支出（110百万）、情報基
盤整備、5号館庇工事等を計上

3 管理経費 38百万増 万年塀、第 3号井戸、特別教室舞台照明等修繕費計上

特記すべき収入
　1．寄付金　（遺贈）130百万円見込　　　　　　　3．施設整備費等補助金　117百万円見込　
　2．高等教育修学支援補助金　110百万円見込　　4．モデルルーム（土地賃貸料）収入　60百万円見込
特記すべき支出
　1．高等教育修学支援補助金 110百万円は、そのまま奨学金支出 110百万円となる　　2．情報基盤整備（経費支出 48百万円）

主な増減（前年度予算対比）とその要因	 （単位：円）

科　目 増　減 要　因
収入 1 雑収入 149百万増 退職金財団交付金収入 138百万計上（前年度増 89百万）、モデルルーム 60百万／年計上

2 その他の収入 99百万増

奨学金引当特定資産取崩 51百万
退職給与引当特定資産取崩 165百万
減価償却引当特定資産取崩 260百万
特定目的引当特定資産取崩 42百万等計上

学生生徒等納付金、手数料、付随事業収入の増減は事業活動収支と同一
寄付金、補助金は、事業活動収支で説明済み

支出 1 人件費支出 80百万増 退職金支出増　教員 7名（教授 2、助教 5）、職員 6名

2 教育研究経費支出 258百万増
高等教育修学支援 110百万分が奨学金として支出、情報基盤整備、海外学生向け広報、損害保険
等、5号館バルコニー庇工事（経費支出）の支出増

3 管理経費支出 44百万増 万年塀、第 3号井戸、特別教室舞台照明等修繕費計上

4 施設関係支出 110百万増
・旧書庫・図書館　空調機更新及び換気設備設置工事 220百万
・小平マスタープラン 260百万分計上
・ 5号館受変電設備更新工事 46百万計上等

5 設備関係支出 142百万増
情報基盤更新 130百万（教研ソフトウェア用のみ）、図書支出 98百万、教育研究用機器備品 69
百万　等計上

6 資産運用支出 101百万減 減価償却引当特定資産繰入支出ゼロ、退職給与引当資産繰入支出 178百万他

特記すべき収入
　1．減価償却引当特定資産取崩収入（小平マスタープラン）　260百万円
特記すべき支出
　1．旧書庫・図書館　空調機更新及び換気設備設置工事　220百万円　　3．施設関係支出（小平マスタープラン）　260百万円
　2．情報基盤更新（教研ソフトウェア）　130百万円　　　　　　　　　　4．減価償却引当特定資産繰入支出　0円
	 以上

予算の概要

事業活動収支の経常収支差額は17百万円、基本金組入前当
年度収支差額は105百万円で、どちらも黒字を確保している。
また、資金収支の翌年度繰越支払資金は757百万円であり、
目安としている500百万円以上の手元資金を確保している。

以下、事業活動収支予算書と資金収支予算書について、
2021年度予算に対する2022年度予算の主な増減とその要因、
および、特記すべき収入・支出を示す。

Ⅲ
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新任教職員紹介  

事務局付（学生生活課業務担当）

岡嶋 文香
みなさま、はじめまして。4
月より学生生活課へ配属にな
りました。不慣れな点もあり

ご迷惑をおかけしてしまうこともあるかもし
れませんが、これまでの経験を活かすとともに、
一つひとつ業務を覚え、本学に貢献できるよ
う業務に励んでまいります。どうぞよろしく
お願いいたします。

事務局付（情報サービス課システ
ム・サービス室業務担当）

山田 快
4月より情報サービス課シス
テム・サービス室業務担当と

なりました。前職はSEとして、AI を用いた
システムの企画・運営・管理等に従事してお
りました。全く別の業界からの参画となりま
すので、ご迷惑お掛けすることは多々あるか
と思いますが、1日でも早く仕事を覚え、本学
に貢献できるよう努力してまいります。

事務局付（学芸学部事務室業務担当）

吉田 朱里
4月より学芸学部事務室に配
属になりました。大学までの
経験を活かしつつ、多くのこ

とを学びながら働きたいと考えております。早
く業務に慣れ、みなさまに貢献したいと思い
ます。ご迷惑をおかけすることもあると思い
ますが、頑張りますのでどうぞよろしくお願
いいたします。

事務局付（教務課業務担当）

林 恭平
はじめまして、新任職員の林恭平と申します。4月 1日
より教務課に配属になりました。大学では商学部でマー
ケティングを勉強してきました。サッカーが好きで現在

も社会人チームで活動しています。私は本学の歴史・ビジョンに強く惹
かれました。津田塾大学の歴史を創る一員であるという自覚と誇りを胸に、
日々の業務に励んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

学芸学部
英語英文学科 講師
中谷 森
シェイクスピア劇、比較演劇を中心に演劇の研究を行っ
ています。日本語によるシェイクスピア戯曲の翻訳・上

演・翻案作品、特にこれらの作品のなかでどのような言葉が生み出され
るのか、が現在の研究テーマです。人が他者を演じるというシンプルか
つ奥深い演劇の世界を、一緒に探究しましょう。

学芸学部
英語英文学科 助教
清水 由布紀
近代イギリスと日本の間にある視線の交差を、写真やガ
イドブックなどから研究しています。学びがあれば世界

の見方や感じ方が変わります。大学生活で先生方や友人、多くの周りの
人々からたくさん学び、一生モノの感性の土台を作ってください。一緒
に頑張りましょう。

総合政策学部
総合政策学科 教授
深谷 健
専門は公共政策です。社会の課題解決を期待される政策
手段の可能性とその限界について、政治と行政の仕組み

を踏まえつつ、客観的証拠に基づいて研究しています。さまざまな公共
的課題について学生のみなさんと共に考えながら、各人が将来向き合う
かもしれない課題に対して怯むことのない基礎力を養えるよう、お手伝
いできれば幸いです。

学芸学部 　
国際関係学科 講師
籠 碧
専門は近現代ドイツ語文学です。特に20世紀前半の「狂
気」のイメージについて研究してきました。マイノリティと

される人々を文学がどう描いてきたのか、分析しています。「浮世離れ」し
たものと思われがちな文学や芸術が、いかに現実の社会と密接に関わって
いるのか、学生と一緒に探究したいと思います。よろしくお願いいたします。

事務局付（千駄ヶ谷キャンパス事務室業務担当）

小川 なつみ
前職では、私立女子大学の職員として学生支援、研究支
援等に従事しました。Tsuda	Vision	2030 に、他大学
職員でありながら背中を押され、憧れを抱いていました。

津田塾大学の一員として勤務ができることに喜びを感じ、同時に身の引
き締まる思いで、新年度を過ごしています。早くお役に立てるよう、励
んでまいります。

2021年度卒業礼拝 説教要約
「愛する者を鍛えられる主」ヘブライ人への手紙 12 章 5〜6 節、11 節（新共同訳聖書）

　日本基督教団	茅ヶ崎平和教会	牧師　山田	恵子氏
ご卒業おめでとうございます。これから社会に羽ばたく皆さんは、新しく人生を歩む中でさまざまな試練に直面し、

ご自身の無力さを自覚させられることがあるかもしれません。ヘブライ人への手紙に、「主から懲らしめられても、
力を落としてはいけない。なぜなら、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである」と
あります。私たちが苦しみに遭うのは、神に見捨てられているからではなく、むしろ神に愛されているからなのです。
試練の底には神の愛があることを知れば、怖いものは何もありません。皆さんがこれから味わう喜びも、そして試
練も、無駄なものは一つもなく、神はそれらをすべて用いて皆さんを成長させ、人生を豊かなものにしてください
ます。津田梅子先生は、神から与えられた使命は何か、長年考えた末に津田塾大学を創立されたそうです。皆さんも、
神から与えられた使命を見出し、祝された人生を歩まれますよう心よりお祈りいたします。

教 員

職 員

（４月１日付）

（４月１日付）
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岡田	理恵　様
株式会社レンブラント様
株式会社紀伊國屋書店様
野村不動産パートナーズ株式会社様
富士建物管理株式会社様

石村	園子　様
高橋	加寿子様
古谷	由美子様
細野	実　　様
須田	貴一　様

永井	匡樹　様
濱口	裕之　様
福田	靖子　様
木村	満義　様
下舘	純子　様

森	眞彦　　様
鈴木	貴子　様
大原	邦夫　様
鈴木	純一　様
土屋	あゆみ様

城井	文子　様
福浦	眞紀　様
森下	真弓　様
片野	善幸　様
吉岡	明子　様

今野	秀美　様
林	恵　様

他 36名様

サポート＜津田スピリット＞募金　創立 120 周年記念事業募金

寄付者ご芳名 （2022年3月15日現在　掲載希望者のみ）

【遺贈による寄付】 板橋	好枝　様　　志村	尚子　様
【受験生への広報活動費として】 匿名1名様
【教育振興資金】 本田	典子　様

【学修環境整備（小平キャンパス）】 YounJong	（Anette）	Choi　様
【学生支援（留学生派遣）】 匿名1名様

サポート＜津田スピリット＞募金

匿名5名様

サポート＜津田スピリット＞募金　新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急募金

理事会・評議員会開催報告
第307回理事会 2022年3月3日
【審議事項】
1．	2022年度事業計画（案）に関する件
2．	2022年度予算（案）に関する件
3．津田塾大学学則の改正に関する件
4．就業規則の改定に関する件
【報告事項】
1．	ガバナンス・コード適合状況の報告について
2．	その他
第196回評議員会 	 2022年3月25日
【諮問事項】
1．2022年度事業計画（案）に関する件	
2．2022年度予算（案）に関する件
【報告事項】
1．	2021年度事業計画に係る中間報告について

2．	新型コロナウイルス感染症に係る対応に
ついて

3．	私立大学ガバナンス・コード遵守状況に
ついて

4．津田塾大学監事監査ポリシーについて
5．	令和 3年改正の研究機関における公的研
究費の管理・監査のガイドラインに基づ
く公的研究費管理及び令和3年度文部科
学省公的研究費管理履行状況調査におけ
る指摘事項及び是正処置について

6．	文部科学省ガバナンス改革の動向について
7．	千駄ヶ谷まちづくり協議会について
8．	来年度の学長室体制について
9．	その他

第308回理事会 	 2022年3月25日
【審議事項】
1．2022年度事業計画（案）に関する件
2．2022年度予算（案）に関する件
3．	私立大学ガバナンス・コード遵守状況に
関する件

【報告事項】
1．	新型コロナウイルス感染症に係る対応に
ついて

2．文部科学省ガバナンス改革の動向について
3．2021年度内部監査報告書について
4．津田塾大学監事監査ポリシーについて
5．就業規則改定案について
6．来年度の学長室体制について
7．その他

2022年度入試結果報告

※単位は人数。一般選抜の他に、総合型選抜、学校推薦型選抜、特別入試、社会人入試を含みます。編入は含みません。

学芸学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
英語英文学科 220 1,386 1,340 1,026

国際関係学科 200 1,259 1,206 806

多文化・国際協力学科 70 416 385 233

数学科 45 326 313 225

情報科学科 45 264 254 128

計 580 3,651 3,498 2,418
総合政策学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数

総合政策学科 110 822 783 393

計 110 822 783 393

大学院（修士課程） 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
文学研究科 15 20 19 17

国際関係学研究科 10 15 14 11

理学研究科 10 15 13 10

計 35 50 46 38
大学院（後期博士課程） 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
文学研究科 5 4 4 3

国際関係学研究科 3 0 0 0

理学研究科 3 0 0 0

計 11 4 4 3

2022年4月1日時点

＜お詫びと訂正＞
　2022年 3月 31日発行の 122号にて、P6「寄付者ご芳名」の記載内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正いたします。

サポート＜津田スピリット＞募金　創立120周年記念事業募金
【誤】久保内	総　様
【正】久保内	総子様
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表紙切り絵 ● CHIKU
（種村千明・2000 年卒）

　創立110周年を記念し創設された「津田梅子賞」は、津田梅子のパイオニア精神にちなみ、女性の未来を拓く可能性への挑戦を顕彰する
ことを目的としています。2022年度は次の要領で実施いたします。

■	選考対象：以下の1. または 2. に該当する個人／団体で、現代社会に顕著な影響を与えた方
　1.	女性の可能性を広げる取り組みを行う個人または団体・組織	（性別を問いません）
　2.	さまざまな分野で先駆的な活動を展開した女性
■副賞：1名または1団体につき賞金30万円
■応募方法：
	①	所定の推薦書に、候補者（個人／団体）と推薦対象となる取り組みの詳細を記入してください。
②	下記「お問い合わせ先」まで1部を郵送してください。	 	
推薦書は本学公式Webサイトよりダウンロードしていただけます。
https://www.tsuda.ac.jp/aboutus/umeko-award/index.html
また、活動に関する参考資料などがありましたら、説明書きを添付して同封してください。なお、応募は他薦に限ります。

■応募受付期間：2022年 4月 15日（金）〜	2022年 7月 8日（金）（必着）
■お問い合わせ先：〒187-8577　東京都小平市津田町2-1-1　

津田塾大学	経営企画課内「津田梅子賞」事務局
Email：senryaku@tsuda.ac.jp

▪2022年度「津田梅子賞」実施について

　津田塾大学は、2022年 3月 24日に発表された「Times	
Higher	Education	世界大学ランキング日本版2022」において、
総合順位60位、私立女子大学としては5年連続で1位となり
ました。
　このランキングは、「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」
「国際性」の4つの分野から構成されています。その中でも、「教
育充実度」の分野において、本学は全国15位。また、「教育成果」
の分野では、私立女子大学として1位を獲得しました。
　特に、「教育充実度」は、在学生への学生調査結果と高校教員
の評判調査結果から、どれだけ教育への期待が実現されているか
を表すものです。2021年はコロナ禍の影響によって対面での交
流が困難な1年でしたが、そのような中でも在学生から高い評
価を得られたことは、オンラインやハイブリッド授業など、「学
びを止めない」「平時と変わらない学びの環境を」と本学が取り組
んできたことに対する評価と、大変励みとなる結果でした。

　本学は今後も、教育のさらなる充実・強化に取り組んでまいり
ます。

● THE 世界大学ランキング日本版とは
　英国の教育専門誌Times	Higher	Education（THE）が大学の教
学改革やグローバル化の推進を目的に発表するランキングの日本
版。「教育リソース」「教育充実度」
「教育成果」「国際性」の4分野にお
いて、大学の「教育力」を測定して
います。今回は273の大学がラン
キング対象となりました。

【公式 Web サイト】
https://japanuniversityrankings.jp/rankings/

THE 世界大学ランキング日本版2022 私立女子大学で 5 年連続 1 位

学生報告 　受賞おめでとうございます
国際学会 IEEE	LifeTech	2022において、理学研究科情報科学専攻修士1年の嶋田真美子さんの英語登壇発表が以下の賞を受賞しました。

IEEE（Institute	of	Electrical	 and	Electronics	
Engineers: 米国電気電子学会）は電気・情報工学分野
における世界最大規模の学会です。
嶋田さんは、3月 8日（火）に大阪で開催された国
際学会 IEEE	LifeTech	2022に参加し、査読付き国
際学会での論文採択と英語による登壇発表のみならず、
当時学部生でありながら、大学院生を含めた学生全体
の発表の中で最高位の受賞を果たしました。

Student Awards for Oral Presentation
1st Prize, IEEE LifeTech 2022 Excellent Student Paper 
Award for Oral Presentation
Mamiko	Shimada	and	Kazutaka	Kurihara	(Tsuda	University,	
Japan);	Takaaki	Tsujii	(Link	Animal	Hospital,	Japan):
"Prototype	of	an	Augmented	Reality	System	to	Support	
Animal	Surgery	using	HoloLens	2"
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