
2019 年度 小野梓記念学術賞・芸術賞・特別賞の授与について

2019 年度の小野梓記念賞のうち、学術賞、特別賞の受賞者が以下の通り決定し、2020 年 3 月 25 日・26 日に授与

式を行い、賞状とメダルを授与致しましたので、ここにご報告申し上げます。

上記２賞の受賞者は、3 月 9 日に開催された、学術院長等よりなる小野梓記念賞審査会において、推薦者による『推

薦書』と、レフェリーによる『評価書』に基づき、厳正な審査の結果、決定致しました。

以下にお名前を挙げさせていただきました先生方には、ご多忙の中、快くレフェリーをお引き受けいただき深く感

謝申し上げます。

2020 年 4 月 1 日 早稲田大学 学生部

Ⅰ．受賞者一覧

＜学 術 賞＞

安中 進 政治学研究科 博士後期課程 5 年

論文名：貧困の政治経済学

石川 かれん 文学部 4 年

論文名：近代日本“日記体小説”試論－書くという営みをめぐって－

金子 麻詩歩 文学部 4 年

論文名：ウィリアム・モリス「後期散文ロマンス群」研究

田部井 隼人 文学部 4 年

論文名：「死の知らせ」のうわさ話にみる戦死者の記憶と表象

小野 緋呂美 創造理工学研究科 修士課程 2 年

論文名：奈良時代の石山寺仏堂における屋根造作に関する研究

斎藤 菜美子 創造理工学研究科 修士課程 2 年

論文名：Tool-use Model Considering Tool Selection by a Robot using Deep Learning（ディープラーニングを用いたロボッ

トによる道具の選択を考慮した道具使用モデル）

大池 輝 先進理工学研究科 博士後期課程 3 年

論文名：Rolls of Sex Steroid Hormones in Sex Determination and Sex Reversal in Amphibians（両生類の性決定及び性転換

における性ステロイドホルモンの役割）

中塚 貴之 先進理工学研究科 博士後期課程 2 年

論文名：Audio-guided Video Interpolation via Human Pose Features（人の姿勢特徴量を活用した入力音に基づく映像補間）

夏目 亮太 先進理工学研究科 修士課程 2 年

論文名：SiCloPe: Silhouette-Based Clothed People（複数枚のシルエットを用いた着衣人物の三次元形状復元）

山田 晴也 人間科学研究科 修士課程 2 年

論文名：Expression profile of the STAND protein Nwd1 in the developing and mature mouse central nervous system（発

生段階及び成体マウス中枢神経系における STAND タンパク質 Nwd1 の発現解析）

＜芸 術 賞＞《３件》

稲葉 隆太 創造理工学研究科 修士課程 2 年、小林 圭介 創造理工学研究科 修士課程 2 年、

早川 玲未 創造理工学研究科 修士課程 2 年

業績：Genova・Crossing Plaza（ジェノヴァ・交わりの広場）

戸田 弘志 創造理工学研究科 修士課程 2 年、芝入 光希 創造理工学研究科 修士課程 2 年、

森 伽原 創造理工学研究科 修士課程 2 年

業績：COMMON RUINS "Crossing the Boundaries"（境界面の横断）

田淵 ひとみ 創造理工学研究科 修士課程 1 年、富樫 遼太 創造理工学研究科 修士課程 1 年、

秋山 幸穂 創造理工学研究科 修士課程 1 年

業績：大地の萌芽更新 -「土地あまり時代」におけるブラウンフィールドの Renovation 計画-



＜特 別 賞＞

栄田 源 先進理工学研究科 博士後期課程 2 年

業績：健康社会の実現に向けた全自動歯ブラシの研究開発と事業化

Ⅱ．レフェリー一覧

淺羽 茂 経営管理研究科 教授

有賀 隆 理工学術院 教授

伊川 健二 文学学術院 教授

石川 博 理工学術院 教授

石原 千秋 教育・総合科学学術院 教授

卯月 盛夫 社会科学総合学術院 教授

梅津 光生 理工学術院 教授

梅宮 創造 文学学術院 教授

大須 理英子 人間科学学術院 教授

尾形 哲也 理工学術院 教授

岡野 俊行 理工学術院 教授

岡室 美奈子 文学学術院 教授

奥乃 博 理工学術院 教授

小塩 真司 文学学術院 教授

小田島 恒志 文学学術院 教授

大日方 純夫 文学学術院 教授

掛山 正心 人間科学学術院 教授

片山 東 商学学術院 教授

加藤 尚志 教育・総合科学学術院 教授

河合 隆史 理工学術院 教授

久保 慶一 政治経済学術院 教授

久米 郁男 政治経済学術院 教授

小岩 正樹 理工学術院 准教授

小林 哲則 理工学術院 教授

小松 幸夫 理工学術院 教授

近藤 康之 政治経済学術院 教授

坂野 友昭 商学部 教授

澤田 秀之 理工学術院 教授

塩野 加織 文学学術院 准教授（任期付）

鎮目 雅人 政治経済学術院 教授

島岡 未来子 政治経済学術院 教授

清水 たくみ 経営管理研究科 准教授（任期付）

下川 哲 政治経済学術院 准教授

シモセラ エドガー 理工学術院 専任講師

菅野 重樹 理工学術院 教授

杉森 絵里子 人間科学学術院 准教授

鈴木 克彦 スポーツ科学学術院 教授

鈴木 理恵子 法学学術院 教授

園池 公毅 教育・総合科学学術院 教授

高口 洋人 理工学術院 教授

高田 祥三 理工学術院 教授

高橋 百合子 政治経済学術院 准教授

武田 直也 理工学術院 教授

竹山 春子 理工学術院 教授

田中 久稔 政治経済学術院 准教授

田中 史生 文学学術院 教授

谷口 眞子 文学学術院 教授

玉城 絵美 理工学術院 准教授

千葉 卓哉 人間科学学術院 教授

遠山 祐太 政治経済学術院 准教授 （任期付）

戸堂 康之 政治経済学術院 教授

鳥羽 耕史 文学学術院 教授

富永 基樹 教育・総合科学学術院 准教授

中谷 礼仁 理工学術院 教授

西村 昭治 人間科学学術院 教授

野口 晴子 政治経済学術院 教授

花嶋 かりな 教育・総合科学学術院 准教授

林 良彦 理工学術院 教授（任期付）

原 太一 人間科学学術院 教授

肥田 路美 文学学術院 教授

樋原 伸彦 経営管理研究科 准教授

福澤 一吉 文学学術院 教授

藤井 由理 理工学術院 准教授

古谷 誠章 理工学術院 教授

星野 匡郎 政治経済学術院 准教授

三浦 哲都 人間科学学術院 准教授

三嶋 博之 人間科学学術院 教授

矢内 義顯 商学学術院 教授

矢口 徹也 教育総合科学学術院 教授

矢口 哲也 理工学術院 教授（任期付）

山野井 順一 商学部 准教授

山村 健 理工学術院 講師

弓削 尚子 法学学術院 教授

吉竹 晋平 教育・総合科学学術院 准教授

以 上


