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徽音塾の理念
お茶の水女子大学（以下、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する取組を実施してきました。
その一環として、2014年度5月にキャリアアップを目指す女性のための「お茶大女性ビジネスリーダー育成塾：徽音塾」
（以下、徽音塾）を開講し、2020年度までに約260名の塾生が学びを深め、つながり、それぞれの立場で最大限の可能性
を開花させています。
開講から6年が経過し、徽音塾は企業等で指導的立場に就くことをめざす女性だけでなく、多様な分野・立場でリーダー
シップを発 揮することをめざす女 性を応 援するための「お茶 大 女 性リーダー 育 成 塾：徽 音 塾 」として2 0 2 1 年 5月に
リニューアルします。新たな徽音塾では、創設時より設置している「女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座」と
「ビジネス講座」に加え、リーダーシップを発揮するにあたり深い知識と高度な教養を本学教員から学ぶ「お茶大プロ
フェッショナルレクチャー」を開講します。
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、
「リーダーシップを発揮する女性を育成する」
と
いう本学の社会的使命をも表現しています。当塾の使命は、女性が意欲的に学ぶ場を引き続き創造し、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、それぞれ最大限に可能性を広げ、つながっていく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。
き
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徽音塾の特長

1

授業は少人数制

2

受講者は女性のみ

講師と塾生が近い距離でグループワーク、ディスカッションできます。

自分と同じ考えや悩みを持つ人、異業種・他分野の人とのネットワークづくりもできます。
※ネットワーキングランチ
〈昼食会を兼ねた交流会
（裏面参照）〉
も
ぜひご利用ください。
※トランスジェンダーの女性
（性自認が女性の方）
にもご参加いただけます。
※塾生のOG会（https://sites.google.com/view/kiin-og/）
も活動中です。

3

リーダーシップを発揮するための知識やスキルを
習得できます
※2021年度は20科目を開講します。
詳しくは開講講座・講師一覧（p.3~8）
をご覧ください。
※1科目から受講可能です。

4

2021年度はオンライン講座
どこからでも徽音塾にアクセスできます。
き いん
＊塾の名前にある「徽音」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
＊塾の名前にある「徽音」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
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。
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。
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こんな人は徽音塾へ！
★キャリアのステップアップに必要な知識や助言が欲しい。
こんなことを
思っていませんか？

★自分の中にあるリーダーシップ能力を開花させ、高めたい。
★幅広い知識・教養を身に着けて活用したい。
★ほかの女性がどのような活動をしているのか、知りたい。
★自分に何ができるのか、今後どうしたいのか、考えるきっかけが欲しい。

徽音塾では、
このような考えや思いをもった女性たちが集まり、学び、意見を交しながら共に磨き合い、自らの
課題を克服するきっかけを作ることができます。
企業研修としてのお申込（法人等団体によるお申込）も受け付けています。

お申込から修了までの流れ
STEP
1

ウェブで

お申込※1 ※2

申込情報と志望理由を入力して
送信してください

※1 徽音塾ウェブサイトをご利用ください
※2 法人等団体による申込を希望する方は
まずは徽音塾事務局へご連絡ください

STEP
2

Eメールによる
受講可否通知

STEP
3
※3

入塾料 と
受講料の振込※4
STEP
4

お申込
ウェブサイト

受講の可否と振込金額をメールで通知します

※3 入塾料は初回申込時のみかかります
（お茶の水女子大学卒業生・修了生又は法人等団体による申込の場合は不要）
「塾生専用ページ」のパスワードを
※4 振込確認後ウェブサイト上にある
お知らせしますので内容をご確認ください

5月講座初日に開講式を開催します

受講開始※5

「個人情報及び授業・行事の記録の使用に係る承諾書」を
講義初日までに提出してください
※5 交流を目的としたネットワーキングランチが随時開催されます（任意参加）

STEP
5

レポート提出
STEP
6

修了証の
発行※6 ※7

各科目を受講後、締め切りまでにレポートを書いて
メールで提出してください

年度修了式（全体修了式）
と交流会を3月に開催します
※6 出席回数と課題レポートによる評価後、講座ごとに修了証が発行されます
※7 3講座すべての修了証が交付されると徽音塾全体修了証も交付されます
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2021年度

開講講座・科目・講師一覧
講義時間 13：30〜15：00、
15：10〜16：40
（共通）
2021年度は女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座（4科目）、
お茶大プロフェッショナルレクチャー（12科目）、
ビジネス講座（4科目）
を開講します。
科目名の前に記載されている記号は講座名を表しています

女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座

E

女性の可能性を開花させ、
リーダーシップを躊躇なく発揮することを促し、応援する講座です。

お茶大プロフェッショナルレクチャー

P

リーダーシップを発揮するための深い知識と高度な教養を本学教員から学ぶ講座です。

ビジネス講座

B

徽音塾創設時より設置している一般的なビジネススクールで学ぶ内容を厳選した講座です。

E

5月8日
（土）
01

「子どもとは何か 〜子どもと過ごし関わる中で問い続ける〜」

誕生のその時から人は自分の意思を持ち行動している。泣きたい時に泣き、遠くの音に耳をすます。一方、親たちの始まりは迷いの
中。恐る恐る赤ちゃんに触れぎこちなく関わりゆっくり親になっていく。子どもが登場すると家庭の状況は一変し、喜劇と悲劇が入り
混じった物語が日々紡ぎ出されていく。子どもとは一体何なのだろうか。
「子ども」
という存在について、実例を紹介しながら検討して
いきたい。
自分自身の中にある
「子ども」にも目を向けながら。
（キーワード：自ら育つ、
さながらの生活、思い思いの遊び、人間、探究）
み や さと

あけ

み

宮里 暁美［お茶の水女子大学 人間発達教育科学研究所 教授］
国公立幼稚園教諭、附属幼稚園副園長を経て、平成28年4月より現職。子どもが育つことの意味と保育の在り方について
実践を通して検討を重ねている。主な研究領域は保育学全般、幼小接続、子育て支援論、遊び環境。著書は『子どもたちの
四季〜小さな子をもつあなたへ伝えたい大切なこと』
（ 主婦の友社）著、
『 0-5歳児 子どもの「やりたい！」が発揮される保育
環境』
（ Gakken 保育 Books）監修、
『 思いをつなぐ保育の環境構成』
（ 中央法規出版）編著など。

E
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5月15日
（土）

「キャリアの選択肢を広げる、付加価値を生む女性たちの仕事」

女性役員・管理職の登用が望まれるとともに新たな価値を生む人材が求められています。また副業・兼業・複業など柔軟な働き方
に社会が移行する
「一人複役」の時代が近づいています。未来の労働市場予測とともに、新たな付加価値を生む女性たちの事例を
お届けします。皆さまのキャリアの選択肢と視野を広げる機会を提供します。
（キーワード：付加価値ある仕事、柔軟な働き方、ダイ
バーシティ、女性の活躍、
キャリアの幅を広げる）
よこ

た

きょう

こ

横田 響子［株式会社コラボラボ 代表取締役、お茶の水女子大学客員准教授］
1976年生まれ。お茶の水女子大学卒業後、1999年株式会社リクルート勤務を6年経て株式会社コラボラボ設立。女性社長.
netを運営すると共に、大手企業の新事業立上げ・販促支援のプロジェクトに携わる。2011年APEC女性と経済サミットにて
イノベーター、2014年Forbes JAPAN「未来を創る日本の女性！フォーブスが選ぶ10人」
に選出される。女性活躍、国の行財政
改革、地方自治分野の国の審議会に有識者として多数参加。
「朝まで生テレビ！」
「クローズアップ現代」などテレビ出演多数。
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5月22日
（土）

「貴女のリーダーシップを磨くよりよいキャリアを積むために」

リーダーシップのあり方は千差万別です。他人の真似ではなくまず自分を知りその上で自分なりのリーダーシップのあり方を考え
ることが必要です。簡単なワークをしながら新しい自分を見つけてみましょう。今までの女性のリーダーシップの研究についても紹
介します。何か貴女のリーダーシップのあり方についてのヒントがつかめるかもしれません。
（キーワード：リーダーシップ、
マネジメ
ント、組織、モチベーション、意思決定）
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高田 朝子［法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科教授、同グローバルMBAプログラムディレクター］
モルガン・スタンレー証券会社勤務を経て、サンダーバード国際経営大学院国際経営学修士（MIM）、慶應義塾大学大学院
経営管理研究科経営学修士（MBA）、同博士課程修了。経営学博士。高千穂大学准教授を経て現職。専門分野：組織行動、
リーダーシップ、女性総合職並びに後継者研究。
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5月29日
（土）

「多様性対応コミュニケーション」

異なる文化背景の人々とのコミュニケーションの際、言葉が通じても文化の差による勘違いや摩擦が起きることが多々ある。逆に
その勘違いや摩擦から得るものも大きい。
ビジネスリーダーは多様性を積極的に活用し効果を上げなければならない。
この授業で
はディスカッションや疑似体験等を通して、異文化接触を体験的に学んでもらい、感受性を高める。受講生の積極的かつ主体的な
参加が求められる。
（キーワード：ネットワーク構築、
コミュニケーション、異文化理解）
よし

だ

とも

こ

吉田 友子［慶應義塾大学 商学部 教授］
1991年にEast West Centerの研究員、1993年にSheraton Hotel HawaiiのTraining Directorを経て1996年に慶應義塾
大学商学部に着任。現在、教授。1991年にシラキュース大学大学院修士号取得、2005年にハワイ大学大学院博士号取得。専
門分野：異文化コミュニケーション、文化心理学。
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6月12日
（土）

「ゲノム医療時代の健康管理と遺伝カウンセリング」

2003年に完了したヒトゲノム計画により、
ヒトの全塩基配列が決定され、
ゲノム情報のデータベース化やデータ共有が進み、
ゲノム情
報を診断、治療、予防戦略に用いるゲノム医療の開発が急速に拡がっています。
ゲノム医療は医療革新の大きな推進力のひとつですが、
未だ倫理的・法的・社会的課題（ELSI）
が残されています。本講義では、
ゲノム・遺伝医療に関する心理社会的課題に対応する遺伝カウ
ンセリングを中心に、
これからのゲノム医療について解説をします。
（キーワード：ゲノム情報、
ゲノム医療、遺伝カウンセリング、ELSI）
み

やけ

ひで ひこ

三宅 秀彦

1993年日本医科大学卒業、産婦人科医として臨床で研
鑽を積む。周産期医療の中で、遺伝医療の必要性に気付
き、臨床遺伝専門医として遺伝カウンセリングの普及に
努め、京都大学遺伝子診療部勤務を経て、現在、
お茶の水女子大学で遺伝
カウンセラー養成にあたっている。
日本遺伝カウンセリング学会理事・評議
員、
日本人類遺伝学会 評議員、
日本遺伝カウンセリング学会と日本人類遺
伝学会が共同認定する認定遺伝カウンセラー制度委員会委員長を務める。
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かん ばら

［お茶の水女子大学 基幹研究院
自然科学系 教授］

よう

こ

神原 容子
［お茶の水女子大学 ヒューマンライフイノベーション研究所
特任助教］
看護師、認定遺伝カウンセラー ® 。看護師として臨床
で勤務後、ゲノム解析研究のコーディネーターを経験する。遺伝医療
の発展にともなう遺伝専門職の重要性に気づき、遺伝カウンセリング
について学ぶ。お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科ライフサ
イエンス専攻遺伝カウンセリング領域 博士後期課程単位修得退学。
修士（学術）。2020年4月より現職。

6月26日
（土）

「植物油と健康〜氾濫する食情報に流されないために〜」

油はカロリーが高いため嫌われがちであるが、我々が生きていくために必ず摂取しなければならない栄養素の一つである。一方で
市場には多くの新しい油が出回り、様々な情報が錯綜しているため、消費者はますます混乱しているのではないだろうか。食品学
的観点から種々の食用油脂の特徴とその生理作用を概説し、日本人の食生活の現状や最近の研究結果を紹介する。健康のために
は、
どのような油をどれだけ摂取すれば良いのかを考える。
（キーワード：脂質栄養、脂肪酸、
ビタミン、ポリフェノール、生活習慣病）
ふじ わら

よう

こ

藤原 葉子［お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授］
1981年お茶の水女子大学家政学部食物学科卒業、千葉大学医学部代謝第二内科実験助手を経て、お茶の水女子大学大学
院に戻り、博士（学術）の学位を取得。豪Baker医学研究所、国立健康・栄養研究所でのポスドクの後、1997年にお茶の水女
子大学生活科学部講師に着任、現在教授。
ヒューマンライフイノベーション研究所長を兼担。専門分野：栄養化学、特に脂質
栄養と生活習慣病の関係
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7月3日
（土）

「すまいのデザインと社会」

「すまい」には、様々な社会の様相が写し込まれています。何気ない住宅の各部に、生き方、家族、公私、性別、健康、安全、美など、住人
あるいはその時代・社会の価値観が現れています。
身の回りの、
ごく普通だと思っていたすまいが、違った意味を持って見えてきます。
すまいのデザインを家族や社会のありようと関係づけて考えてみたいと思います。
（キーワード：すまい、
デザイン、家族、環境、住文化）
もと お か

のぶ ひさ

元岡 展久［お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授］
博士（工学）。建築家（一級建築士）。お茶の水女子大学キャンパスにおいて実現されたプロジェクトには、消費生活協同組合
購買部店舗の改修 (2019)、正門の復原 (2017)、大学学生寮SCC基本設計(2011)、実験住宅OCHA HOUSE(2009) が
あります。現在、子どもへの建築教育にも積極的に取り組んでおり、
「 建築おもちゃ」のデザイン開発もおこなっています。
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7月１０日
（土）

「都市の記憶、都市の想像力」

都市はモダン社会の中核にあり、人びとのさまざまな体験や記憶を具象化する壮大な装置です。
日常の労働や生活だけでなく、
自然
災害や戦争といった体験も刻み込まれています。他方、
スマートシティ構想のように、未来への想像力の母胎ともなります。過去に描か
れた未来都市のイメージ、現実の北京・ワシントンDC・メキシコシティ、未来都市構想などから、都市に現れる権力と多元的共生につ
いて考えてみましょう。
（キーワード：都市、記憶の共有、権力、多元的共生）
こ ばやし まこと

小林 誠［お茶の水女子大学 基幹研究院 人間科学系 教授］
平和研究、政治学、国際関係学。東京大学大学院博士課程単位取得退学後、立命館大学国際関係学部教授、横浜市立大学
国際総合科学部教授を経て、2007年から現職。
この間、メキシコ大学院大学、ジョンズホプキンス大学、ケンブリッジ大学で
客員研究員。共著『公共政策への招待』
『「国際政治学」は終わったのか』、共編著『グローバル・ポリティクス』
『グローバル
文化学』他。
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9月4日
（土）

「近代精神の器としてのピアノ」

1960年代の高度成長期日本で幼年期を過ごした自分達にとって、もはやピアノに対し他の文化圏の物という意識を持つ事はな
かった。それは又、今振り返ると、日本のみならず西欧にとっても文化のターニングポイントとなった1970年を目前に、日本が明治
以来西洋近代的枠組をほぼ倍速で駆け抜ける際の、追いつけ・追い越せといった動機付けが空疎なものになりかけた、束の間幸せ
な時期だったのかもしれない。本講座ではそうした意識を根底に、
ピアノ音楽の歴史やピアニズムを考察します。
（キーワード：ピア
ニズム、近代市民社会、進歩史観、
グローバリゼーションとアイデンティティ、
日本の洋楽）
こ

さか

けい

た

小坂 圭太［お茶の水女子大学 基幹研究院 人文科学系 教授］
東京藝術大学附属音楽高校、同大学音楽学部を経て1987年同大学院音楽研究科修士課程修了。1985年第54回日本音楽
コンクールピアノ部門入選、1989年第58回同コンクール声楽部門委員会特別賞。在学中より演奏活動を始め、
ソロ・伴奏・室
内楽等で古典から新作初演まで幅広く活動、
《サントリー・サマー・スペシャル》、
《「東京の夏」音楽祭》、NHKのBSプレミアム
やFM番組にも度々出演。相愛大学音楽学部助教授を経て2003年11月にお茶の水女子大学文教育学部助教授に就任、
2018年4月より現職。

P

9月11日
（土）
10

「ダンスの魅力を科学する〜運動を楽しむと健康になる〜」

ダンスは、近年、認知症予防の効果が最も大きい運動として海外の研究で注目されています。ダンスという運動は、種類が多彩で、
音楽も堪能でき、勝敗もなく、グループで行う楽しみもあるといった他のスポーツやトレーニングにないユニークさがあります。本
講義では、
ダンスの運動特性をお話ししたうえで、
ダンスや、
ダンスと関連の深いヨガやピラティスといったエクササイズの中から、
ご自宅でも行える運動を一緒に行って、ご自身にとって楽しい運動と出会うきっかけができればと考えています。
（キーワード：健
康、運動、
ダンス、姿勢、美しさ）
みず むら

く

の

ま

ゆ

み

水村（久埜）真由美［お茶の水女子大学 基幹研究院 人文科学系 教授］
お茶の水女子大学文教育学部舞踊教育学科卒業後、東京大学教育学研究科にてスポーツ科学を専攻。1998年よりお茶の水
女子大学にてヒトの身体と動作に関する研究教育に従事。身体表現の自然科学的研究や幼児から高齢者までの身体諸機能
や動作の変容、運動効果が研究テーマ。日本体力医学会評議員、日本ダンス医科学研究会代表理事、東京都スポーツ審議委
員。元谷桃子バレエ団所属ダンサー。13歳と18歳の息子の母。

5
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10月16日
（土）

「遺伝子からみえる疾患のメカニズム」

自分の遺伝情報が他人の情報とどのように違っているのかがわかる時代が到来しました。遺伝情報はＤＮＡに書き込まれており、
ひとりひとりのＤＮＡ分子はわずかに違っています。その違いが各人のどのようなところに影響しているのでしょうか？本講義で
は、現代生物学と化学の基礎をひもときながら、様々な例を通して、
ＤＮＡの違いがもたらす各人の様々な違いを紹介します。
（キー
ワード：ゲノム、
ＤＮＡ、
タンパク質構造、バイオインフォマティクス、計算機）
ゆ

ら

けい

由良 敬［お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系、文理融合AI・データサイエンスセンター 教授、副センター長］
1993年 名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻博士後期課程単位取得退学。同年名古屋大学理学部生物学科助手。
1999年 博士（理学）取得。2002年 日本原子力研究所研究員。2005年 日本原子力研究開発機構副主幹。2008年 お茶の水
女子大学教授、生命情報学教育研究センター長。2013〜2017年 国立遺伝学研究所特任教授兼任。2017年 早稲田大学理
工学術院教授クロスアポイントメント。現在に至る。
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10月23日
（土）

「男女共同参画と途上国支援に関する科学・技術コミュニティの変容の事例」

科学・技術は、従来の専門家コミュニティー内に留まらず、様々な立場の人々の関心事にもなり、科学・技術コミュニティーは、21世
に入り、大きく拡大し、また多様化してきました。今回の講義では、男女共同参画と途上国支援に関連し、科学・技術コミュニティー
の変容について事例を紹介し、
これからの科学・技術コミュニティーの有り様について一緒に考えたいです。
（キーワード：ゲノム、
ジェンダー研究者、NPO/NGO、
アフガニスタン女性支援、女子中高生理系進路選択支援）
もり

よし ひと

森 義仁［お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授］
北海道大学大学院薬学研究科修了、薬学博士取得後、1988年富山医科薬科大学附属病院薬剤師に就き、岡崎国立共同研
究機構分子科学研究所助手、名古屋工業大学工学部助手、お茶の水女子理学部助教授を経て、2014年より現職、その間、開
発途上国女子教育協力センター長、いずみナーサリー施設長、附属幼稚園長、男女共同参画学協会連絡会運営委員、文京区
男女平等参画推進会議委員を務める。
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11月6日
（土）、13日
（土）

「マーケティング入門」

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。
（キーワード：マーケティングの基礎理論、
マーケティングリサーチ、消費者行動）
かん ばら

さとし

神原 理［専修大学 商学部 教授］
1995年兵庫県立大学大学院経営学研究科博士課程修了、同校助手、講師を経て、2000年4月より専修大学に勤務。専門分
野：サービス・マーケティング、商品研究。
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11月20日
（土）、27日
（土）

「経営戦略の基礎」

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、
よ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と組織について、
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やさしく学
びます。
（キーワード：戦略、製品・市場（事業ドメイン）、経営資源、経営組織、競争優位、SWOT分析）
つゆ

き

え

み

こ

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）研究科長 教授］
2003年北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士後期課程修了（博士：知識科学）。独立行政法人産業技術総合研
究所ベンチャー開発戦略研究センター特別研究員、明星大学経済学部経営学科准教授を経て、2011年4月より中央大学大
学院 戦略経営研究科（ビジネススクール）教授。2019年11月より現職。専門分野：組織論、戦略論、ハイテク・スタートアップ
ス(ベンチャー起業論)。

6
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B

12月4日
（土）、11日
（土）

「会計基礎力を身に付けるー取引記録の仕組みと企業活動の成績表ー」

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基本的な事項を学びます。企業取引を記録する簿記の仕組みや、
簿記によって作成される財務諸表（貸借対照表や損益計算書）の中身がどのようになっているのかなど企業会計の基本的な部分
を中心に解説します。実際の開示されている有価証券報告書や会計ニュースに触れながら，企業活動の成績表である財務諸表を
読み取る会計基礎力を身に付けましょう。
（キーワード：簿記、貸借対照表、損益計算書、財務諸表、有価証券報告書）
さくら い

やす ひろ

櫻井 康弘［専修大学 商学部 教授］
2001年中央大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学。2012年より現職。専門分野：会計情報システム論。

2022年
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1月15日
（土）

「サステナビリティを目指した遺伝リテラシー」

近年、個人のゲノム情報を医療や健康管理に役立てようという、ゲノム医療への期待が高まっています。
このゲノム情報を扱う場合、
本来知りたかったこと以外の情報を知る、家族に影響することがあるなど、思いがけない状況に直面することがあり、正しい情報を
伝え自己決定を支援する遺伝カウンセリングが大切です。身近な遺伝の話題について学び、皆さんで事例について議論し、遺伝リ
テラシーの向上を目指しましょう。
（キーワード：遺伝リテラシー、遺伝カウンセリング、ゲノム医療）
さ

さ

き

もと

こ

佐々木 元子［お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 助教］
1993年日本女子大学化学科卒。98年横浜市立大学大学院満期退学、博士(理学)。㈶神奈川科学技術アカデミー、㈱明治製
菓研究員。2010年お茶の水女子大学大学院遺伝カウンセリングコース満期退学。認定遺伝カウンセラー®、田園調布学園中
等部・高等部非常勤講師、日本医科大学付属病院、横浜市立大学附属病院、お茶の水女子大学基幹研究院研究員・非常勤講
師等を経て18年より現職。

2022年
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1月22日
（土）

「ヒトデとヒトでの生物学」

海産無脊椎動物のヒトデは、ホルモンによって受精可能な卵になり、排卵（放卵）
されて、海水中で受精する。
ヒトにおいても、卵巣
内の卵は、ホルモンによって受精が可能となり排卵されて、輸卵管中で受精する。
ヒトデとヒトでの知見を合わせて紹介し、生殖医
療についても議論したい。
（キーワード：受精、減数分裂、発生、生殖医療）
ち

ば

か ず よし

千葉 和義［お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授］
東京工業大学理学部生命理学科助手（1990年）、お茶の水女子大学理学部生物学科助教授（1997年）、お茶の水女子大学
理学部生物学科教授、サイエンス ＆ エデュケーション センター長（2005年）、お茶の水女子大学 副学長附属学校園担当
（2017〜2018年）。生物学科の学生や大学院生たちと、ヒトデの減数分裂と受精機構（発生生物学）を研究すると同時に、
理科教育と科学コミュニケーションの振興活動に従事している。
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2022年 1月29日
（土）、2月5日
（土）

「これからの女性リーダーが知っておきたい法律」

これから活躍する女性リーダーがぜひ知っておきたい、
コンプライアンスと労働法を中心とする法律や制度の知識を習得します。
コンプライアンス制度、企業倫理、内部通報制度、独占禁止法、労働基準法、働き方改革、育児介護休業法、男女雇用機会均等法、
ハラスメント、パートタイム労働、労働者派遣法、高年齢者雇用、労働審判手続、女性活躍推進法が対象です。可能な限り、最新の
判例や将来の法改正の方向にも触れたいと思います。
（キーワード：コンプライアンス、公益通報者保護法、独占禁止法、労働法、
女性活躍）
しお ざき

ひろ まさ

汐崎 浩正［汐崎法律事務所 所長弁護士］
東京大学法学部卒業、1993年弁護士登録、1997年シカゴ大学ロースクール卒業(LL.M.)。
「日本の独占禁止法の執行力の
強化と国際カルテル事件への対応」
「企業不祥事のビジネスリスク」等を講演。The Legal 500 Asia Paciﬁc 2015（労働法）、
及びWhoʼs Who Legal 2020（独禁法）等を受賞。2014年度徽音塾「企業法務・労務管理」講師。2015年度から徽音塾「企業
と法律」
「ビジネスと法律」講師。2020年 汐崎法律事務所を開設。

7
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2022年 2月19日
（土）

「身近な地域で災害に関する地図を作ってみよう」

災害時の地図として、ハザードマップが各自治体で作られています。そもそもハザードマップはどういうものなのでしょうか？この
講座では主に水害のハザードマップをとりあげ、まず概略について簡単に解説します。
「ある想定雨量で」作られている水害ハザー
ドマップを参考に、その想定と違う雨量になった時にどういう被害が考えられるのか。受講生の身近な地域を事例に、各自で地図
を作り考えてみましょう。
（キーワード：ハザードマップ、水害、地理、地図）
は

せ

がわ

なお

こ

長谷川 直子［お茶の水女子大学 基幹研究院 人間科学系 准教授］
地理学を専門とする。著書は「世界の湖沼と地球環境」(古今書院、分担執筆)、
「 地理×女子=新しい まちあるき」(古今書院、
監修執筆)、
「 地理女子が教えるご当地グルメの地理学」 (ベレ出版、共著)、
「 今こそ学ぼう地理の基本」
（山川出版社、編集執
筆）
「 発見しよう! つくってみよう! まちの地図 全3巻」(河出書房新社、監修)など。

P

20

2022年 3月5日
（土）

「平時と災害時における水の確保（質と量の両面から）」

現在の日本において、必要な水を質・量ともに確保することは、平時においては当然のこととなっているが、それを可能にしている
自然条件・社会条件・技術的背景を併せて説明するとともに、災害などの非常時においてどのように確保できるのか、
またするべき
なのかを解説する。特に人の健康に関するリスク評価の視点から考えることで、客観的に判断する方法についても説明する。
（キー
ワード：水源、水質、水処理技術、
リスク評価）
おお たき

まさ ひろ

大瀧 雅寛［お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授］
1995年3月東京大学大学院工学系研究科博士課程を修了後、同年4月に同研究科の助手。1997年講師。1999年4月より現
お茶の水女子大学・助教授。2012年に同教授、現在に至る。途中、2000年8月から2001年3月に南フロリダ大学にて客員研
究員。専門は環境衛生工学。特に水処理における消毒技術が専門。他にも国内外の都市用水需要予測や途上国の家庭排水
処理に関する研究も行っている。

● 講座内容、
講師についてや、
予告なく変更する場合があります。
ご了承ください。
● 講師の所属、
役職等は2021年1月時点での情報です。

塾生の声

※2021年度と共通する内容について、2020年度に寄せられた声を掲載します。

女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座
ワークライフバランスにスタディーも加
えましょうという話に共感しました。仕
事と生活のバランスと言いつつも、家
と職場の往復に疑問や飽きを感じ
て、昨年度から本講座を受講し始め
た時の気持ちを思い出しました

長寿化する中で，自分の
キャリアはまだまだ長く続
くと思うのですが，そこを
考える上で今まで持って
いなかった情報をおうか
がいすることができました

お茶大プロフェッショナルレクチャー

『女性ならではの視点』
という耳障り
な言葉に騙されないように、
というの
が印象的でした。仕事の成果に性別
や 国 籍 は関 係 無い 中でこのような
ワードが流布していることに違和感を
抱いていたので、
とても共感しました

※2020年度はトライアル講座、
ネットワーキングランチとして開催

先生と巡るお茶大キャンパスツアーが、
入学直後に
あったらよかったのに。今からでも開催してほしいです

共有する場の空気感が心の落ち着きや発想を生み、
伝統となって大学のベース
（カラー）
になるように思います

ビジネス講座
人事の仕事にも会計の考
え方が関わってくることが
わかったので、社内の経理
の情報も入手して会計が
わかる人事担当者になり
たいと思います

「目的設定が何よりも重
要」という点について、
経年で行っている自社
の調査の目的を再定義
することも検討したいと
思いました

他の受 講 者の方の
会 社のS W O T 分 析
を一緒に考えたこと
も、色 々 な 事 例 を
知って考える練習に
もなり良かったです

普段の自分の業務
が会社法に基づ い
ているものが多いの
で、改めて自分の業
務の意 義を整 理す
ることができました
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2021年度

き

いん じゅく

お茶大女性リーダー育成塾：徽音塾

き いんじゅく

Ⅰ.徽音塾の概要
お茶の水女子大学（以下、本学）
は、女性リーダーの育成を重要なミッションとしています。
お茶大女性リーダー育成塾：徽音塾（以下、徽音塾）
は、その使命の一環として、企業等で指導的立場に就くことをめざす女性、
また多様な分野・立場でリーダーシップを発揮することをめざす
女性を応援し、可能性を開花させるための学びとネットワーク構築の場を提供します。※
「徽音塾の理念（ｐ1）」
も併せてお読みください。

Ⅱ.受講対象者
当塾は、女性リーダーの育成を目的としているため、受講対象者を女性のみとしています。各講座を受講するにあたっては、大学卒業程度
の学力が必要です。
「 女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座」
と
「お茶大プロフェッショナルレクチャー」については特定の受講資格
は定めませんが、
「ビジネス講座」の受講に当たっては企業等での就業経験があることを前提とします。企業だけでなくNPOや市民活動、
地域コミュニティなど幅広い分野で指導的立場に就き、自身のリーダーシップを発揮して活躍の場を広げたいと考える女性の積極的な受
講を期待しています。
トランスジェンダー（性自認が女性である方）の女性にも参加いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。

Ⅲ.カリキュラムと開講日程
いずれの講座も土曜日の13：30〜16：40（90分×2回分、途中10分間の休憩あり）に開講します。
「 女性のエンパワーメントとリーダーシッ
プ講座」
と
「お茶大プロフェッショナルレクチャー」は1日完結型科目です。
「ビジネス講座」についてのみ、2日間で1科目が構成されていま
す。各講座における科目は以下の通りです。
講座区分

E

女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座

P

お茶大プロフェッショナルレクチャー

B

ビジネス講座

E

01

2021/5/8

子どもとは何か 〜子どもと過ごし関わる中で問い続ける〜

宮里 暁美

E

02

2021/5/15

キャリアの選択肢を広げる、付加価値を生む女性たちの仕事

横田 響子

E

03

2021/5/22

貴女のリーダーシップを磨く よりよいキャリアを積むために

高田 朝子

E

04

2021/5/29

多様性対応コミュニケーション

吉田 友子

P

05

2021/6/12

ゲノム医療時代の健康管理と遺伝カウンセリング

三宅 秀彦・神原 容子

P

06

2021/6/26

植物油と健康〜氾濫する食情報に流されないために〜

藤原 葉子

P

07

2021/7/3

すまいのデザインと社会

元岡 展久

P

08

2021/7/10

都市の記憶、都市の想像力

小林 誠

P

09

2021/9/4

近代精神の器としてのピアノ

小坂 圭太

P

10

2021/9/11

ダンスの魅力を科学する〜運動を楽しむと健康になる〜

水村 真由美

P

11

2021/10/16

遺伝子からみえる疾患のメカニズム

由良 敬

P

12

2021/10/23

男女共同参画と途上国支援に関する科学・技術コミュニティの変容の事例

森 義仁

B

13

2021/11/6 、
13

マーケティング入門

神原 理

B

14

2021/11/20、
27

経営戦略の基礎

露木 恵美子

B

15

2021/12/4、
11

会計基礎力を身に付ける−取引記録の仕組みと企業活動の成績表−

櫻井 康弘

P

16

2022/1/15

サステナビリティを目指した遺伝リテラシー

佐々木 元子

P

17

2022/1/22

ヒトデとヒトでの生物学

千葉 和義

B

18

2022/1/29、
2/5

これからの女性リーダーが知っておきたい法律

汐崎 浩正

P

19

2022/2/19

身近な地域で災害に関する地図を作ってみよう

長谷川 直子

P

20

2022/3/5

平時と災害時における水の確保
（質と量の両面から）

大瀧 雅寛

☆各科目ともに開講週の月曜日が申込締切となります。
☆定員に達し次第申込を締め切ることがあります。
☆ランチを兼ねてネットワークを構築するための交流会（オンライン・ネットワーキングランチ）を講座開講日の11：30〜13：00に
随時開催します。開催日は決まり次第徽音塾ホームページに掲載します。
☆最新情報は徽音塾WEBサイトでご確認下さい。

Ⅳ.定員
30名程度（各講座）

Ⅴ.開講場所（教室）
全ての講座においてオンラインミーティングツール「Zoom」によるオンライン上での開催（双方向型）
となります。受講にあたりましては、
あらかじめパソコンやタブレットなどの通信機器の準備、
ブラウザから指定されたURLにアクセスするためのネットワーク環境を整備いた
だく必要があります。受講者には講座開催が近くなりましたら受講用URL（Zoomアドレス）、
ミーティングID、
パスコードをお知らせします。
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※ZoomはZoom Video Communications,Incの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Ⅵ.入塾料および受講料
◎2021年度

入塾料
（税込）

初回申込時のみ必要となります。
既に塾生番号をお持ちの方は不要です。

区分

料金

お茶の水女子大学の卒業生・修了生

無料

法人等団体からの申込
その他（上記以外の個人で申込の方）

◎2021年度

受講料
（税込）

1,100円

講座名

1科目の料金

女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座（全4科目）
「女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座」
と
お茶大プロフェッショナルレクチャー（全12科目）
「お茶大プロフェッショナルレクチャー」
の各科目は
1日間の料金、
「ビジネス講座」
は2日間の料金を示しています。 ビジネス講座（全4科目）

7,700円
15,400円

Ⅶ.受講申込
1.申込方法

◎個人申込
徽音塾ホームページの申込サイトよりお申し込みください。
http://www-w.cf.ocha.ac.jp/leader/kiin/courseinfo/application/
◎法人等団体によるお申込
まずは徽音塾事務局（kiin-le@cc.ocha.ac.jp）へメールでご連絡ください。
法人用の申込手順をお知らせします。

2.申込上の注意

お申込
ウェブサイト

・申込書類に不備があるものは受け付けないことがあります。
・外国籍の方は、住民票に記載されている本名を用いてください。ただし、日本名も同時に登録してある方は、
日本名を用いてもかまいません。
この場合、全ての申込書類の氏名は統一してください。
・一度受理した申込書類は返還いたしかねます。
・一旦納入された入塾料・受講料の返還は理由のいかんを問わずできませんのでご了承ください。

Ⅷ.受講の可否の結果通知
申込時に記載いただく受講理由の内容によっては受講いただけない場合もあります。受講の可否については、申込後1週間程度で本人宛
てに電子メールで連絡します。受講手続（受講料の納入方法など）
も同時に連絡します。諸連絡はメールで行いますので、メールアドレスの
取得を必須とします。@cc.ocha.ac.jpを受信できるように設定をお願いいたします。

Ⅸ.修了要件と修了証の発行
各科目を受講した後、課されたレポートを期日までに提出いただくと、担当講師（もしくは徽音塾実施委員）が内容を確認し、科目修了の
認定を判断します。判断結果はレポートに対するコメントとともにメールで通知します。
各講座において以下の要件を満たすと修了認定を受けた科目名を記載した講座修了証が発行（郵送）
されます。

E

◎女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座（全4科目）
【発行される修了証】 女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座
【講座修了要件】
3科目以上の修了認定を得ること。

P

◎お茶大プロフェッショナルレクチャー（全12科目）
【発行される修了証】 お茶大プロフェッショナルレクチャー
【講座修了要件】
4科目以上の修了認定を得ること。

B

◎ビジネス講座（全4科目）
【発行される修了証】 ビジネス講座 修了証
【講座修了要件】
2科目以上の修了認定を得ること。

修了証

修了証

◎徽音塾全体修了証
「女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座修了証」、
「お茶大プロフェッショナルレクチャー修了証」、
「ビジネス講座修了証」の計3種
類の修了証が発行されますと、徽音塾が提供する講座をおおむね修了したことを示す全体修了証が別途発行されます。
この全体修了証は
毎年度末に開催される年度修了式にて塾長から授与（手渡し）
されます。
前年度（2020年度）以前の修了と、今年度（2021年度）の修了を併せて全体修了となる方については、一部要件が異なります。受講の際に
個別にご案内いたします。

・個人情報の取り扱いについて
本学では、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人情報の適正な取扱い及び最善の管理対策を講じています。申込に当たって
ご提出いただいた個人情報は、本件以外に許可なく使用することはありません。
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ネットワーキング ランチ
ランチを兼ねてネットワークを構築するための交流会（オンライン・ネットワーキングランチ）を
講座開講日の11：30〜13：00に随時開催します。
塾生に限らず、就業経験のある女性であればどなたでもご参加いただけます。
まずはこのネットワーキングランチで徽音塾の雰囲気を感じてみませんか？

ミニレクチャー

（2020年度に開催したものの一部紹介）

※所属と職位はミニレクチャー開催時のものです。
※塾生の企画による自主企画ミニレクチャーも今までに7回開催されています。

5月

6月

8月

「女性リーダーの行方 ― マーベルとお茶大の戦略的本質主義」
講師：小林 誠（お茶の水女子大学 基幹研究院 人間科学系 教授）
「『知』の空間としての大学」
講師：元岡 展久（お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授）
「ルワンダ発ソーシャルビジネス〜女性社会起業家の歩き方〜」
講師：山田 美緒（KISEKIオーナー）
※塾生による企画

9月

企画者：山木 しおり氏

「哲学Café 〜哲学を、
もっと身近に〜」
講師：石田 恵理（お茶の水女子大学 グローバルリーダーシップ研究所 アカデミック・アシスタント）
※塾生による企画

企画者：山木 しおり氏

［問い合わせ先］
き

いん じゅく

お茶大女性リーダー育成塾：徽音塾

事務局

〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1
E-MAIL：kiin-le@cc.ocha.ac.jp

きいんじゅく

HP
Twitter

http://www-w.cf.ocha.ac.jp/leader/kiin/
https://twitter.com/kiinjuku
HP

Twitter

