
お申込※1 ※2

Web

5月講座初日に開講式を開催します

年度修了式（全体修了式）と交流会を3月に開催します

申込情報と志望理由を入力して
送信してください

受講の可否と振込金額をメールで通知します
Eメールによる
受講可否通知

入塾料※3と
受講料の振込※4

受講開始※5 ※6

レポート提出

修了証の
発行※7 ※8

振込確認後、入金確認のメールをお送りします※4　

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交付されます※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※8　

交流を目的としたオンライン・ネットワーキングランチが随時開催されます（任意参加）※6　

受講にかかわる情報（受講用Zoomアドレス、講義資料など）は受講前日までに
メールでお送りします

※5　

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）

※3　

※1 徽音塾Webサイトをご利用ください

徽音塾
Webサイト

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

※2

各科目を受講後、締め切りまでにレポートを書いて専用フォームに提出してください
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お申込から修了までの流れ

http://www-w.cf.ocha.ac.jp/leader/kiin/Web

Web Twitter

https://twitter.com/kiinjukuTwitter
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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

［問い合わせ先］

きいんじゅく
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お茶大女性リーダー育成塾

徽音塾
き いん じゅく

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。
お預りした個人情報は、本件以外に許可なく使用することはありません。個人情報の取り扱いについて



　お茶の水女子大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5月にキャリアアップをめざす女性のための「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、2022年度までに約400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7年が経過した2021年5月に、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
リニューアルしました。新たな徽音塾では、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す「女性
のエンパワーメントとリーダーシップ講座」、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
「お茶大プロフェッショナルレクチャー」、一般的なビジネススクールで学ぶ内容を厳選し、本学独自の視点を加えた「ビジ
ネス講座」の３講座を開講しています。
　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。徽音塾の使命は、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、ひ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、それぞれの可能性を最大限に広げ、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。

徽音塾の特長

まなぶ みがく つながる
一歩前へ！● ● ●

き いん じゅく

徽音塾の理念
き いん じゅく

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
※2023年度は18科目を開講します。詳しくは開講講座・科目・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。

1 授業は少人数制 講師と塾生同士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。

どこからでも徽音塾にアクセスできます。

2

3

4

※ネットワーキングランチ〈昼食会を兼ねたオンライン交流会〉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/）やSlackでも活動中です。

受講者は女性のみ

2023年度はオンライン講座

き いん じゅく

こんな人は徽音塾へ！
こんなことを思っていませんか？
★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。
★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・教養を身に付けて活用したい。
★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、自分が今後どうしたいのかを
　考えるきっかけが欲しい。

徽音塾では、このような思いをもった女性たちが集まり、
学び、意見を交わ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。

2023年度 開講講座について

　徽音塾では、お互いをより深く知るきっかけになればと、オンライン・ネットワーキングランチを開催しています。2022
年度は講座開講日の11:00~12:30に4回実施しました。2023年度も引き続き開催予定です。就業経験のある女性で
あれば、塾生に限らずどなたでも参加可能です。毎回、ディスカッションテーマを決めて議論するなど、和気あいあいとし
た雰囲気で進み、参加者から大好評をいただいています。興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。「学びたい」
と意欲を持って集った仲間と楽しい時間を一緒に過ごしませんか。

ネットワーキングランチ

講義時間 13：30～15：00、15：10～16：40（共通）

女性のエンパワーメントと
リーダーシップ講座E

ビジネス講座B

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。

一般的なビジネススクールで学ぶ内容を厳選し、
本学独自の視点を加えた講座です。

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。

●女性活躍
●人材育成
●ワーク・ライフ・バランス
●ジェンダー平等
●ネットワーク
●自己理解　

キーワード キーワード

キーワード

2023年度は女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座（6科目）、お茶大プロフェッショナルレクチャー（6科目）、
ビジネス講座（6科目）を開講します。

女性の
エンパワーメントと
 リーダーシップ講座

自らの能力を引き出し
一歩前へ踏み出す

ビジネス講座

ビジネススキルを養い
実践に活かす

お茶大
プロフェッショナル
レクチャー

研究知から
社会課題の解決に迫る

●企業会計  ●イノベーション  ●マーケティング
●労働法  ●社会経済  ●コミュニケーション

●科学  ●文化  ●共創  ●生活
●教育  ●環境  ●健康  ●格差

　私が徽音塾を受講したのは、中間管理職になったことをきっかけにリカレント教育に関心を持ったからです。
職場では十分に納得できる研修がなかったので、他に学べる場所はないかと探していました。　
　徽音塾は他大学の講座に比べて女性のリーダーシップを多面的に捉えており、体系的に学びを深めることが
できます。普段仕事をしているので、土曜日にオンライン受講できるのも決め手となりました。また、これまでも
グローバルリーダーシップ研究所主催のセミナーや講演会に参加し、そこからインスパイアされたことも受講
理由の一つです。
　講義で印象に残っているのは、「自分らしさにこだわりと誇りをもつことが大切」、「できる見込みがない人に
キャリアアップの提案をすることはない」という先生方の言葉です。仕事やプライベートで試練が訪れた時も、
徽音塾の講座で考えたことや得られたことをきっかけに乗り越えることができたので、本当に受講してよかったと
思います。提出したレポートへの先生方からのコメントも大きな励みになりました。
　他の受講生の方とディスカッションできるのも徽音塾の魅力です。一人では学べない経験ができるので、今後も
徽音塾とともに社会人としての学びを深めていきたいと思います。

石田 陽子さん（地方公務員）

　徽音塾を受講してよかったことは、普段接することのない職種のみなさんと意見交換ができることです。私は
地方議員をしており、普段、同じ立場の人と話すことが多いのでどうしても話の方向性が似てしまいます。その
ため、徽音塾での毎回のグループワークはとても刺激的でした。
　受講当初はジェンダーに興味があったのと、「P講座、B講座は自分には難しすぎるだろう」と思っていたのでE講
座のみの受講を考えていました。ただ、実際にP講座、B講座も受講してみると、「全然構えなくてもよかった！」と
安心して学ぶことができました。むしろ、そちらの分野への関心がどんどん広がっていったかもしれません。
　講座のラインナップが豊かなのも徽音塾の魅力です。どのテーマも、日常に抱える課題と必ず接点があります。
私は、栄養学や土地利用、会計の知識、ごみ処理問題などの講座が印象に残りました。特に、もともと関心が
あった食品ロス問題については、先生の切り口が私の問題意識と近かったこともあり、徽音塾で学んだことをもとに、
定例議会の一般質問で取り上げることができました。
　これからも徽音塾で学びを深め、小さなことからでも私にできることをやっていきたいと考えています。

平野 由里子さん（地方議員）

塾生の声
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あった食品ロス問題については、先生の切り口が私の問題意識と近かったこともあり、徽音塾で学んだことをもとに、
定例議会の一般質問で取り上げることができました。
　これからも徽音塾で学びを深め、小さなことからでも私にできることをやっていきたいと考えています。

平野 由里子さん（地方議員）

塾生の声
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2023年度 開講講座・科目・講師一覧

女性がキャリアを築くうえで大事なこと、キャリアだけでなく自分のライフプランとどう両立させていくか、その時々で自
分で選択し、自分で満足いく、楽しめる道を選んでいくために何が大事かを一緒に考えたいと思います。私自身の経験や
選択のたびに迷ってきたことを一例として、女性がライフプランやキャリアプランを考えるうえでの参考にしてください。
女性が二の足を踏むことが多いとされる管理職を選択することの楽しさや意義も伝えたいと思います。

［キーワード］仕事と家庭の両立、女性の働き方、ライフプラン、キャリアプラン、女性管理職

5月13日（土） 

「自分らしく生きる － キャリアもプライベートも自分で選択する－」 

1975年、福井県生まれ。1999年、一橋大学社会学部卒業、朝日新聞社入社。新潟支局、千葉支局で、警察や県政な
どの取材を担当。2004年、AERA編集部。女性の生き方、格差問題、働き方などをテーマに取材をするほか表紙担
当などを続ける。第１子出産後、2014年に副編集長に。第２子出産後、2018年にジュニアエラ編集長兼務。その
後、AERA with Kids編集長も兼務。2022年４月からAERA編集長。

木村 恵子
［朝日新聞出版AERA編集部 編集長］

き むら けい こ
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私たちが2019年に行った国内の女性管理職を対象とした調査によると、回答者の約8割が学生時代にリーダーシップを
学んだ経験がないということがわかりました。リーダーシップは個人の才能ではなく、誰もが学ぶことによって習得可能
であるという考えは決して新しいものでありませんが、実際はあまりよく知られていません。本講義では女性の視点で
リーダーシップを捉え、リーダーシップに関する様々な研究を紹介しながら、塾生のリーダーシップ開発を目指します。

［キーワード］リーダーシップ、ジェンダー、ダイバーシティ、文化、ケア役割

5月20日（土） 

「リーダーシップ、社会、そして私 ―ジェンダーと文化の視点で見えてくるもの」 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士後期課程修了。博士（社会科学）。2019年より現職。専門
社会調査士。科研費若手研究「女性管理職はいかにして育つのか：職場環境・家族関係・リーダーシップ教育からの
検討」（2020－2023）研究代表。著書に『キャリア・デザインと子育て―首都圏女性の調査から』（共著）など。

岡村 利恵
［お茶の水女子大学 グローバルリーダーシップ研究所 特任講師］

おか むら り え

E
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02

5月27日（土） 

「多様なメンバーの持ち味を引き出すチームをどう作るか」 
E
03

03

先の見えない時代においては、多様な人の持つ視点や能力をチーム運営に生かしていくことが必要になります。しかし、
調査結果からは、自分の持ち味を引き出されていないと感じている人が多くいることもわかっています。どのようにして、
メンバー1人ひとりの持ち味を引き出しながら、強いチームを創ればよいのか。それにはリーダー自身に知性の発達が求
められます。講義では「大人の学び」や「組織論」をベースにしながら、どのように他者の持ち味を引き出せるチームを創れ
ばよいのか。参加者間の意見交換を通じて考えます。

［キーワード］アダプティブリーダーシップ、大人の学び、知的謙虚さ、持ち味、知性の発達、学習する組織

研究領域は、キャリア形成、大人の学び、学校の機能。『分断されたキャリア教育をつなぐ。』『社会リーダーの創造』
『社会人の学習意欲を高める』『「創造する」大人の学びモデル』『生き生き働くを科学する』『人が集まる意味を問い
なおす』を発行。株式会社リクルート入社後、組織人事のコンサルティング（企業理念の浸透、組織活性化）に従事
した後、社会人向けのキャリア研修の開発を行う。2003年4月より現職。博士（社会科学）。

辰巳 哲子
［リクルートワークス研究所 主任研究員］

たつ み さと こ

今日「あらゆる分野への男女共同参画」は国策であり、これに反対する者は誰もいない。だが女なら誰でもいいのか？
女性リーダーのなかには男性集団への過剰同一化を示す者もいることは実証されている。女性リーダーを増やすのは何
のためか？ 女性がリーダーに増えると何が変わるのか……を考えてみたい。

［キーワード］女性リーダー、過少代表性、過剰同一化、QUOTA

6月3日（土） 

「女なら誰でもいいのか？：女性がリーダーになると何が変わるか」 

京都大学大学院社会学博士課程修了。社会学博士。平安女学院短期大学助教授、シカゴ大学人類学部客員研究
員、京都精華大学助教授、ボン大学客員教授、コロンビア大学客員教授、メキシコ大学院大学客員教授等を経る。
1993年東京大学文学部助教授、1995年同人文社会系研究科教授。2012年立命館大学特別招聘教授。元学術会
議会員。専門は女性学・ジェンダー研究。高齢者の介護とケアも研究テーマとしている。著書多数。

上野 千鶴子
［東京大学名誉教授 認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク理事長］

撮影：後藤さくら

うえ の ち づ こ
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出産後に仕事と家庭を両立しようとすると、様々な悩みが生まれ、次々と壁に突き当たりますが、ピンチをチャンスに変えるよう
発想を転換してみませんか。振り返れば、私は、出産前後の苦しい経験を乗り越えたことが、その後のキャリアに繋がりました。研
究職をスタートに現在の営業統括職まで、自分のつよみを活かしながら、周囲の人から支援してもらえる環境を作るために心掛
け、実践してきたことを、＜思考編：自分のつよみを理解する＞＜アクション編：仕事との向き合い方＞として皆さんと共有します。 

［キーワード］出産、キャリア形成、つよみ

6月17日（土） 

「ピンチをチャンスに！ 私の出産後のキャリア形成」 

1988年お茶の水女子大学家政学部食物学科を卒業し、東京ガスに入社。育児休暇中に論文博士号を取得し、
「ためしてガッテン」など多数のマスコミで食の情報発信をしつつ、服部栄養専門学校他で非常勤講師や、食関連の
学会で理事を兼務。食分野の仕事に20年間強従事した後、プロモーションマネージャー、人事総務マネージャーを
経て、50歳で営業職場に。現在は、執行役員・法人営業本部長。

小西 雅子
［東京ガス株式会社 執行役員 法人営業本部長］

こ にし まさ こ

E
05

05

6月24日（土） 

「変化する時代に、私らしいしなやかなキャリアを」 
E
06

06

日本社会における女性活躍の場は広がってきました。それでも世界に目を向けると、女性活躍度・ダイバーシティともに日
本のまだまだ先をいっています。またこれからは、サステナビリティへの関心の高まり、デジタル技術の革新、働き方の多
様化に代表されるような、ますます加速する社会の変化とも合わせ、自身のキャリアを選択し構築していくことの重要度
も高まっています。IT業界における経験を共有しながら、しなやかなキャリアをどのように描くか、みなさんと考えてみた
いと思います。

［キーワード］技術、マネジメント、修羅場と成功体験、過去と未来、ダイバーシティ＆インクルージョン

1987年お茶の水女子大学家政学部家庭経営学科を卒業し、富士通に入社。システムエンジニアを中心にキャリア
を積み、2016年より同社執行役員。現在はグローバルソリューション・サービスデリバリ責任者として英国に滞在
中。米国・英国への駐在経験から、ダイバーシティ＆インクルージョンに富んだリーダーシップとチーム形成を重視
しており、社内外での女性リーダーシップ育成にも積極的に参加。

島津 めぐみ
［富士通株式会社 執行役員SEVP グローバルソリューションビジネスグループ長］

しま づ

女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座E お茶大プロフェッショナルレクチャーP ビジネス講座B

※科目名（講義タイトル）の前に記載されている記号は講座名を表しています。　※講師の所属、役職等は2023年1月時点での情報です。

※講座内容、講師については、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

特別講演（対面のみ 13:30~15:00） ※通常の講座と申込方法が異なります。P.10をご参照ください。

3 4



2023年度 開講講座・科目・講師一覧

女性がキャリアを築くうえで大事なこと、キャリアだけでなく自分のライフプランとどう両立させていくか、その時々で自
分で選択し、自分で満足いく、楽しめる道を選んでいくために何が大事かを一緒に考えたいと思います。私自身の経験や
選択のたびに迷ってきたことを一例として、女性がライフプランやキャリアプランを考えるうえでの参考にしてください。
女性が二の足を踏むことが多いとされる管理職を選択することの楽しさや意義も伝えたいと思います。

［キーワード］仕事と家庭の両立、女性の働き方、ライフプラン、キャリアプラン、女性管理職

5月13日（土） 

「自分らしく生きる － キャリアもプライベートも自分で選択する－」 

1975年、福井県生まれ。1999年、一橋大学社会学部卒業、朝日新聞社入社。新潟支局、千葉支局で、警察や県政な
どの取材を担当。2004年、AERA編集部。女性の生き方、格差問題、働き方などをテーマに取材をするほか表紙担
当などを続ける。第１子出産後、2014年に副編集長に。第２子出産後、2018年にジュニアエラ編集長兼務。その
後、AERA with Kids編集長も兼務。2022年４月からAERA編集長。

木村 恵子
［朝日新聞出版AERA編集部 編集長］
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私たちが2019年に行った国内の女性管理職を対象とした調査によると、回答者の約8割が学生時代にリーダーシップを
学んだ経験がないということがわかりました。リーダーシップは個人の才能ではなく、誰もが学ぶことによって習得可能
であるという考えは決して新しいものでありませんが、実際はあまりよく知られていません。本講義では女性の視点で
リーダーシップを捉え、リーダーシップに関する様々な研究を紹介しながら、塾生のリーダーシップ開発を目指します。

［キーワード］リーダーシップ、ジェンダー、ダイバーシティ、文化、ケア役割

5月20日（土） 

「リーダーシップ、社会、そして私 ―ジェンダーと文化の視点で見えてくるもの」 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士後期課程修了。博士（社会科学）。2019年より現職。専門
社会調査士。科研費若手研究「女性管理職はいかにして育つのか：職場環境・家族関係・リーダーシップ教育からの
検討」（2020－2023）研究代表。著書に『キャリア・デザインと子育て―首都圏女性の調査から』（共著）など。

岡村 利恵
［お茶の水女子大学 グローバルリーダーシップ研究所 特任講師］

おか むら り え
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5月27日（土） 

「多様なメンバーの持ち味を引き出すチームをどう作るか」 
E
03

03

先の見えない時代においては、多様な人の持つ視点や能力をチーム運営に生かしていくことが必要になります。しかし、
調査結果からは、自分の持ち味を引き出されていないと感じている人が多くいることもわかっています。どのようにして、
メンバー1人ひとりの持ち味を引き出しながら、強いチームを創ればよいのか。それにはリーダー自身に知性の発達が求
められます。講義では「大人の学び」や「組織論」をベースにしながら、どのように他者の持ち味を引き出せるチームを創れ
ばよいのか。参加者間の意見交換を通じて考えます。

［キーワード］アダプティブリーダーシップ、大人の学び、知的謙虚さ、持ち味、知性の発達、学習する組織

研究領域は、キャリア形成、大人の学び、学校の機能。『分断されたキャリア教育をつなぐ。』『社会リーダーの創造』
『社会人の学習意欲を高める』『「創造する」大人の学びモデル』『生き生き働くを科学する』『人が集まる意味を問い
なおす』を発行。株式会社リクルート入社後、組織人事のコンサルティング（企業理念の浸透、組織活性化）に従事
した後、社会人向けのキャリア研修の開発を行う。2003年4月より現職。博士（社会科学）。

辰巳 哲子
［リクルートワークス研究所 主任研究員］

たつ み さと こ

今日「あらゆる分野への男女共同参画」は国策であり、これに反対する者は誰もいない。だが女なら誰でもいいのか？
女性リーダーのなかには男性集団への過剰同一化を示す者もいることは実証されている。女性リーダーを増やすのは何
のためか？ 女性がリーダーに増えると何が変わるのか……を考えてみたい。

［キーワード］女性リーダー、過少代表性、過剰同一化、QUOTA

6月3日（土） 

「女なら誰でもいいのか？：女性がリーダーになると何が変わるか」 

京都大学大学院社会学博士課程修了。社会学博士。平安女学院短期大学助教授、シカゴ大学人類学部客員研究
員、京都精華大学助教授、ボン大学客員教授、コロンビア大学客員教授、メキシコ大学院大学客員教授等を経る。
1993年東京大学文学部助教授、1995年同人文社会系研究科教授。2012年立命館大学特別招聘教授。元学術会
議会員。専門は女性学・ジェンダー研究。高齢者の介護とケアも研究テーマとしている。著書多数。

上野 千鶴子
［東京大学名誉教授 認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク理事長］

撮影：後藤さくら
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出産後に仕事と家庭を両立しようとすると、様々な悩みが生まれ、次々と壁に突き当たりますが、ピンチをチャンスに変えるよう
発想を転換してみませんか。振り返れば、私は、出産前後の苦しい経験を乗り越えたことが、その後のキャリアに繋がりました。研
究職をスタートに現在の営業統括職まで、自分のつよみを活かしながら、周囲の人から支援してもらえる環境を作るために心掛
け、実践してきたことを、＜思考編：自分のつよみを理解する＞＜アクション編：仕事との向き合い方＞として皆さんと共有します。 

［キーワード］出産、キャリア形成、つよみ

6月17日（土） 

「ピンチをチャンスに！ 私の出産後のキャリア形成」 

1988年お茶の水女子大学家政学部食物学科を卒業し、東京ガスに入社。育児休暇中に論文博士号を取得し、
「ためしてガッテン」など多数のマスコミで食の情報発信をしつつ、服部栄養専門学校他で非常勤講師や、食関連の
学会で理事を兼務。食分野の仕事に20年間強従事した後、プロモーションマネージャー、人事総務マネージャーを
経て、50歳で営業職場に。現在は、執行役員・法人営業本部長。

小西 雅子
［東京ガス株式会社 執行役員 法人営業本部長］
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6月24日（土） 

「変化する時代に、私らしいしなやかなキャリアを」 
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日本社会における女性活躍の場は広がってきました。それでも世界に目を向けると、女性活躍度・ダイバーシティともに日
本のまだまだ先をいっています。またこれからは、サステナビリティへの関心の高まり、デジタル技術の革新、働き方の多
様化に代表されるような、ますます加速する社会の変化とも合わせ、自身のキャリアを選択し構築していくことの重要度
も高まっています。IT業界における経験を共有しながら、しなやかなキャリアをどのように描くか、みなさんと考えてみた
いと思います。

［キーワード］技術、マネジメント、修羅場と成功体験、過去と未来、ダイバーシティ＆インクルージョン

1987年お茶の水女子大学家政学部家庭経営学科を卒業し、富士通に入社。システムエンジニアを中心にキャリア
を積み、2016年より同社執行役員。現在はグローバルソリューション・サービスデリバリ責任者として英国に滞在
中。米国・英国への駐在経験から、ダイバーシティ＆インクルージョンに富んだリーダーシップとチーム形成を重視
しており、社内外での女性リーダーシップ育成にも積極的に参加。

島津 めぐみ
［富士通株式会社 執行役員SEVP グローバルソリューションビジネスグループ長］

しま づ

女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座E お茶大プロフェッショナルレクチャーP ビジネス講座B

※科目名（講義タイトル）の前に記載されている記号は講座名を表しています。　※講師の所属、役職等は2023年1月時点での情報です。

※講座内容、講師については、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

特別講演（対面のみ 13:30~15:00） ※通常の講座と申込方法が異なります。P.10をご参照ください。
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食品ロス削減への取組が注目され、飲食店では、残さず食べましょうと呼びかける自治体も出ています。しかし、飲食店で
提供される一食あたりのエネルギー量は適正量を超えているという報告があり、もし、残さず食べると多くの者が食べ過
ぎになります。また、私たちの健康にとって良いとされる栄養バランスのとれた食事でも、使われる食品によって環境負荷
が異なります。この講義では、私たちの健康と地球環境の課題解決に向けて、私たちに何ができるかを、一緒に考えます。

［キーワード］健康、食ロス、飲食店、健康教育

7月1日（土） 

「私たちと地球の健康 ～食から地球環境を考えてみよう～」 
P
01

07

科学技術分野における研究や技術開発は、男性を対象または基準として進められることが多く、性差が見過ごされがちで
した。しかし近年、欧米において研究や技術開発のデザインに積極的に性差（セックス/ジェンダー）分析を組み込むこと
で新しい発見やイノベーションを目指す「ジェンダード・イノベーション」が広まってきています。そして、日本でも、2022
年4月にお茶の水女子大学にジェンダード・イノベーション研究所が設立されました。本講義では、国内外におけるジェン
ダード・イノベーションに関する具体的な事例や研究所の紹介を行います。

［キーワード］ジェンダード・イノベーション、性差分析、セックス（生物学的性）、ジェンダー（社会・文化的性）

7月8日（土） 

「ジェンダード・イノベーションのすすめ ～多様性を包摂する社会の実現を目指して～」 

1993年お茶の水女子大学理学部卒。95年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。98年同大学院博士課程
修了。博士（理学）。お茶の水女子大学にてポスドク、理学部助手、特任講師を経て、07年に名古屋大学男女共同参
画室特任准教授。10年に同大学大学院理学研究科准教授。19年に、クロスアポイントメントにてお茶の水女子大
学准教授および学長補佐を兼務し、ジェンダード・イノベーション研究所の設立に関わる。22年より、現職。

佐々木 成江
［お茶の水女子大学  ジェンダード・イノベーション研究所 特任教授］

さ さ き なり え
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地球上には約1000万種の生物種が生息しており、そのうち４万種が絶滅危惧種に指定されています。これら絶滅危惧種
を保全するために生育環境の保全が必要ですが、絶滅危惧種はここ20年で４倍にも増加しました。本講義では、生物多
様性と直近の経済活動とのバランスをどうすべきかを議論します。また、多様な生物種がもつ多様な性のかたちや性スペ
クトラムについて概説し、“多様性”をキーワードに理想の未来像を考えます。

［キーワード］生物多様性、多様な性のかたち、絶滅危惧種、マリモ、性スペクトラム

7月15日（土） 

「生物の“多様性”から考える理想の未来像」 

北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻博士課程修了。博士（理学）。北海道大学創成科学共同研究機構・助教
を経て、2008年よりお茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・准教授、2019年4月より現職。マリモや
“海の森”の系統分類学、保全生態学、環境適応分子進化学に関する研究を進めている。現在、環境省希少野生動植
物種保存推進委員、レッドリスト分科会委員として、絶滅危惧種のカテゴリー選定などをおこなっている。

嶌田 智
［お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授］

しま だ さとし
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11

新型コロナウイルスの世界的大流行は、さまざまな社会問題に光を当てる契機となりました。「健康」や「病い」は単に医
学的、生理学的な現象に還元・限定されるものではなく、私たちの生きる時代や文化の規範・慣習と深く結びついた社会
現象の一つとして捉えることができます。本講座ではSDGsの目標３・５を念頭に置きつつ、誰もが当事者たり得る「健康」
や「病い」を導きの糸として、近現代社会におけるジェンダーや健康格差等について具体的に考え、議論する機会にしたい
と思います。

［キーワード］健康、感染症、衛生、ジェンダー、格差

9月2日（土） 

「〈健康〉と〈病い〉から読み解く近現代社会の課題」 

2008年お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士（社会科学）。シカゴ大学人類学部客員
研究員、お茶の水女子大学リーダーシップ養成教育研究センター（現グローバルリーダーシップ研究所）特任講師
を経て現職。
専門分野：医療社会学、近代衛生史

宝月 理恵
［お茶の水女子大学 グローバルリーダーシップ研究所 特任講師］

ほう げつ り え

P
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激変する環境下にある現代の企業や組織において、課題を解決し付加価値を生み出すイノベーション創出は不可欠で
す。イノベーション創出は、リーダーが知っておくべき知識であると同時に、セカンドキャリアとして起業する際にも役立つ
知識です。本講座では、イノベーションの本質や創出のための視点、組織運営、起業家活動について、講義とグループワー
クを通じて学びます。

［キーワード］イノベーション、アントレプレナーシップ、新規事業開発、新製品開発、起業

８月19日（土）・８月26日（土）

「新規事業開発に効く！ イノベーション創出の知識と視点」 

お茶の水女子大学家政学部卒業後、特殊法人中小企業事業団（現・（独）中小企業基盤整備機構）に入職。在職中、法
政大学大学院経営学専攻修士課程修了。修士（経営学）。高千穂大学教授を経て2010年4月より現職。博士（学術）
（早稲田大学）。最近は、女性起業家の研究を続けている。
専門分野：アントレプレナーシップ、中小企業経営、創業支援

鹿住 倫世
［専修大学 商学部 教授］

か ずみ とも よ

B
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SDGｓについて学ぶ ③⑫⑬ SDGｓについて学ぶ ①③⑩

SDGｓについて学ぶ③⑦ 

2023年度 開講講座・科目・講師一覧 女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座E お茶大プロフェッショナルレクチャーP ビジネス講座B

2004年京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻修了、博士（社会健康医学）、管理栄養士。お茶の水女子
大学生活科学部食物栄養学科にて、栄養教育論、栄養カウンセリング論等を担当。行動科学を用いた栄養教育の実
践に向けて、食行動の変容に関する研究を行っている。国の検討会委員も多数行っており、2021年厚生労働省「自
然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」委員、2022年から「健康的で持続可能な食環
境戦略イニシアチブ」委員を務めている。

赤松 利恵
［お茶の水女子大学 副学長（広報・学術情報担当）附属図書館長 基幹研究院自然科学系教授］

あか まつ り え

SDGsの掲げる17の目標には、気候変動やジェンダー平等に関する目標と並んで、貧困問題に関する目標―「あらゆる場所
あらゆる形態の貧困を終わらせる」（Goal 1）―が含まれています。それでは、ここで「終わらせる」対象とされている「貧困」
とは何なのでしょうか？この講義では、そもそも「貧困とは何か？」という問いを起点に、現代日本という文脈における貧困
問題と社会保障（とりわけ社会扶助）の在り方について考えてみたいと思います。

［キーワード］貧困、低所得、社会保障、社会福祉、生活保護

7月22日（土） 

「『貧困とは何か？』を考えてみる」 

2018年に首都大学東京（現東京都立大学）人文科学研究科の博士後期課程を修了（博士：社会福祉学）。立教大学
コミュニティ福祉学部助教を経て、2021年より現職。
専門分野：社会政策、社会保障、社会扶助。とりわけ、生活保護世帯における大学等就学に焦点化した制度研究・調
査研究を行っている。

三宅 雄大
［お茶の水女子大学 基幹研究院 人間科学系 助教］

み やけ ゆう だい

P
04

10

SDGｓについて学ぶ⑬⑭⑮
SDGｓについて学ぶ ③⑤⑩

＊P講座はSDGｓをテーマに開講します。各講座と17の開発目標との関連を表示しています。

＊

※講師の所属、役職等は2023年1月時点での情報です。

ハイブリッド（対面・オンライン）
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食品ロス削減への取組が注目され、飲食店では、残さず食べましょうと呼びかける自治体も出ています。しかし、飲食店で
提供される一食あたりのエネルギー量は適正量を超えているという報告があり、もし、残さず食べると多くの者が食べ過
ぎになります。また、私たちの健康にとって良いとされる栄養バランスのとれた食事でも、使われる食品によって環境負荷
が異なります。この講義では、私たちの健康と地球環境の課題解決に向けて、私たちに何ができるかを、一緒に考えます。

［キーワード］健康、食ロス、飲食店、健康教育

7月1日（土） 

「私たちと地球の健康 ～食から地球環境を考えてみよう～」 
P
01

07

科学技術分野における研究や技術開発は、男性を対象または基準として進められることが多く、性差が見過ごされがちで
した。しかし近年、欧米において研究や技術開発のデザインに積極的に性差（セックス/ジェンダー）分析を組み込むこと
で新しい発見やイノベーションを目指す「ジェンダード・イノベーション」が広まってきています。そして、日本でも、2022
年4月にお茶の水女子大学にジェンダード・イノベーション研究所が設立されました。本講義では、国内外におけるジェン
ダード・イノベーションに関する具体的な事例や研究所の紹介を行います。

［キーワード］ジェンダード・イノベーション、性差分析、セックス（生物学的性）、ジェンダー（社会・文化的性）

7月8日（土） 

「ジェンダード・イノベーションのすすめ ～多様性を包摂する社会の実現を目指して～」 

1993年お茶の水女子大学理学部卒。95年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。98年同大学院博士課程
修了。博士（理学）。お茶の水女子大学にてポスドク、理学部助手、特任講師を経て、07年に名古屋大学男女共同参
画室特任准教授。10年に同大学大学院理学研究科准教授。19年に、クロスアポイントメントにてお茶の水女子大
学准教授および学長補佐を兼務し、ジェンダード・イノベーション研究所の設立に関わる。22年より、現職。

佐々木 成江
［お茶の水女子大学  ジェンダード・イノベーション研究所 特任教授］

さ さ き なり え
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地球上には約1000万種の生物種が生息しており、そのうち４万種が絶滅危惧種に指定されています。これら絶滅危惧種
を保全するために生育環境の保全が必要ですが、絶滅危惧種はここ20年で４倍にも増加しました。本講義では、生物多
様性と直近の経済活動とのバランスをどうすべきかを議論します。また、多様な生物種がもつ多様な性のかたちや性スペ
クトラムについて概説し、“多様性”をキーワードに理想の未来像を考えます。

［キーワード］生物多様性、多様な性のかたち、絶滅危惧種、マリモ、性スペクトラム

7月15日（土） 

「生物の“多様性”から考える理想の未来像」 

北海道大学大学院理学研究科生物科学専攻博士課程修了。博士（理学）。北海道大学創成科学共同研究機構・助教
を経て、2008年よりお茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・准教授、2019年4月より現職。マリモや
“海の森”の系統分類学、保全生態学、環境適応分子進化学に関する研究を進めている。現在、環境省希少野生動植
物種保存推進委員、レッドリスト分科会委員として、絶滅危惧種のカテゴリー選定などをおこなっている。

嶌田 智
［お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授］

しま だ さとし
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11

新型コロナウイルスの世界的大流行は、さまざまな社会問題に光を当てる契機となりました。「健康」や「病い」は単に医
学的、生理学的な現象に還元・限定されるものではなく、私たちの生きる時代や文化の規範・慣習と深く結びついた社会
現象の一つとして捉えることができます。本講座ではSDGsの目標３・５を念頭に置きつつ、誰もが当事者たり得る「健康」
や「病い」を導きの糸として、近現代社会におけるジェンダーや健康格差等について具体的に考え、議論する機会にしたい
と思います。

［キーワード］健康、感染症、衛生、ジェンダー、格差

9月2日（土） 

「〈健康〉と〈病い〉から読み解く近現代社会の課題」 

2008年お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士（社会科学）。シカゴ大学人類学部客員
研究員、お茶の水女子大学リーダーシップ養成教育研究センター（現グローバルリーダーシップ研究所）特任講師
を経て現職。
専門分野：医療社会学、近代衛生史

宝月 理恵
［お茶の水女子大学 グローバルリーダーシップ研究所 特任講師］

ほう げつ り え
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激変する環境下にある現代の企業や組織において、課題を解決し付加価値を生み出すイノベーション創出は不可欠で
す。イノベーション創出は、リーダーが知っておくべき知識であると同時に、セカンドキャリアとして起業する際にも役立つ
知識です。本講座では、イノベーションの本質や創出のための視点、組織運営、起業家活動について、講義とグループワー
クを通じて学びます。

［キーワード］イノベーション、アントレプレナーシップ、新規事業開発、新製品開発、起業

８月19日（土）・８月26日（土）

「新規事業開発に効く！ イノベーション創出の知識と視点」 

お茶の水女子大学家政学部卒業後、特殊法人中小企業事業団（現・（独）中小企業基盤整備機構）に入職。在職中、法
政大学大学院経営学専攻修士課程修了。修士（経営学）。高千穂大学教授を経て2010年4月より現職。博士（学術）
（早稲田大学）。最近は、女性起業家の研究を続けている。
専門分野：アントレプレナーシップ、中小企業経営、創業支援

鹿住 倫世
［専修大学 商学部 教授］

か ずみ とも よ

B
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SDGｓについて学ぶ ③⑫⑬ SDGｓについて学ぶ ①③⑩

SDGｓについて学ぶ③⑦ 

2023年度 開講講座・科目・講師一覧 女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座E お茶大プロフェッショナルレクチャーP ビジネス講座B

2004年京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻修了、博士（社会健康医学）、管理栄養士。お茶の水女子
大学生活科学部食物栄養学科にて、栄養教育論、栄養カウンセリング論等を担当。行動科学を用いた栄養教育の実
践に向けて、食行動の変容に関する研究を行っている。国の検討会委員も多数行っており、2021年厚生労働省「自
然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」委員、2022年から「健康的で持続可能な食環
境戦略イニシアチブ」委員を務めている。

赤松 利恵
［お茶の水女子大学 副学長（広報・学術情報担当）附属図書館長 基幹研究院自然科学系教授］

あか まつ り え

SDGsの掲げる17の目標には、気候変動やジェンダー平等に関する目標と並んで、貧困問題に関する目標―「あらゆる場所
あらゆる形態の貧困を終わらせる」（Goal 1）―が含まれています。それでは、ここで「終わらせる」対象とされている「貧困」
とは何なのでしょうか？この講義では、そもそも「貧困とは何か？」という問いを起点に、現代日本という文脈における貧困
問題と社会保障（とりわけ社会扶助）の在り方について考えてみたいと思います。

［キーワード］貧困、低所得、社会保障、社会福祉、生活保護

7月22日（土） 

「『貧困とは何か？』を考えてみる」 

2018年に首都大学東京（現東京都立大学）人文科学研究科の博士後期課程を修了（博士：社会福祉学）。立教大学
コミュニティ福祉学部助教を経て、2021年より現職。
専門分野：社会政策、社会保障、社会扶助。とりわけ、生活保護世帯における大学等就学に焦点化した制度研究・調
査研究を行っている。

三宅 雄大
［お茶の水女子大学 基幹研究院 人間科学系 助教］

み やけ ゆう だい

P
04

10

SDGｓについて学ぶ⑬⑭⑮
SDGｓについて学ぶ ③⑤⑩

＊P講座はSDGｓをテーマに開講します。各講座と17の開発目標との関連を表示しています。

＊

※講師の所属、役職等は2023年1月時点での情報です。

ハイブリッド（対面・オンライン）
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13

最近ではニュースで「脱炭素」という言葉を聞かない日はありません。2050年までに日本の温室効果ガスを実質ゼロと
する方針が表明されて以降、一気に脱炭素化への流れが加速しました。国や地方自治体、企業では脱炭素化に向けた取
り組みが活発化し、個人レベルまで広がっています。本講座では脱炭素社会の背景や考え方をやさしく説明し、企業の取
り組みや消費者の環境行動について解説した上で、私たちが今後、脱炭素社会に向けて何ができるのか一緒に考えます。

［キーワード］SDGs、気候変動と脱炭素、カーボンニュートラル、再生可能エネルギー、クリーンエネルギー

11月18日（土）・11月25日（土）  

「いちばんやさしい脱炭素社会 ～カーボンニュートラルの最前線～」 

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修士課程修了。化学メーカーでリチウムイオン電池用途などの材料開発
に従事した経験を活かし、テクノバでは電池技術を中心に先端技術調査を担当。著書に『いちばんやさしい脱炭素
社会の教本-人気講師が教えるカーボンニュートラルの最前線』（共著、インプレス）。

松田 有希
［株式会社テクノバ  エネルギー研究部 主任］

まつ だ ゆ き

B
04

16

SDGsで掲げられた現代世界の難問は、エコノミー（経済）、エコロジー（生態）、エクメーネ（住処）の関係の再定義なしに
は、解決できないように思われます。2011年に日本で起きた原発の過酷事故は、これら３つの概念を問い直す良い練習
問題となっています。グローバルな関心とグローブそれ自体への関心を区別しつつ、SDGsの課題を考えます。

［キーワード］エクメーネ、原発事故、多様な経済、地球史

9月9日（土） 

「グローバル資本主義とホームとしての地球（グローブ）」 

能登半島の小さな町で高校時代まで過ごしました。大学は工学部化学工学科、理学部地理学科を両方卒業し、現
在の専門は経済地理学です。子供時代の地図帳の熟読から、地形図の読解、そして地図をもって町を歩くなどしつ
つ、資本主義の経済システムが地理的不均等を拡大させる過程を考察してきました。実家の裏山を越えると、そこに
は原発があり、私の頭は地球史の検討に向かいます。

水野 勲
［お茶の水女子大学 基幹研究院 人間科学系 教授］

みず の いさお

P
06

マーケティングとは、顧客に商品やサービスを売るための「仕組みづくり（商品開発、価格設定、プロモーション、流通
ルート）」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、商品コンセプト、商品アイデア発想法

11月4日（土）・11月11日（土）

「マーケティング入門」 

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

神原 理
［専修大学 商学部 教授］

かん ばら さとし

B
03

15

情報発信の方法やコミュニケーションのスタイルは、インターネットやSNSの普及によって多様化・複雑化の一途をた
どっています。情報発信の方法として文字や声、画像（写真や映像など）はいつの時代においても活用されていますが、こ
れらはどのような印象を創り出しているのでしょうか。本講義では、情報発信・表現方法としての文字・声・画像が創り出
す印象を理解し、それらをコミュニケーションや自己表現にどう応用できるのか、グループワークを通じて学びます。

［キーワード］情報発信、表現方法、印象形成、コミュニケーション、自己表現

10月21日（土）・10月28日（土）  

「文字・声・画像が創り出す印象とコミュニケーションへの応用」 

衣服・着用者・着用場面の相互関係が着用者自身や周囲に与える心理的・生理的影響に関する研究、「服育」に応用
可能な教育ツールの開発に取り組む。著書に「装いの心理と行動」（共著）、「生活の色彩学」（共著）など。
専門分野：被服心理学、被服意匠・色彩学

内藤 章江
［お茶の水女子大学 生活科学部 学部教育研究協力員］

ない とう あき え

B
02

14

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

12月9日（土）・12月16日（土）  
「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－」 

B
05

17

労働者として、管理職として、使用者として、誰もが仕事をする上で重要な労働法について学びます。特に、差別・ハラスメ
ント、ワーク・ライフ・バランス、非正規雇用や、これらに関する紛争の解決（救済）について、実態・法政策・海外の動きを
知っておくことは、皆さんの職業生活に必ず役立ちます。そして、法の課題への問題意識も持ち、社会の一員としてそれぞ
れの方法で今後に活かしてもらいたいと思います。

［キーワード］ジェンダー、差別禁止法制、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、女性活躍

2月3日（土）・2月10日（土）  
2024年

「働くあなたを守る、知っておきたい労働法」 

2006年早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得後、機構へ。2010年英ケンブリッジ大学法学部客員
研究員。日本学術会議連携会員。専門は労働法、特に、職場の差別・ハラスメント、ジェンダー法、差別禁止法制、
差別の行政救済。2014年と2019年の女性活躍推進法（改正法）案の国会審議で参考人意見陳述。厚労省のハラス
メント関係の委員や自治体の男女共同参画関係委員を務める。

内藤 忍
［独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT） 副主任研究員］

ない とう しの

B
06

18

SDGｓについて学ぶ ⑦⑪⑫

2023年度 開講講座・科目・講師一覧 女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座E お茶大プロフェッショナルレクチャーP ビジネス講座B

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。2001年高千穂大学商学部、2012年専修大学商
学部を経て2022年4月より現職。
専門分野：会計情報システム論

櫻井 康弘
［中央大学 商学部 教授］

いさくら やす ひろ

※講師の所属、役職等は2023年1月時点での情報です。
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最近ではニュースで「脱炭素」という言葉を聞かない日はありません。2050年までに日本の温室効果ガスを実質ゼロと
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問題となっています。グローバルな関心とグローブそれ自体への関心を区別しつつ、SDGsの課題を考えます。

［キーワード］エクメーネ、原発事故、多様な経済、地球史

9月9日（土） 

「グローバル資本主義とホームとしての地球（グローブ）」 

能登半島の小さな町で高校時代まで過ごしました。大学は工学部化学工学科、理学部地理学科を両方卒業し、現
在の専門は経済地理学です。子供時代の地図帳の熟読から、地形図の読解、そして地図をもって町を歩くなどしつ
つ、資本主義の経済システムが地理的不均等を拡大させる過程を考察してきました。実家の裏山を越えると、そこに
は原発があり、私の頭は地球史の検討に向かいます。
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ルート）」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、商品コンセプト、商品アイデア発想法
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メント関係の委員や自治体の男女共同参画関係委員を務める。

内藤 忍
［独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT） 副主任研究員］
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※講師の所属、役職等は2023年1月時点での情報です。
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Ⅵ. 入塾料および受講料

Ⅷ. 受講申込

Ⅶ. E04 特別講演に関して

Ⅸ. 受講の可否の結果通知

X. 修了要件と修了証の発行

Ⅲ. カリキュラムと開講日程

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週間程度で受講手続
（受講料の納入方法など）と同時に、本人宛てに電子メールで連絡します。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。

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。

「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
修了証が交付されますと、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交付されます。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（郵送）されます。
2020年度以前の修了と、2021年度以降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。

いずれの科目も土曜日の13：30～16：40（90分×2回、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。

1.申込方法

【日時】 2023年6月3日（土）13:30～15:00（13時開場）
【対象】 徽音塾塾生、一般、お茶の水女子大学学生・教職員（参加無料、事前申込制、先着150名）
【会場】 お茶の水女子大学（対面のみ）
【申込み】 お申込みは、徽音塾Webサイト「特別講演」専用サイト（3月上旬オープン予定）からお願いします。

◎個人申込
徽音塾Webサイトよりお申し込みください。http://www-w.cf.ocha.ac.jp/leader/kiin

◎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 ・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。

10

◎2023年度　入塾料（税込）

女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座（全6科目）

講座名 1科目の料金

7,700円

15,400円

お茶大プロフェッショナルレクチャー（全6科目）

ビジネス講座（全6科目）

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。

◎2023年度　受講料（税込）

「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」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。

お茶の水女子大学の卒業生・修了生

区分 料金

無料

1,100円

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）お茶の水女子大学は、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（ｐ.1）」も併せてお読みください。

Ⅰ. 徽音塾の概要

Ⅱ. 受講対象者

Ⅳ. 定員

各科目 30名程度

※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。

徽音塾は、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り、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の女性（性自認が女性である方）にも参加いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。

募 集 要 項 2023年度
お茶大女性リーダー育成塾：徽音塾

Ⅴ. 開講場所

全ての科目を原則的にはオンラインミーティングツール「Zoom」でオンライン開催（双方向型）します。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。受講者には科目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。

01 E01 2023/5/13 自分らしく生きる －キャリアもプライベートも自分で選択する－ 木村 恵子

02 E02 2023/5/20 リーダーシップ、社会、そして私 ―ジェンダーと文化の視点で見えてくるもの 岡村 利恵

03 E03 2023/5/27 多様なメンバーの持ち味を引き出すチームをどう作るか 辰巳 哲子

04 E04 2023/6/3 女なら誰でもいいのか？： 女性がリーダーになると何が変わるか 上野 千鶴子

05 E05 2023/6/17 ピンチをチャンスに！私の出産後のキャリア形成 小西 雅子

06 E06 2023/6/24 変化する時代に、私らしいしなやかなキャリアを 島津 めぐみ

07 P01 2023/7/1 私たちと地球の健康 ～食から地球環境を考えてみよう～ 赤松 利恵

08 P02 2023/7/8 ジェンダード・イノベーションのすすめ ～多様性を包摂する社会の実現を目指して～ 佐々木 成江

09 P03 2023/7/15 生物の“多様性”から考える理想の未来像 嶌田 智

10 P04 2023/7/22 「貧困とは何か？」を考えてみる 三宅 雄大

11 B01 2023/8/19、26 新規事業開発に効く！ イノベーション創出の知識と視点 鹿住 倫世

12 P05 2023/9/2 〈健康〉と〈病い〉から読み解く近現代社会の課題 宝月 理恵

13 P06 2023/9/9 グローバル資本主義とホームとしての地球（グローブ） 水野 勲

14 B02 2023/10/21、28 文字・声・画像が創り出す印象とコミュニケーションへの応用 内藤 章江

15 B03 2023/11/4、11 マーケティング入門 神原 理

16 B04 2023/11/18、25 いちばんやさしい脱炭素社会 ～カーボンニュートラルの最前線～ 松田 有希

17 B05 2023/12/9、16 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

18 B06 2024/2/3、10 働くあなたを守る、知っておきたい労働法 内藤 忍

☆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11：00～12：30に随時開催
　します。開催日は決まり次第徽音塾Webサイトに掲載します。
☆最新情報は徽音塾Webサイトでご確認下さい。

◎女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座（全6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　修了証
　【講座修了要件】 3科目以上の修了認定を得ること。

◎ビジネス講座（全6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。

◎徽音塾全体修了証

E 女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座 B ビジネス講座P お茶大プロフェッショナルレクチャー講座区分

E

B

◎お茶大プロフェッショナルレクチャー（全6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　修了証
　【講座修了要件】 4科目以上の修了認定を得ること。

P

徽音塾
Webサイト

申込み締切

※定員に達し次第受付終了

5月29日（月）

※対面のみ

※ハイブリッド（対面・オンライン）
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Ⅵ. 入塾料および受講料

Ⅷ. 受講申込

Ⅶ. E04 特別講演に関して

Ⅸ. 受講の可否の結果通知

X. 修了要件と修了証の発行

Ⅲ. カリキュラムと開講日程

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週間程度で受講手続
（受講料の納入方法など）と同時に、本人宛てに電子メールで連絡します。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。

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。

「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
修了証が交付されますと、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交付されます。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（郵送）されます。
2020年度以前の修了と、2021年度以降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。

いずれの科目も土曜日の13：30～16：40（90分×2回、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。

1.申込方法

【日時】 2023年6月3日（土）13:30～15:00（13時開場）
【対象】 徽音塾塾生、一般、お茶の水女子大学学生・教職員（参加無料、事前申込制、先着150名）
【会場】 お茶の水女子大学（対面のみ）
【申込み】 お申込みは、徽音塾Webサイト「特別講演」専用サイト（3月上旬オープン予定）からお願いします。

◎個人申込
徽音塾Webサイトよりお申し込みください。http://www-w.cf.ocha.ac.jp/leader/kiin

◎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 ・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。
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◎2023年度　入塾料（税込）

女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座（全6科目）

講座名 1科目の料金

7,700円

15,400円

お茶大プロフェッショナルレクチャー（全6科目）

ビジネス講座（全6科目）

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。

◎2023年度　受講料（税込）

「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」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。

お茶の水女子大学の卒業生・修了生

区分 料金

無料

1,100円

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）お茶の水女子大学は、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（ｐ.1）」も併せてお読みください。

Ⅰ. 徽音塾の概要

Ⅱ. 受講対象者

Ⅳ. 定員

各科目 30名程度

※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。

徽音塾は、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り、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の女性（性自認が女性である方）にも参加いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。

募 集 要 項 2023年度
お茶大女性リーダー育成塾：徽音塾

Ⅴ. 開講場所

全ての科目を原則的にはオンラインミーティングツール「Zoom」でオンライン開催（双方向型）します。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。受講者には科目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。

01 E01 2023/5/13 自分らしく生きる －キャリアもプライベートも自分で選択する－ 木村 恵子

02 E02 2023/5/20 リーダーシップ、社会、そして私 ―ジェンダーと文化の視点で見えてくるもの 岡村 利恵

03 E03 2023/5/27 多様なメンバーの持ち味を引き出すチームをどう作るか 辰巳 哲子

04 E04 2023/6/3 女なら誰でもいいのか？： 女性がリーダーになると何が変わるか 上野 千鶴子

05 E05 2023/6/17 ピンチをチャンスに！私の出産後のキャリア形成 小西 雅子

06 E06 2023/6/24 変化する時代に、私らしいしなやかなキャリアを 島津 めぐみ

07 P01 2023/7/1 私たちと地球の健康 ～食から地球環境を考えてみよう～ 赤松 利恵

08 P02 2023/7/8 ジェンダード・イノベーションのすすめ ～多様性を包摂する社会の実現を目指して～ 佐々木 成江

09 P03 2023/7/15 生物の“多様性”から考える理想の未来像 嶌田 智

10 P04 2023/7/22 「貧困とは何か？」を考えてみる 三宅 雄大

11 B01 2023/8/19、26 新規事業開発に効く！ イノベーション創出の知識と視点 鹿住 倫世

12 P05 2023/9/2 〈健康〉と〈病い〉から読み解く近現代社会の課題 宝月 理恵

13 P06 2023/9/9 グローバル資本主義とホームとしての地球（グローブ） 水野 勲

14 B02 2023/10/21、28 文字・声・画像が創り出す印象とコミュニケーションへの応用 内藤 章江

15 B03 2023/11/4、11 マーケティング入門 神原 理

16 B04 2023/11/18、25 いちばんやさしい脱炭素社会 ～カーボンニュートラルの最前線～ 松田 有希

17 B05 2023/12/9、16 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

18 B06 2024/2/3、10 働くあなたを守る、知っておきたい労働法 内藤 忍

☆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11：00～12：30に随時開催
　します。開催日は決まり次第徽音塾Webサイトに掲載します。
☆最新情報は徽音塾Webサイトでご確認下さい。

◎女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座（全6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　修了証
　【講座修了要件】 3科目以上の修了認定を得ること。

◎ビジネス講座（全6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。

◎徽音塾全体修了証

E 女性のエンパワーメントとリーダーシップ講座 B ビジネス講座P お茶大プロフェッショナルレクチャー講座区分

E

B

◎お茶大プロフェッショナルレクチャー（全6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　修了証
　【講座修了要件】 4科目以上の修了認定を得ること。

P

徽音塾
Webサイト

申込み締切

※定員に達し次第受付終了

5月29日（月）

※対面のみ

※ハイブリッド（対面・オンライン）
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お申込※1 ※2

Web

5月講座初日に開講式を開催します

年度修了式（全体修了式）と交流会を3月に開催します

申込情報と志望理由を入力して
送信してください

受講の可否と振込金額をメールで通知します
Eメールによる
受講可否通知

入塾料※3と
受講料の振込※4

受講開始※5 ※6

レポート提出

修了証の
発行※7 ※8

振込確認後、入金確認のメールをお送りします※4　

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交付されます※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※8　

交流を目的としたオンライン・ネットワーキングランチが随時開催されます（任意参加）※6　

受講にかかわる情報（受講用Zoomアドレス、講義資料など）は受講前日までに
メールでお送りします

※5　

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）

※3　

※1 徽音塾Webサイトをご利用ください

徽音塾
Webサイト

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

※2

各科目を受講後、締め切りまでにレポートを書いて専用フォームに提出してください

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

STEP
5

STEP
6

お申込から修了までの流れ

http://www-w.cf.ocha.ac.jp/leader/kiin/Web

Web Twitter

https://twitter.com/kiinjukuTwitter

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

［問い合わせ先］

きいんじゅく
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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。
お預りした個人情報は、本件以外に許可なく使用することはありません。個人情報の取り扱いについて


