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開催趣旨
　韓国の梨花女子大学校と日本のお茶の水女子大学は、その歴史を通じ
て、あらゆる分野の先駆者となる女性教育に極めて重要な役割を担ってき
ました。
　今日、私たちは新しい、未知の世界に直面しています。目の前にある大
きな課題の中で、新しいチャンスを生み出すために力を合わせたいと考え
ています。女性と世界における課題を乗り越え、新しい道を切り開いてき
た長い歴史によって、私たちは果敢に前進していきたいと思います。
　梨花女子大学校、お茶の水女子大学の両校は、私たちの誇れる遺産を引
き継ぎ、次のレベルへと向かうことで、国内および世界レベルでリーダー
シップを発揮しうるプロフェッショナルを輩出していきます。
　梨花女子大学校総長、お茶の水女子大学長が、将来の女子高等教育発展
のために協力する第一歩として、女子教育に対するビジョンと直面する課
題へのストラテジーについて共に考えます。

Introduction
　Through their histories, both Ewha Womans University in South 
Korea and Ochanomizu University in Japan have played a pivotal 
role in educating women who became pioneers in all walks of life.
　Today, we are faced with a new and unfamiliar world. We hope to work 
together to create new opportunities in the midst of great challenges that 
lie before us. With our long history of overcoming challenges and creating 
new pathways for women and the world, we will boldly move forward.
　Both Ewha and Ochanomizu universities will continue our proud legacy 
and take our endeavor to the next level to produce a corps of professionals 
who will assume leadership —both at the national and global level.
　As the first step forward to work together for the development of 
higher education for women into the future,  presidents of Ewha 
and Ochanomizu universities will share their visions of education 
for women and strategies for challenges that we face.

明日へ 
―グローバル女性リーダー
　育成のためのビジョン―

Tomorrow: 
Vision for Fostering 
Global Women Leaders
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Introducing…Presidents…and…Universities

金 恩美　
梨花女子大学校総長
梨花女子大学校（韓国）を卒業後、ブラウン大学（米国）
で社会学修士号、社会学博士号を取得。梨花女子大学校大
学院国際学研究科教授、同大女子及び女性のための国際保
健研究所所長を兼任。梨花女子大学校大学院国際学研究科
長、同大学校院長、同大学校開発及び人間の安全保障研究
所所長を経て、2021年3月から現職。

　

佐々木 泰子　
国立大学法人お茶の水女子大学長
お茶の水女子大学文教育学部文学科国文学国語学卒業。同
大学院人文科学研究科日本文学専攻及び同大学院人文科学
研究科日本言語文化専攻修了。専門は社会言語学、日本語
教育。お茶の水女子大学助手、助教授、教授、国際教育セ
ンター長、附属小学校長、理事・副学長を経て2021年4月よ
り現職。

総長・学長及び大学の紹介 Introducing Presidents and 
Universities小林 誠

お茶の水女子大学教授、
グローバルリーダーシップ研究所　研究所長 Makoto KOBAYASHI

Professor, Ochanomizu University, 
Director of Institute for Global Leadership

　Hello�everyone. �My�name� is�Makoto�Kobayashi, �

Director�of� the� Institute� for�Global�Leadership, �

Ochanomizu�University . �First , � let�us� show� the�

introductory�videos�of�Ewha�Womans�University�

and�Ochanomizu�University.

【 Int roductory � video � of � Ewha�

Womans�University】

https://www.youtube.com/

watch?v=FrB2ALtR6Yg

【Introductory�video�of�Ochanomizu�

University】

https://www.youtube.com/

watch?v=CPZLLLhecPk

　Today, �we�sincerely�welcome�President�Eun�Mee�

Kim�of�Ewha�Womans�University� in�South�Korea�

and� President�Yasuko� Sasaki� of�Ochanomizu�

University�as�keynote� speakers�of� the�conference. �

For�their�biographies, �please�refer�to�the�following. �

　At�roughly�the�same�time, �the�two�presidents�were�

inaugurated�at� their� respective�universities. �Today, �

we�expect� that�we�can�hear� rich�discussions�on�

global�female�leadership�development�and�the�ideas�

that�will� inspire�us� from�both�presidents. � I�believe�

that� today’s� conference�will�be� an� interesting�

collaboration�between�the�universities.

　みなさん、こんにちは。お茶の水女子大学グローバル

リーダーシップ研究所研究所長の小林誠と申します。

　最初に、梨花女子大学校とお茶の水女子大学の紹介ビ

デオをご覧ください。

【梨花女子大学校紹介ビデオ】

https://www.youtube.com/

watch?v=FrB2ALtR6Yg

【お茶の水女子大学紹介ビデオ】

https://www.youtube.com/

watch?v=CPZLLLhecPk

　本日の基調講演者をご紹介しましょう。梨花女子大学

校�金恩美総長とお茶の水女子大学�佐々木泰子学長のご

経歴は次の通りです。

　金総長と佐々木学長は、ほぼ同時期にそれぞれの大学

のトップの役職に就かれたわけです。本日は、グローバ

ル女性リーダー育成についての豊かな経験とそこから導

かれるアイデアについて興味深いコラボレーションが生

まれ、楽しい議論ができることを期待しています。

Eun Mee Kim,
President…of…Ewha…Womans…University
Professor�Eun�Mee�Kim� is� the�17th�President�of�Ewha�
Womans�University. �She�completed�her�M.A.�in�Sociology�
at� Brown� University� after� graduating� from� Ewha�
Womans�University�and�received�her�Ph.D.� in�Sociology�
at�Brown�University. �She� is�Professor� in� the�Graduate�
School� of� International� Studies, �Director� of� the�Ewha�
Global�Health�Institute�for�Girls�and�Women,�former�Dean�
of� the�Graduate�School, � former�Dean�of� the�Graduate�
School�of�International�Studies, �and�former�Director�of�the�
Institute� for�Development�and�Human�Security�at�Ewha�
Womans�University. �She�became�the�President�of�Ewha�
Womans�University�in�March�2021.

　

Yasuko SASAKI, 　
President…of…Ochanomizu…University
Yasuko�SASAKI� is� the�17th�President�of�Ochanomizu�
University. �She�graduated�from�Ochanomizu�University�
with�a�degree� in� Japanese� linguistics. �After� receiving�
Master�of�Japanese�Literature�and�Master�of�Humanities�
and�Sciences� from�Ochanomizu�University, �she�served�
as�an�Assistant�Professor�and� later�as�an�Associate�
Professor� in� the�Faculty�of�Letters�and�Education, �
Ochanomizu�University, �and�became�a�professor� in�
2007 . �She�was�a�Visiting�Professor�at�Université�de�
Strasbourg , � France . � Following� positions� as�Vice�
President�and�Trustee� for� international�affairs�and�
gender � equali ty , � she � became � the � President � of�
Ochanomizu�University.
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Opening…Remarks

　皆さま、こんにちは。

　お茶の水女子大学理事・副学長の石井と申します。学

長カンファレンス開催にあたり開会のご挨拶をさせてい

ただくことを大変光栄に思います。

　お茶の水女子大学を代表して、金恩美総長、梨花女子

大学校の学生の皆様、そして「明日へ―グローバル女性

リーダー育成のためのビジョン―」と題したこのカン

ファレンスにご出席の皆様を心から歓迎いたします。ま

た、お茶の水女子大学の佐々木泰子学長の未来へのビ

ジョンをお聞きする機会に恵まれましたことにも心から

感謝申し上げます。

　ご存じのように、お茶の水女子大学と梨花女子大学校

は、一世紀以上にわたって女子教育で大きな成功を収

め、卒業生の多くが政治、経済、学術など様々な分野で

先駆的なリーダーとして活躍しています。

　お茶の水女子大学は1875年、そして梨花女子大学校は

1886年にその歴史が始まりました。そして、両大学の学

生や研究者の交流は2000年に始まりました。現在、梨花

女子大学校がお茶の水女子大学にとって、最も長く協定

を結んでいる大学のひとつであることを嬉しく思いま

す。この連携により、日本と韓国のトップクラスの女子

大学として、様々なレベルで協力し合い、学生、教育者、

研究者に多くの交流の機会を提供してきました。今後、

さらにこの絆を強めてまいりたいと思います。

　前述しましたように、このカンファレンスは両大学の

長年の協力関係の賜物です。特に、梨花女子大学校名誉

教授であり、お茶の水女子大学グローバルリーダーシッ

プ研究所特別招聘教授の趙成南先生には、このカンファ

レンスの実現に向けた創造的なアイデアをお示しいただ

きました。心から感謝したいと思います。また、キャ

シー松井氏の素晴らしいビデオメッセージにも感謝いた

します。

　このカンファレンスの運営には、可能な限り学生にも

参加してもらうようにしました。お茶の水女子大学の二

人の優秀な1年生が、カンファレンス全体の司会を務め

てくれます。

　また、佐々木学長と金総長に本日のご講演をしていた

だけることに改めて御礼申し上げます。

　カンファレンスの最後には、質疑応答を予定していま

す。両大学の学生の皆さんは、ぜひ総長・学長に質問す

ることでカンファレンスにご参加ください。

開会挨拶 Opening Remarks
石井 クンツ 昌子
お茶の水女子大学理事・副学長

（国際交流・男女共同参画担当）、
グローバル女性リーダー育成研究機構長

Masako ISHII-KUNTZ
Trustee and Vice President,  
Ochanomizu University, Director, 
Research Organization for the Promotion of Global 
Women’s Leadership

今回のカンファレンスは、新型コロナウイルス感染症の流行以来、初めて対面とオンラインによる開催となりました。

　Good�afternoon. �

　My�name�is�Masako�Ishii-Kuntz, �Trustee�and�Vice�

President�of�Ochanomizu�University� in�charge�of�

gender�equality�and� international�relations. �It� is�my�

great�honor� to�present� the�opening�remarks� for� the�

Presidents’�Conference.

　On�behalf�of�Ochanomizu�University, �I�would�like�

to�extend�a�heartfelt�welcome�to�President�Eun�Mee�

Kim, �the�students�of�Ewha�Womans�University, �and�

to � all � attendees � of � this � conference � entit led�

“Tomorrow:�Vision� for�Fostering�Global�Women�

Leaders.”�My� sincere�appreciation�also�goes� to�

President�Yasuko�Sasaki�of�Ochanomizu�University�

for�providing�us�with� the�opportunity� to�hear�her�

vision�for�the�future.

　As�you�may�know, �for�over�a�century, �both�Ewha�

and�Ochanomizu�have�achieved�huge�successes� in�

educating �woman � students , �many � of �whom�

eventually�became�pioneers�and� leaders� in�politics, �

economy, �academia, �and�numerous�other�fields. �

　Both�Ewha�and�Ochanomizu�have�excellent� track�

records�of�educating�women.�Ewha�University’s�

history�began�back�in�1886�and�Ochanomizu’s�in�1875.�

　Our� partnership� for� student� and� researcher�

exchanges�began�in�2000,�and�Ochanomizu�University�

now� has� the� honor� of� calling� Ewha�Womans�

University�one�of�our�longest-standing�partners.

　Being� the� top�universities� for�women� in�both�

countries,�our�collaborations�at�various� levels�have�

created� numerous� opportunities� for� students ,�

educators,�and�researchers�alike.�We�will�endeavor�to�

strengthen�our�bond�for�many�more�years�to�come.�

　With�both�Presidents�assuming� their� respective�

positions�in�the�spring�of�this�year,�it�was�agreed�that�

having�Presidents�Kim�and�Sasaki�share�their�visions�

for�women�leadership�is�a�fantastic�way�of�renewing�

our�strong�partnership�under�these�two�pioneers.

　As�noted,�this�conference�is�the�product�of�the�long-

standing�collaboration�between�the�two�universities.�In�

particular ,� I�would� like� to� express�my� sincere�

appreciation�for�Dr.�Sung-Nam�Cho,�Professor�Emeritus�

of�Ewha�Womans�University�and�Specially�Appointed�

Professor�of�Ochanomizu�University,�for�her�creative�

ideas�and�extremely�positive�approach�to�making�this�

conference�happen.� I�would�also� like� to� thank�Ms.�

Kathy�Matsui�for�her�excellent�video�message.�

　Wherever�possible , �we�have� tried� to� get�our�

students� involved� in� the� organization� of� this�

conference . �We� have� two� excellent� first-year�

students� from�Ochanomizu�University�who�will�be�

our�MCs�for�the�entirety�of�the�conference.

　Again, � I�am�very�grateful� for�both�Presidents’�

enthusiasm�to�speak�to�us�today. �

　There�will�be�Q&A�session�toward�the�end�of�the�

conference. � I�would�encourage� students�of�both�

universities� to� participate� by� addressing� their�

questions�to�both�presidents.

　Thank�you.

It…was…the…first…time…for…us…to…host…a…conference…both…in…person…and…online…since…the…COVID-19…pandemic.
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Message…from…Woman…Leader…

女性リーダーからのメッセージ

キャシー 松井
MPower Partners、ジェネラルパートナー

　皆様、こんにちは。キャシー松井と申します。本日

は、お茶の水女子大学と梨花女子大学校が共催するこの

素晴らしい学長カンファレンスにて、皆様の前でお話し

できることを大変光栄に思います。私は日系アメリカ人

の二世です。米国で生まれ育ちましたが、大学院を修了

してから来日し、日本で30年以上にわたり暮らし働いて

まいりました。いわゆる「逆輸入」です。私の両親は農

業をしており、米国に行くために日本を離れました。�

　私のバックグラウンドとしては、最近になり30年に及

ぶ投資銀行でのキャリアを終えました。ここ東京で、

キャリアのほとんどをゴールドマン・サックス社のリ

サーチアナリストとして務めてきました。日本経済や株

式市場に長く携わり、日本経済が直面した主要な構造的

課題についていくつか重点を置いた仕事がありました。

　これらのテーマのなかに「ウーマノミクス」と呼ばれ

るものがあり、これは女性と経済を融合したものです。

さてこの表現は何を意味しているのでしょうか。基本的

には、女性の労働参画率の向上が経済にもたらす影響の

ことです。日本と韓国は両国とも似たような人口動態上

の課題を抱えているといえるでしょう。また、この二つ

の国では女性の労働参画率も比較的低いままです。これ

は私が20年以上前に執筆した論文のテーマでした1。そ

こでは、日本では女性の労働参画率が非常に低いことを

ふまえ、長期的にみてこの割合が上がれば日本経済に

とってプラスになりうると述べました。言い換えると、

もっと多くの日本人女性が労働力に加われば、経済全体

が後押しされ、結果的に著しい経済成長をもたらすので

す。このような考え方は、私のウーマノミクス研究の基

礎となっていました。

　皆様の人生における現段階において、ご自身のキャリ

ゴールドマン・サックス証券株式会社、元日本副会長およびチーフ日本株ストラテジス
ト。1999年に提唱した「ウーマノミクス」の概念はその後広く世界に浸透し、日本政府
も女性活躍推進を経済成長戦略として打ち上げるに至った。多様性、コーポレートガバ
ナンスと持続可能性を経済合理性の観点から分析し、多くの企業や投資家に影響を与え
ている。2020年に『女性社員の育て方、教えます』を出版。ハーバード大学卒業、ジョ
ンズホプキンス大学大学院修了。

アで何をしたいかじっくり考えている方も多いことで

しょう。一人一人が大変聡明で能力に優れ、大きな夢を

お持ちのことと思います。私もはるか前に今の皆様と同

じような立場におりました。振り返ってみて、皆様の年

頃のときにどのようなアドバイスを受けたかったか、と

考えてみました。私が学んだこと、そして私が皆様にお

伝えできるアドバイスについて、少しお話ししたいと思

います。

　まず、皆様全員がとても若いということを改めて言っ

ておきたいです。皆様の目の前にはすばらしい未来が

待っていて、様々な可能性が広がっています。私には娘

と息子がいますが、私なりに観察していると、一般的に

女性の方が計画的であるように見受けられます。また、

「キャシー、私はいつ結婚すれば良いでしょうか」、ある

いは「キャシー、私はいつ家庭をもてば良いでしょう

か」などと、会社で私がメンターとして助言を与えた若

い女性たちからそういった質問を受けることも多々あり

ました。要するに、彼女たちは計画した様々なライフイ

ベント全てのタイムラインのようなものを確立したかっ

たのです。

　このような計画的な思考はとても結構なことですし、

自分にある程度の方向性を与えるためによいことかもし

れませんが、私は最初のアドバイスとして、十分にオー

プンマインドであることをあげたいと思います。私の経

験でも、私が見てきた他の人たちの経験でも、人生は常

に計画通りに行くわけではありません。皆さんの年齢で

一つの計画に固執してしまうと、人生が導いてくれるか

もしれない、とても面白い別の道に進んだり、今までと

違う旅に出たりという機会を逸してしまうかもしれませ

ん。したがって、第一に、十分にオープンマインドでい

1 「ウーマノミクス」は、「『ウーマノミクス』が買い」と題された1999年のゴールドマン・サックス社発行のリポートのなかで、キャ
シー松井氏によって提唱された。

るようにしてください。

　2つ目に、現在世界では女性のリーダーシップについ

て、多くの議論が行われています。官民の両セクターに

おいて上級管理職に就いている女性の数が不十分だとい

う統計は皆さんもご存じでしょうし、このことは日韓両

方に確かに当てはまります。それをどう変えればよいの

でしょうか。もちろん、保育園の定員拡大、税制改正な

ど、女性が労働力として復帰するために政府が支援でき

ることは多々あります。しかし、女性には全体的に必要

な自信が足りていないとも思います。長年、日本で働く

アメリカ人として申し上げますと、これは明らかに日本

に限ったことでも韓国だけのことでもないでしょう。こ

れは私が「自信の問題」または「自信のギャップ」と呼

んでいるもので、男性と比較して女性が抱える傾向にあ

ります。

　この「自信のギャップ」をどのように乗り越えるの

か。簡単ではありませんし、魔法のような方法もありま

せん。しかし、少なくとも、あなたが尊敬する人、しっ

かりしたアドバイスや助言を提供でき、質問に答えられ

る人、あなたにとって模範的な人、将来こうなりたいと

思い、貴重な助言を得られるような人を見つけるように

してください。男性は多くの場合、そのようなリーダー

やアドバイザーを見出す傾向にあります。一方で女性は

少し引っ込み思案な傾向にもあります。しかし、「求め

よ、さらば与えられん」と言いますので、遠慮しないで

ください。私の知人の多くはコーヒーやランチ、あるい

は気軽に話をする時間があります。驚くかもしれません

が、あなたが率直に相談してみると、あなたの考えてい

る問題について何でも、多くの人が喜んでアドバイスを

してくれるのものです。

　皆さんへの最後のアドバイスです。皆さんは健康な命

を授かり、健やかな育ちの恩恵に与ってきたことと思い

ます。皆さんは大学でとても素晴らしい教育経験を謳歌

していますが、それは当然と思ってはならないもので

す。このような知識と教養は贈り物で、これらの贈り物

を享受している私たちはそれを誰かに授ける、つまり恩

返しをする、という深い義務と責任があると強く信じて

います。

　皆様が志す業界や分野はあまり問題ではありません。

恩返しする方法はたくさんあります。教育、特に高等教

育は当然のこととして受け止められるべきではないこと

を覚えておくことが重要です。多くの若い女性とお話す

ると、彼女たちが他人の期待に応えようとしているよう

に思います。皆さんには自分の心に従うようにアドバイ

スしたいと思います。あなたがしようとすることについ

て他の人が言うことに耳を貸さないでください。あなた

が正しいと思うことをしてください。さらに「このキャ

リアを選べばもう二度とそこから抜け出せなくなる」と

いうようなストレスを感じないでください。皆様がご存

じのとおり、今では人生はそのようなものではありませ

ん。私が知っている若者の多くは数年ごとに仕事を変え

ています。今は世界各地でごく一般的なことです。リス

クを取って何か試してみましょう。成長するためには、

時には居心地の悪い経験もしなくてはなりません。もし

快適すぎるのであれば、あなたは成長していないかもし

れません。

　言い換えると、あえて居心地の悪い場所に身を置き、

挑戦の機会を探し求めましょう。そのような機会はその

後にふりかえると皆さんが何らかの形でどれだけ成長し

たかを示してくれると保障します。その後で、それらの

豊かな経験を次につなげてお返しください。皆さんの人

生がここからどう展開していくか、とても楽しみにして

います。世界は非常におもしろくダイナミックな場所で

あると同時に、世界は対処しなくてはならない気が遠く

なるような課題に直面していることも事実です。皆さん

一人一人がこの先にある大きな課題に取り組む、取り組

めるリーダーになってくれると確信しています。そして

このことは先に待ち受ける未来を楽観視させてくれま

す。
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Message…from…Woman…Leader…

　Hello, �everybody. �My�name�is�Kathy�Matsui. �I�am�

based� in�Tokyo, � Japan, �and� it� is�an�honor�and�a�

privilege� to�be�able� to�speak� to�all�of�you� today�at�

this� incredible�Presidents’� conference�between�

Ochanomizu �University � and � Ewha �Womans�

University . � I�am�a� second-generation� Japanese�

American;�I�was�born�and�raised�in�the�United�States�

but�came�to�Japan�after�graduate�school�and�I�have�

lived�and�worked�here�for�over�30�years. �I�am�what�

you�might�call�a� reverse� import. �My�parents, �who�

were�both�farmers, �left�Japan�to�go�to�America. �

　In� terms�of�my�background, � I� recently�finished�a�

30-year�career�in�investment�banking. �Here�in�Tokyo, �

I�mostly�worked�with�Goldman�Sachs�as�a�research�

analyst. �Throughout�my� long�career� serving� the�

Japanese�economy�and�stock�market, �I�did�extensive�

work�on�some�of�the�major�structural�challenges�that�

face�the�Japanese�economy.

　Among�these�topics�was�what�is�called�“womenomics,”�

a�combination�of�women�and�economics. �What�does�

this� term�mean�exactly?�Fundamentally, � it� refers� to�

the�impact�that�increased�female�labor�participation�

can�have�on�an�economy. � I� think� it� is�safe� to�say�

that � Japan � and � South � Korea � share � s imi lar�

demographic�challenges. �The� two�countries�also�

share�relatively�low�female�labor�participation�rates. �

It�was� the�subject�of�my� thesis�over� twenty�years�

ago1;�I�expressed�therein�that�Japan’s�economy, �with�

its�very� low� female�participation�rate, �could�benefit�

if�that�rate�was�increased�over�the�long�run. �In�other�

words, � if�more� Japanese�women�were� to�enter� the�

workforce, � the�overall�economy�could�be�boosted�

and�spur�stronger�economic�growth�as�a�result. �This�

thesis� served� as� the� basis� of�my�womenomics�

research.

　At� this�stage� in�your� lives, � I�know� that�many�of�

you�are�contemplating�what�you�would� like� to�do�

with�your�own�careers. �I�am�sure�that�all�of�you�are�

extremely�bright�and�capable�and�have�big�dreams. �

I, � too, �was� in�your�shoes� long, � long�ago. � I�wonder, �

looking�back, � if� I�had� to�do� it�all�over�again, �what�

advice�would� I�have� liked� to� receive�when� I�was�

your�age?� I� thought, � therefore, � that� I�would� talk�a�

little�bit�about�what�I�have�learned�and�what�advice�

I�could�pass�on.

　The�first�thing�I�would�like�to�remind�all�of�you�is�

that� you� are� very� young , � and� you� all�have� an�

incredible� future�and�a�world�of�possibilities� lying�

ahead�of�you. �I�have�both�a�daughter�and�a�son�and�

I�have� found� through�my�own�observations� that�

women, �in�general, �tend�to�be�planners. �I�have�often�

encountered�young�women�whom�I�mentored�at�my�

company� in� the�past�ask�me�questions� like, �“Kathy, �

when�should�I�get�married?”�or�“Kathy, �when�should�

I� start�a� family?”� In�a�nutshell, � they�wanted� to�

establish�a�kind�of� timeline� for�all� the�various� life�

events�they�had�planned.

　While� this� type�of�planning�mentality� is�perfectly�

1 The� term�“Womenomics”�was�proposed�by�Kathy�Matsui� in�a�1999�Goldman�Sachs�report� titled�“Womenomics:�Buy� the�
Female�Economy.”

fine�and�may�be�a�good�thing�to�do�to�give�yourself�

some�direction, �my�first�piece�of�advice�would�be�to�

keep�an�open�mind. � In�my�experience�and� in� the�

experiences�I�have�observed�with�others, �life�almost�

never�happens�according�to�plans. �If�you�are�fixated�

on�one�plan�at�your�age, �I�think�that�you�may�miss�

some�very� interesting�alternative�paths�or�different�

journeys� that� life�could� take�you�on. �Therefore, �

number�one:�please�keep�a�very�open�mind.

　Number� two. � I� think� there� is�a� lot�of�discussion�

and�debate� in� the�world� today�about�women� in�

leadership�positions . �You� are� all� aware�of� the�

statistics—there�are�not�enough� senior�women� in�

both� the� public� and� private� sectors� and� that�

definitely�applies� to�both� Japan�and�South�Korea. �

How�do�we�change�that?�Of�course, �there�are�many�

things� that� governments� can�do� to� assist�with�

helping�women�return� to� the�workforce—whether� it�

is�extending�daycare� capacity, �altering� taxation�

policies, �and�so�on. �However, � I�also� think�women�

generally�still� lack� the�necessary�confidence�and� I�

would�say�as�an�American�now�working�in�Japan�for�

many�years, �this�is�certainly�not�unique�to�Japan�nor�

to�South�Korea. �This�is�the�so-called�confidence�gap�

that�women�tend�to�have�compared�to�men.

　How�does�one�overcome�this�confidence�gap?�It�is�

not�easy. �There� is�no�magic� formula. �But� I�would�

suggest, �at�the�very�least, �to�try�to�find�people�whom�

you�respect;�who�can�offer�sound�advice, �guidance, �

and�answer�your�questions;�people�who�you�look�up�

to;�people�who�you�want�to�be�like�in�the�future�and�

can�offer�you� their�valuable�guidance. � I�often� find�

that�men� naturally� seek� out� such� leaders� and�

advisors. �However, � I� think�women� tend� to�be�more�

shy. �But�if�you�do�not�ask, �you�shall�not�receive. �So, �

do�not�be�shy�to�ask. �Most�people�I�know�have�time�

for�a�coffee�or�lunch�or�just�a�casual�catch-up. �If�you�

simply�ask, �I�think�you�will�be�positively�surprised�at�

how�many�people�will�be�willing�to�give�you�advice�

about�whatever�issues�you�are�thinking�about.

　Then�onto�my�last�piece�of�advice�to�all�of�you. �I�

suspect� that�all�of�you�have�been�blessed�with�a�

healthy� life�and�upbringing. �You�are�enjoying�an�

incredib le � educat ional � exper ience � at � your�

universities, �something�that�should�not�be�taken� for�

granted. �With�this�gift�of�knowledge�and�education, �

I�strongly�believe� that� those�of�us�who�enjoy� these�

gifts�have�a�deep�obligation�and� responsibility� to�

pass�that�gift�on�or�pay�it�forward.

　It�really�does�not�matter�what�industry�or�field�you�

pursue. �There�are�many, �many�ways�to�give�back. �I�

think� it� is� important� to� remember� that�education�

should�not�be� taken� for�granted, �especially�higher�

education. �When� I� talk� to�a� lot�of�young�women, � I�

think�many�of� them�are� living�up� to�other�people’s�

expectations�of�what�they�want�from�their�daughters�

or�young�women� in�general. �My�piece�of�advice� to�

all�of�you� is� to� follow�your�heart. �Do�not� listen� to�

other�people� telling�you�what�you� should�do. �Do�

what�you� feel� is� right. �Further, �do�not�be�stressed�

about� things� like, �“Oh, � if� I�pick� this�career, � I�am�

going� to�be� trapped� there� forever.”�Life� is�not� like�

this�anymore, �as�many�of�you�know. �Most�young�

people� I�know�are�shifting� jobs�every�one, � two, �or�

three�years. � It� is� incredibly�common�all�over� the�

world� right�now. �Take�a� risk, � try� something�out. �

Always�remember�that�to�grow, �sometimes�you�have�

to�be�uncomfortable. � If�you�are� too�comfortable, �

perhaps�you�are�not�growing.

　In� other�words , � deliberately� seek� out� those�

opportunities� for�discomfort. � I�guarantee�you� that�

those�are� the�opportunities�you� look�back�on� that�

will�show�how�much�you�have�grown� in�some�way. �

Thereafter, � take� those� rich�experiences�and�pay�

them�forward. �I�cannot�wait�to�see�how�all�of�your�

lives�unfold� from�here. � I� think� the�world� is�an�

extremely�exciting�and�dynamic�place�but�the�world�

is�also� facing�daunting�challenges� that�need� to�be�

addressed. � I�am�confident� that�all�of�you�are�going�

to�become�the�very�leaders�that�will�and�can�address�

these � big � challenges , �which �makes �me � very�

optimistic�about�the�future�that�lies�ahead.

Kathy MATSUI
General Partner, MPower Partners

Kathy Matsui is the former Vice Chair of Goldman 
Sachs Japan and Chief Japan Equity Strategist. Her 
groundbreaking ‘Womenomics’ research spurred the 
Japanese government to promote gender diversity, 
and she has advised corporations on governance 
and diversity best practices.  She has an MA from 
Johns Hopkins School of Advanced International 
Studies and an AB from Harvard.
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総 長 講 演 第4次産業革命と
女性のリーダーシップ

金 恩美　　梨花女子大学校総長

Keynote…Speech ｜ Eun…Mee…KIM

　はじめに、このきわめて重要なフォーラムに私を招待

いただいたお茶の水女子大学の佐々木泰子学長、ならび

に大学関係者の方々にお礼を申し上げます。また現在、

梨花女子大学校からお茶の水女子大学に招聘されておら

れる趙成南名誉教授にもお礼を申し上げます。皆さんと

ここで集うことができ嬉しく思います。

　本日は、「第4次産業革命と女性のリーダーシップ」と

いうテーマについて、とりわけ梨花女子大学校の文脈に

おいてお話しさせていただきます。取り上げるトピック

は次の5つです。第4次産業革命、大学における課題、経

験的な女性問題、この変革の時代に梨花女子大学校が

行っていることは何か、そして総括です。

　ご存じのとおり、第1次産業革命は18世紀の機械化で

した。第2次産業革命は大量生産、第3次産業革命は生産

の自動化でした。現在進行中の第4次産業革命は21世紀

初頭に始まりましたが、それより早い時期に始まったと

する研究者もいます。第4次産業革命は、とりわけ、モ

ノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、ビッグ

データ、クラウド、サイバーフィジカルシステムといっ

た新しいテクノロジーによって促されてきました。

　第4次産業革命は数多くの分野にとても深い影響をも

たらしてきました。多くの仕事が新しいテクノロジー、

とりわけ AIに取って代わられるという懸念は、ますま

す広がっています。富と高度な技術を持った人々が、

AIに仕事を奪われる多くの人々を犠牲にして、AIやそ

の他新しいテクノロジーを活用することにより、収入面

の不均衡が増している状況について我々は非常に懸念し

ています。

　大学においては、科学、技術、工学、数学、つまり

STEM分野の教育に、一層の努力を傾ける必要のある

ことが明確になっています。これらの分野に熟達した人

材は高い需要があります。テクノロジーや知識主導型経

済では、STEMの知識とデジタルリテラシーが不可欠

です。

　では、大学に向けられている課題とは何でしょうか。

まず、大学教育と、社会が大学に求めるものとの接点と

いう点では、AIやデジタルトランスフォーメーション

を含む急速な社会変革によって、大学は学問分野や研究

領域を新たに刷新し更新することが求められています。

より根本的には、大学は今後もバランスのとれたゼネラ

リストを輩出していくのか、あるいは自分の知識をさま

ざまな分野に応用できる人を育てていくのか、それとも

職業訓練や専門教育にもっと近づいていくべきなのか、

因みにこれは新卒者が実地訓練を受けることなく即戦力

として働くことができることを想定するものですが、大

学はこれらのことを真剣に考える必要があると思いま

す。つまり大学にはリベラルな教育や、より幅広い一般

教養教育を続けるべきか、それとも専門的な、職業に特

化した訓練に向かっていくべきなのか、というジレンマ

が存在しているのです。

　とりわけ韓国や日本のような国における社会制度は、

現在、急速な高齢化に直面しています。出生率のきわめ

て低い状態に加えて平均寿命が伸びてきており、人口規

模や人口動態の根本的な変化が見られます。高齢者の数

が、若者の数よりもはるかに多いのです。とりわけ韓国

において直面しているのが、学齢期の児童および大学に

入学する年齢層の急速な減少です。

　すべての高校生が大学に進学しても、定員に余裕のあ

ることがこの1年で判明しています。現在、大学に進学

する若者は約80% で、OECD加盟国の中では最も高い

割合です。それでも、たとえすべての高校卒業生が大学

進学を希望しても定員割れが起きるのです。大学の定員

は、いずれ進学希望者数を上回ることになるでしょう。

　また、社会の二極化による教育のギャップも顕在化し

ています。韓国のような国における不平等の拡大は、社

会経済的地位の高い学生と低い学生との学業成績の格差

という懸念をもたらしています。つまり、社会の二極化

が存在して、それが新たなテクノロジーによって悪化す

る可能性があるのです。

　このような中で、多くの大学において教育制度はパラ

ダイムシフトの時期を迎えています。教育における急速

なデジタルトランスフォーメーション、オンラインとオ

フラインのコンバージェント教育、反転学習、自己調整

学習、ミネルヴァ大学の取組み等は、大学における従来

の教育方法に関して、さまざまな課題を提起しました。

COVID-19によって、より高度な教育環境への移行が加

速しました。韓国の大学と韓国教育部は、COVID-19以

前からオンライン授業への移行が必要であることを認識

していましたが、とかく従来の考え方であったため、

100% オンラインの授業に移行する準備を十分に整えて

はいませんでした。しかしながら、COVID-19が発生

し、これ以上先延ばしにすることはもはや不可能となり

ました。私たちはほぼ一夜のうちにオンライン教育を導

入するよう迫られました。中には、準備万端だったとこ

ろもありますが、多くは準備が全く不十分でした。

　ここからは、女性の課題に目を向けたいと思います。

世界経済フォーラム、つまり有名なあのダボス会議のグ

ローバルジェンダーギャップレポートを取り上げます。

　2021年のレポートは156か国を対象としていました。

残念ながら、韓国と日本は、経済や政治の面で持つ世界

的影響力とは異なり、ジェンダーギャップの点では、世

界から大きく遅れをとっています。そのランクは、韓国

が102位、日本が120位です。これらのランクは、両国が

世界に対して持つ経済や政治の影響力とは大きくかけ離

れています。韓国の方をみてみると、低いランクの要因

の1つが賃金格差です。政治やビジネスの分野における

女性の昇進数は、男性よりもはるかに低いのです。韓国

におけるガラスの天井の影響は甚大です。日本も似たよ

うな状況にあります。

図1　女性の課題（出典：グローバルジェンダーギャップレポート2021）
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　第4次産業革命の時代の中で私が懸念しているのは、

STEMの分野に性別による大きな障壁があるように思

われることです。ヨーロッパと中央アジア地域の女子学

生のうち、大学で STEM関連の研究分野に進む学生の

割合は31％にすぎません。このデータは UNDP（国連

開発計画）のものです。韓国は20％を少し上回る程度で

す。日本の正確な数値ははっきりとはわかりませんが、

これより高くはないと思います。つまり、STEM分野

に進む女子や女性の数には著しい格差が存在し、残念な

がら、世界平均より大きく下回っています。しかもこの

世界平均はそれほどは高くないのです。

　STEM関連の職場にある障壁もまた、大きな問題だ

と思われます。閉鎖的な労働文化、性別による賃金格

差、女性に対する偏見を伴う企業方針などは、STEM

関連の職場に入り、昇進していこうとする女性への妨害

であり障害となります。

　女性における課題とともに、私はとりわけ COVID-19

の影響に関心を寄せています。COVID-19は感染症であ

りパンデミックで、誰もがその影響を受けています。し

かし、女性は男性に比べマイナスの影響がはるかに大き

くなっています。女性は現在、男性よりも職を失ってい

ますが、むしろこれまでも女性は失業に陥りやすい状態

でした。韓国では、2020年に137 ,000人の女性が職を失

いましたが、男性の数は82 ,000人でした。男性にも失業

した人はいますが、コロナ禍では男性よりもはるかに多

くの女性が職を失っています。

　COVID-19により増加したケアの仕事、つまり学校閉

鎖やオンライン授業、その他によって増加したケアの責

任は、不平等にも女性の肩にのしかかっています。そし

てこれは韓国に限った話ではありません。私は昨年ジェ

ンダーサミットに参加したのですが、女性研究者による

主要な学術誌への論文提出数が大幅に減少しているこ

と、そしてそれが世界中で統計的に有意であることを

知ってとても驚きました。つまり、こうしたことは、こ

れまでケアの大半を女性が担ってきた一部の文化におい

てのみで起きるのではなく、全世界であまねく起きてい

ることだったのです。これは懸念される傾向です。

COVID-19が完全に終息し、女性が労働力として復帰で

きたとしても、2年あるいはそれ以上にわたり研究の生

産性を失っていれば、そうした研究者は、自らの研究を

続けるあるいは科学者として働く重要な機会を失ったこ

とになります。したがって私は、女性の研究者に対する

COVID-19の長期的なインパクトを懸念しています。

　さらに、AIの技術にはジェンダーの意識が欠けてい

ることが分かりました。韓国では最近、「イルダ」とい

う名前の AIチャットボットによる非常に残念なケース

が発生しました。このチャットボットは幼い少女のキャ

ラクターをまとっていたのですが、公開されたその AI

アルゴリズムには、韓国における強固な性差別とジェン

ダー不平等的価値観が反映されていたのです。この

チャットボットのユーザーは、性差別やミソジニーを体

現するきわめて低俗な言語や態度を用いていました。こ

のケースは、現在のジェンダー不平等を未来で繰り返さ

ないために、AIのアルゴリズム等を作る人々にどのよ

うにジェンダーセンシティビティについて伝えるべき

か、私たちが深く考える機会となりました。しかし、ど

図2　変革の時代における梨花女子大学校

うすればそれができるのか。どうすればこの分野で働く

AI技術者その他の人々を説得できるのか。どうすれば

こうした問題に対し彼らを敏感にさせ、意識させること

ができるのか。どうすればこの問題に関する研究を増や

せるのか。こうしたことは非常に重要な問題に思われま

す。

　では最後のトピックに移ります。変革の時代における

梨花女子大学校についてです。ご紹介があったとおり、

私はこの3月に梨花女子大学校の総長に就任しました。

在任期間が始まってから、私の在任期間とその後を含む

今後4年間で梨花女子大学校は何をすべきかについて、

私たちは深く掘り下げて考えました。私たちにインスピ

レーションをもたらした最も重要な項目は、国連の持続

可能な開発目標（以下、UN�SDGs）でした。UN�SDGs

は世界中で採択されています。その目標は、2016年から

2030年の間に実施されます。その中から、今日の会議で

重要な3つのゴールに焦点を当てます。UN�SDGsの目

標5はジェンダー平等に関するものですが、詳細を読む

と、最初に、女性だけでなく女子に対するジェンダー平

等についても同様に語られています。私は、これは重要

なことだと思います。国連は、ジェンダー平等を主要な

目標に掲げ、成人の女性だけでなく女子にも目を向け、

女子と女性全体を含むライフサイクルを見据えているか

らです。

　目標10は、不平等の解消に関するもので、これは UN�

SDGs�の中で非常に重要な課題になってきています。ミ

レニアム開発目標（MDGs）では、国際的な不平等、つ

まり豊かな国と貧困状態にある国との不平等に、より重

点がおかれていました。現在は、国家の内部にある不平

等にも目が向けられています。したがって不平等は、国

家内部の不平等と、国家間の不平等の双方の面で、私た

ち全員にとって非常に重要なアジェンダとなっていま

す。

　最後に、目標4は質の高い教育に関するものです。

UN�SDGsにおける質の高い教育は幼児教育から学校教

育までが対象であり、すべての人に対する質の高い教育

として、初等教育、中等教育、高等教育、そして生涯教

育を含みます。

　UN�SDGsにおける、忘れてはならない最も重要な目

標は、「Leave�No�One�Behind」（誰一人取り残さない）

です。誰一人、貧困状態にしてはならないという意味で

す。これが第一目標です。しかし、このことは不平等に

も関係しています。一人の少女あるいは一人の女性も取

り残してはなりません。つまり、一部の人のためだけで

なく、すべての人のために、生涯にわたる学習機会を促

す、包摂的で公平な質の高い教育を確保するということ

を意味します。

　梨花女子大学校は努力を重ねてきました。ビデオでご

紹介いただいたとおり、梨花女子大学校は1886年に設立

された韓国史上初の女性のための教育機関です。1886

年、米国人宣教師が韓国にきてキリスト教の伝道活動を

したいと考えたのですが、社会的な場に女性がいないこ

とに彼らは気づきました。公共の場に女性や女子が見当

たらなかったのです。そこで彼らは、まず学校を開き少

女たちを教育することにしました。1886年に1人の学生

を迎えて本学はスタートしました。そして昨年、創立

135周年を迎えました。

　2021年に梨花女子大学校は、世界をリードする研究大

学になることを目指し、未来に向けた新たなビジョンを

発表しました。本学は世界最大の女子大学の1つです

が、おそらく、数少ない包括的な研究大学の1つでもあ

ります。私たちは「梨花ビジョン2030+：持続可能な社

会につながる創造的で革新的なプラットフォーム」とい

うビジョンを策定しました。「2030」は UN�SDGsに由

来します。そして梨花女子大学校において、UN�SDGs

における経済開発、社会開発、環境的に持続可能な開

図3　変革の時代における梨花女子大学校
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発、という3つの柱の実現を目指し、このビジョンが

2030年以降も存続されるよう「+」を付け加えています。

　仔細にわたれば、本学は新たに AI学部を設立しまし

た。私はとりわけ、すべての女性および女子のために

AIリテラシーを重視しています。私たちは STEM教育

におけるジェンダーギャップを非常に懸念しています。

AIリテラシーでその懸念を繰り返したくはありません。

本学は AIリテラシーのギャップがなくなるよう、女性

学生だけでなく女子のためにも専心していきます。

　本学の新しいAI学部には3つの大きな柱があります。

1つ目は、他の多くの大学と同様、AIのコアテクノロ

ジーです。2つ目は、AIのコンバージョンとアプリケー

ションです。これらも多くの大学が関心を示していま

す。3つ目は、ジェンダー平等のための人間中心の AI

です。イルダのチャットボットのケースをお話ししまし

たが、ジェンダー平等、あるいはジェンダーセンシティ

ビティに対する感性は、AIの技術においてきわめて重

要です。AIの社会的影響を見据えた人間中心の AIで

は、ジェンダー平等に重点をおくように考えています。

　梨花女子大学校には実に幅広い学科があります。した

がって、この種の教育や研究を提供する準備は整ってい

ます。本学では、データサイエンスの大学院も新たに発

足します。こちらは特別な目的を持った大学院で、学位

を取得して実務経験を強化したいと考える人が対象で

す。講義は主にハイブリッドとオンラインで行います。

コンピュータサイエンス、統計、経営、その他の学際的

な教育とトレーニングが提供されます。こちらは2022年

から始まります。

　本学は、革新的な教育プラットフォームを構築してい

きます。COVID-19が終息し、ポストコロナの時代に生

きることができたとしても、オンライン教育が終ること

はありません。オンライン教育は今後さらに深化し、長

きにわたって私たちの身近にあり続けます。現在構築し

ている革新的な教育プラットフォームは、ハイブリッ

ド、オンライン、オフライン教育、最先端の AI、ビッ

グデータベースの包括的な学生ケアシステムのための、

　First, � I�would� like� to� thank�President�Yasuko�

Sasaki�and�members�of� the�Ochanomizu�University�

for�inviting�me�to�this�very�important�forum. �I�would�

also� like� to�recognize�Professor�Emeritus�Cho�Sung-

Nam� from�Ewha�Womans�University�who� is�at�

Ochanomizu. �Good�to�be�here�with�all�of�you.

　I�would� like� to�present�a� short� lecture�on�“The�

Fourth � Industr ial � Revolut ion � and �Women’s�

Leadership,”�especially�in�the�context�of�Ewha. �I�will�

go�over�five�topics:�The�Fourth�Industrial�Revolution, �

challenges� for�universities, � challenges� I� see� for�

women , �what � Ewha � i s � doing � in � this � era � of�

transformation, �and�some�concluding�remarks.

　As�you�all�know, � the�First� Industrial�Revolution�

was� in� the�18th�Century�with�mechanization. �The�

Second� Industrial�Revolution�was�mass�production�

and� the� third�was� automated�production . �The�

ongoing�Fourth� Industrial�Revolution�has� started�

around� the�beginning�of� the�21st�century, �although�

some�experts�put� the�date�a� little�earlier. �This�has�

been� facilitated�by�new� technologies� including� the�

internet�of�things�(IoT), �artificial�intelligence�(AI), �big�

data, � cloud, �and� cyber-physical� systems, �among�

others.

　The�Fourth� Industrial�Revolution�has�had�very�

deep� impacts� in�many�areas. �There�are�growing�

concerns� that�many� jobs�will�be�replaced�with�new�

technology, �especially�AI. �We�are�highly�concerned�

that� income -associated� inequality� is� going� to�

increase, �with�the�rich�and�high-skilled�people�taking�

advantage�of�AI�and�other�new� technology�at� the�

cost�of�many�others�who�will�be�replaced�with�AI�for�

their�jobs.

　For�universities, �it�has�become�clear�that�we�need�

to�step�up�our�efforts� in�providing�education� in� the�

science, � technology, �engineering, �and�mathematics�

or�STEM�fields. �There�is�a�high�demand�for�a�skilled�

workforce � in � these � areas . � Technology � and�

knowledge -driven � economies � require � STEM�

knowledge�and�digital�literacy.

　So, �what�are� the�challenges�put� forward� to� the�

universities?��First, �in�terms�of�the�interface�between�

the�university�education�and�what�societies�demand�

of�universities�and� the� rapid�social� transformation�

including�AI , � digital� transformation� requires�

universities� to�have�new� revised�updated�academic�

disciplines�and�areas�of�research.�More�fundamentally,�

I� think�universities�must�contemplate�whether�we�

最適なソリューションを見出す取組みの一環です。

COVID-19においても、梨花女子大学校は研究教育と支

援活動のため、これまでと変わらず注力していきます。

　梨花女子大学校は、本学が設立され、その門前に1人

の学生がやってきた1886年のことを忘れません。そして

本学が世界中から受けてきたあらゆる手厚い支援のこと

を忘れません。2021年、前進を続ける中で、本学は世界

をすべての人にとってより良い場所にするために懸命に

努力を続けています。ありがとうございました。
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want � to � cont inue � to � produce �wel l - rounded�

generalists�or�those�who�can�apply�their�knowledge�

to� various� fields , �or� should�we�move� closer� to�

vocational�education�or�professional�training, �which�

can�enable� fresh�graduates� to� join� the�workforce�

immediately�without�on-the-job� training. �There� is�a�

dilemma�of�whether� the�university�should�continue�

with�the�liberalized�education�and�more�broad-based�

general�education�or�move� toward�specialized�and�

profession-oriented�training.

　The� social� system, �particularly� in�countries� like�

South�Korea�and�Japan, �is�faced�with�a�very�rapidly�

aging�population. �It�means�that�we�have�had�a�very�

low�birth�rate�and�prolonged�life�expectancy, �which�

means� that�population�size�and�demographics�have�

changed�fundamentally. �There�are�many�more�older�

people� than� younger� people . �What�we� have�

witnessed� in�particular� in�South�Korea� is�a� rapid�

decrease�of�school-age�children�and�people�who�are�

of�age�to�come�to�college.

　At� the�universities, �we�find� that� this�past�year, � if�

all�high�school�students�were�to�go�to�college, �there�

would�be�more�than�enough�seats�in�the�college. �We�

currently�have�about�80%�rate�of�young�people�going�

to� college , �which� is� the�highest� among�OECD�

member�countries. �Even�so, �it�means�that�even�if�all�

our�high�school�graduates�wanted� to�go� to�college, �

there�are�going�to�be�empty�seats�in�the�universities. �

The�university�admissions�will�exceed�the�number�of�

high�school�students�wanting�to�go�to�college.

　We�have�also�seen� that� there� is�an�educational�

gap�with� social� polarization . �With� the� rising�

inequality� in�countries� like�South�Korea, � there�are�

concerns � about � the � dispar i ty � in � academic�

achievements�between� students� from�high� socio-

economic� status�versus� students� from� low� socio-

economic� status . � So , � there� seems� to�be� social�

polarization� that� can�be� exacerbated�with�new�

technology.

　So, � for�universities, � the�educational� system� is�

really� in�an�era�of�shifting�paradigms. �Rapid�digital�

transformation� of� education , � on -� and� off -line�

convergent�education, �flipped� learning, �self-directed�

learning, �the�MINERVA�experiment, �and�so�on, �have�

presented�us�with�multiple�challenges�for�traditional�

ways�of� teaching�at�universities. �COVID-19�has�

accelerated � the � push � for � a �more � advanced�

educational�environment. �Even�before�COVID-19 , �

universities� in�South�Korea�and� the�Ministry�of�

Education�knew�that�we�had�to�move�more�to�online�

education. �We�were�digging�our�heels�and�not�quite�

ready� to�move� to�100%�online�education. �However, �

with�COVID-19 , �we�could�not�wait�any� longer. �We�

were� forced�almost� immediately�overnight� to�adopt�

to�on-line�education. �Some�were�better�prepared, �but�

many�others�were�woefully�ill-prepared.

　Let�me�now� turn� to� the�challenges� for�women� in�

particular. � I�am�drawn� to� the�World�Economic�

Forum’s�or�better�known�as� the�Davos�Forum’s�

Report�on�the�Global�Gender�Gap�Report.

　In�2021,�they�looked�at�156�countries.�Unfortunately,�

unlike�where�South�Korea�and�Japan�stand�in�terms�

of�our�economic�and�political� influence�around� the�

world, �we�were�woefully�behind� in� terms�of�our�

global�gender�gap. �South�Korea� ranked�102nd�and�

Japan�120th. �These� ranks�are�not� in� line�with�our�

global�economic�or�political� influence. � In�particular, �

if�we� look�at� the�South�Korean�case, �one�of� the�

important�reasons�for�our�low�rank�is�the�wage�gap. �

Women�make�only�about�60%�of�what�men�make�in�

terms�of�wages. �Their�advancement� in� the�political�

and�business�arena�are�much� lower� than�men. �So, �

we�see�a�significant� impact�of� the�glass�ceiling� in�

South�Korea. �Japan�is�in�a�similar�situation, �too.

　What�worries�me� in� the� Fourth� Industrial�

Revolution� era� is� that� there� appears� to� be� a�

significant�gender�barrier� in�STEM� fields. �Women�

are�underrepresented� in� the�STEM�workforce. �Only�

31%�of�female�students�in�Europe�and�Central�Asian�

regions�go� into�STEM-related�fields�of�study�at� the�

university. �This�data� is�from�UNDP�(United�Nations�

Development�Programme). �For�South�Korea, � it� is�

slightly�above�20%.� I�am�not�sure�exactly�what� the�

numbers�would�be� for� Japan, �but� I�do�not� think� it�

would�be�much�higher. �So, �there�is�a�big�discrepancy�

in� terms�of�how�many�girls�and�women�go� into�

STEM� fields, �and�unfortunately, � it� is�much� lower�

than�even�the�world�average, �which�is�not�very�high, �

to�begin�with.

　The�barriers� in� the�STEM�workplace�also�appear�

to�be�a�significant�issue. �Exclusionary�work�cultures, �

gender�pay� gap , � and�biased� company�policies�

against�women, �are�hindrances�or�obstacles� for�

women� entering� and� climbing�up� in� the� STEM�

workplaces.

　Continuing�with� challenges� for�women , � I�am�

particularly�drawn� to� the� impact�of�COVID-19 . ��

COVID-19� is�an� infectious�disease�and�a�pandemic�

that�has�affected�everyone. �However, �the�impact�on�

women� is� far�more�negative� compared� to�men. �

Women�are�more�vulnerable�or�have�been�more�

vulnerable� to� job� losses. � In�South�Korea� in� 2020 , �

137 ,000�women� lost� jobs�compared� to�82 ,000�men. �

Men�have� lost� jobs, �but�many, �many�more�women�

have�lost�jobs�during�the�COVID�crisis.

　Increased�care�work�due� to�COVID-19 , � school�

closures , � on - l ine � school ing , � and � other � care�

responsibilities�have� fallen�disproportionately� to�

women, �and�this�is�not�just�isolated�to�South�Korea. �

When�I�participated�in�the�Gender�Summit�last�year, �

I�was�very� surprised� to� find� that� research�paper�

submissions� by�women� researchers� to�major�

academic� journals�have�dropped� significantly�and�

this�was� statistically� significant� throughout� the�

world. �So, � it’s�not� just�what�we� think�are�more�

common� in�some�cultures�where�women�have�done�

most�of�the�caring�in�the�past, �but�it�was�across�the�

board, �all�around� the�world. �This� is�a�worrisome�

trend�that�even�if�COVID-19�is�over�and�women�can�

come�back� to�our�workforces, � if� they�have� lost� two�

or�more�years�of� their� research�productivity, � those�

researchers �would � have � los t � an � important�

opportunity� to�continue� their�research�and/or�work�

as�a�scientist. �So, � I�am�concerned�about� the� long-

term�impact�of�COVID-19�on�women�scientists.

　Furthermore, �we�noted� that�AI� technology�has�

lacked� gender� sensitivity . � In� South�Korea , �we�

recently�had�a� very�unfortunate� case�of�an�AI�

Figure…1.…Challenges…for…Women.…Source:…Global…Gender…Gap…Report…2021. Figure…2.…Ewha…in…the…Era…of…Transformation
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chatbot�named�Iruda. �The�chatbot�took�a�persona�of�

a�young� girl, �and� the�AI�algorithm� coming�out�

reflected�a�strong�gender�bias�and�gender�inequality�

of�South�Korea. �The�users�of�this�chatbot�used�very�

profane�language�and�attitudes�that�perpetuated�the�

gender�inequality�and�misogyny. �From�this, �we�were�

able� to� think�deeply�about�how� to�project�gender�

sensitivity� to� the� people�who� are�making�AI�

algorithms�and�so�on, �so� that�we�do�not� replicate�

the�current�gender�inequality�in�the�future. �But�how�

do� you� do� that , � how� do� you� convince� the�AI�

technicians�and�others�who�work� in� the� field, �how�

do�you�sensitize� them� to� this� issue�and�make� them�

more�aware�and� to�conduct�more� research�on� this�

topic, �was�seen�as�a�very�critical�issue.

　Now, �let�me�turn�to�the�last�topic, �Ewha�in�the�era�

of� transformation. �As� I�was� introduced�by�your�

moderator, �I�began�my�tenure�as�President�of�Ewha�

Womans�University� this�March. �Since� I�began�my�

official�term, �we�delved� into�what�Ewha�must�do� in�

the�next�4�years�during�my�term�and�beyond. �One�of�

the�most� important� items� that�gave�us� inspiration�

was�the�UN�Sustainable�Development�Goals�(SDGs). �

UN�SDGs�have�been�adopted�by� the�world. �The�

goals�are� to�go� into�effect� from� 2016� to� 2030 . � In�

particular , � I� focus� on� three� goals� that� are� of�

importance�to�today’s�conference. �SDG�number�5�is�

about�gender�equality�and�if�you�go�into�the�details, �

they� first� talk�about�gender�equality�not� just� for�

women, �but�for�girls�as�well. �I�think�it’s�very�notable�

that� the�UN�has�embraced�gender�equality�as�a�

major� target� and� has� looked� at�not� just� adult�

women, �but�also�young�girls, � looking�at� the�whole�

life�cycle�of�girls�and�women.

　SDG�10 , �which� is�about�reducing� inequalities�has�

become�very�important�in�the�UN�SDGs. �During�the�

Millennium�Development�Goals� or�MDGs , �we�

focused�more�on� international� inequalities, � the� rich�

countries�versus�countries�that�were�struggling. �Now, �

we�are�seeing� inequalities� inside�countries�as�well. �

So, � inequalities�have�become�a� very� important�

agenda� for�all�of�us, � for�both� inequalities�within�

countries�and�between�countries.

　Finally, �SDG�4�is�about�quality�education. �Quality�

education�in�the�UN�SDGs�embraces�early�childhood�

education� to� school�education, � including�primary, �

secondary�and� tertiary� education , � and� lifelong�

education�as�quality�education�for�all. �

　The�most�important�goal�of�the�UN�SDGs�that�we�

should�all� remember� is�“Leave�No�One�Behind,”�

meaning� that� in� terms�of�poverty, �we�should� leave�

no�one�behind�living�in�extreme�poverty. �That’s�the�

primary� goal . �However , � it� is� also� related� to�

inequalities�as�well, �so� that�we�should� really�make�

sure�that�no�girl�or�woman�is�left�behind. �It�means�to�

ensure� inclusive�and�equitable�quality�education�

promoting�lifelong�learning�opportunities�not�just�for�

a�few�select�people, �but�for�everyone.

　Ewha� has� been�working� hard . �As�we�were�

introduced� in� the�video, �Ewha�was�established� in�

1886 , � becoming� the� first�Korean� educational�

institution�in�history�entirely�dedicated�to�women. �In�

1886 , �when�American�missionaries�came� to�Korea�

and�wanted� to�proselytize�and�spread�Christianity, �

they�noticed� that�women�were�not� in�any� social�

arena. �Women�and�girls�were�not�to�be�found�in�the�

public�space. �So, �they�decided�to�open�a�school�first�

to�educate�girls�and�we�started�with�a�single�student�

in�1886 . �We�just�celebrated�our�135th�anniversary.

　Ewha� in�2021,�we�announced�a�new�vision�for�the�

future ,� aspiring� to� become� a� leading� research�

university .�We� are� one� of� the�world’s� largest�

women’s�universities,�but�probably�one�of� the� few�

that� is�a�comprehensive� research�university.�We�

established� the�“Ewha�Vision� 2030+:�A�Creative�

Innovative�Platform� Leading� to� a� Sustainable�

Society.”�The�year�2030�comes�from�UN�SDGs�as�we�

want� to�aspire� to� the� triple�pillars�of�economic�

development,�social�development,�environmentally�

sustainable�development�of� the�UN�SDGs�at�Ewha�

and�make�sure�that�this�vision�will�be�carried�through�

for�a�number�of�years�beyond�2030�with�a�“+”�sign.

　At�a�more�micro� level, �we�are�creating�a�new�

undergraduate�division�of�AI. � In�particular, � I� feel�

very�committed� to�AI� literacy� for�all�women�and�

girls. �We�are�very�concerned�about� the�gender�gap�

in�STEM�education. �We�certainly�don’t�want�that�to�

be� replicated� in�AI� literacy. �We�will�work� for�and�

with�women�students, �but�also�young�girls, �so�there�

is�no�AI�literacy�gap.

　In�our�new�AI�program, �we�will�have�three�major�

pillars. �The�first�one, �as�most�other�universities, �we�

will�have�AI�core�technology. �The�second�area�is�AI�

conversions�and�applications, �which�again�many�

universities�are� interested. �The� third� is� the�human-

centered�AI� for�gender�equality. �As� I�showed�you�

with� the� Iruda�chatbot�case, �gender�equality�or�a�

sense�of�gender� sensitivity� is�very� critical� in�AI�

technology. � In� the�human-centered�AI� looking�at�

social�ramifications�of�AI, �we�want�to�make�sure�that�

we�have�a�strong�focus�on�gender�equality.

　Ewha�has�a�broad�range�of�disciplines, �so�I� think�

we�are�ready� to�provide� this�kind�of�education�and�

research. �We�will�also�start�a�new�Graduate�School�

of�Data�Science. �This� is�a�special�purpose�graduate�

school, �meaning� it� is�open� for� returning� students�

who�want� to�get�a�degree� to�enhance� their�work�

experience . �The� coursework�will� be� provided�

primarily�with�hybrid�and�online�classes. � It�will�

provide� interdisciplinary�education�and� training� in�

computer�science, �statistics, �management, �and�so�on. �

This�will�begin�next�year.

　We�will�be�making�an�innovative�education�platform.�

Even�when�COVID-19�is�over�and�we�are�able�to�live�in�

the�post-COVID�era,�online�education�will�not�stop.�I�

think� it�will�deepen�and� it�will�be�with�us�for�a� long�

time.�The� innovative�education�platform�that�we�are�

building�is�an�effort�to�find�the�best�solution�for�hybrid,�

on-�and�off-line�classes,�state-of-the-art�AI,�and�big�data-

based�comprehensive�student�care�system.�Even�during�

the�COVID�era,�Ewha�has�been�very�busy�with�our�

research�education�and�outreach.

　Ewha�will�never� forget�1886 , �when�we�were� first�

established, �remembering�the�first�student�who�came�

to�our�doorstep�and�all� the�generous�support� that�

we�received� from�around� the�world. � In�2021 , �as�we�

move� forward, �we�are�working�hard� to�make� this�

world�a�better�place�for�everyone. �Thank�you.

Figure…3.…Ewha…in…the…Era…of…Transformation
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学 長 講 演 持続可能な教育資産に基づく 
女性リーダーシップの創生

佐々木 泰子　　お茶の水女子大学長

Keynote…Speech ｜ Yasuko…SASAKI

　皆さま、こんにちは。

　金恩美総長、素晴らしいご講演をありがとうございま

した。お茶の水女子大学は梨花女子大学校とは長く活発

な研究・学生交流をさせていただいており大変光栄に

思っています。

　また、本日このようなカンファレンスを企画してくだ

さり、「グローバル女性リーダー育成のためのビジョン」

についてお話をする機会をいただきました現在、お茶の

水女子大学グローバルリーダーシップ研究所の特別招聘

教授でいらっしゃる梨花女子大学校名誉教授の趙成南先

生、そして会場で参加してくださっているお茶の水女子

大学と附属高校の学生、生徒の皆さん、またオンライン

でご参加の梨花女子大学校の学生の皆さんをはじめとし

てこのカンファレンスにご参加くださっている全ての皆

さまに深く感謝申し上げます。

　現在、人工知能（AI）などの活用とともに加速度的

にデジタル化が進む一方、世界は気候変動、人口問題、

生物多様性の危機、パンデミックなど、国を越えて解決

にあたらなければならない喫緊の課題に直面していま

す。たとえば、気候変動の影響として、スーパー台風、

ハリケーン、山火事などの異常気象の発生があげられま

す。かくして Z世代やジェネレーションαといわれる

現代の、そしてこれからの学生たちは、これらの決まっ

た答えのない課題に取り組み、SDGs「持続可能な開発

目標（Sustainable�Development�Goals）」の目指す持

続可能な世界を築き上げなければなりません。もちろん

未来を見通すことは難しいことですが、皆さんそれぞれ

が地球の未来図を描き、未来を創っていく主人公になる

ことが求められているのではないでしょうか。

　たとえば気候変動に対して大人世代の責任を厳しく追

及し、すぐに対策を講じる必要性を強く訴えているス

ウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんの活動をきっか

けとして始まった Fridays�For�Future1�という活動には

図1　日本の女性活躍について

世界中の若者が参加しています。そして2019年2月に始

まったFridays�For�Future�Japanのムーブメントは今、

日本各地の若者にも広まっています。

　まず、日本の女性活躍の現状について見てみましょ

う。最近の日本では、女性の社会進出・活躍・リーダー

シップ等について語る場合、まるで枕詞のようにジェン

ダーギャップ指数（GGI）2の世界ランキングが取り上げ

られます。日本にとって、このところの120位台という

数字はまるで指定席であるかのようにさえ見えます。し

かし、日本が2003年の政府宣言で「指導的地位に占める

女性比率30％を2020年までに達成する」とした頃、例え

ば2006年には、日本の GGIは驚くべきことに遥か上位

の80位だったのです。

　ところが、2020年12月には、なぜか突然、30％目標の

達成時期を「20年代早期」に先送りし、私たちに衝撃と

失望を与えました3。

　実は、その2〜3年ほど前、2018年初めのオックス

フォード大学におけるシンポジウムで、私は過去の歴史

的事実を取り上げて、「日本は、アテナ・プロジェクト

（Athena�Project）4をスタートさせた英国と同じくらい

早くからジェンダー平等の実現に向けた施策に取り組ん

できた」と紹介しました。しかし、残念なことに、その

後の時間の経過とともに明らかになったのは、日本の社

会に、歴史に逆行する何らかの力が働いているという事

実でした。

　当時、当然のことながら、私自身も日本における問題

の所在について一応の認識を持ち、主な2つの現象的要

因を指摘していました。「無関心」と「バックラッシュ」

です。言うまでもなく、これら2つの要因は世界のどの

国・地域においても観察される現象です。2018年の研究

報告では、私は、それらを日本に固有の問題として捉え

るためには、その時点における日本に特異な「経路依存

性（path�dependence）」5に起因している現象であると

判断する必要があり、そのための有効なブレークスルー

の手段としては一人ひとりの学生の「リーダーシップ・

ジャーニー」、すなわち個々人のリーダーとしての自覚

1 「未来のための金曜日（Fridays�For�Future）」は、2018年に当時15歳のグレタ・トゥーンベリ（Greta�Ernman�Thunberg, �2003－）
が、気候変動に対する行動の欠如に抗議するためにスウェーデンの国会前に座り込みをしたことをきっかけに始まった運動であ
る。彼女のアクションは多くの若者の共感を呼び、世界的なムーブメントとなった（Fridays�For�Futureウェブサイト https://
fridaysforfuture.org/）。

2 世界経済フォーラム（WEF）では各国のジェンダー不平等状況を分析した『世界ジェンダー・ギャップ報告書（Global�Gender�
Gap�Report）』を毎年刊行し、「経済」「政治」「教育」「健康」の4分野のデータに基づく「ジェンダー・ギャップ指数（Gender�
Gap�Index：GGI）」を公表している（世界経済フォーラムウェブサイト https://jp.weforum.org/）。

3 2003年に政府が掲げた「社会のあらゆる分野において、2020�年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも�30％程度と
なるよう期待する」との目標（以下、「2020�年�30％目標」という）は、その後2005年の第2次男女共同参画基本計画に基づいて官民
によってその実現に向けた取組みが進められた。しかしながら、第5次男女共同参画基本計画（令和2年12月25日閣議決定）第1部�
基本的な方針、（1）基本的な視点及び取り組むべき事項では、「指導的地位に占める女性の割合が�2020�年代の可能な限り早期に�
30％程度となるよう目指して取組を進める」としている（男女共同参画局ウェブサイト https://www.gender.go. jp/about_danjo/
basic_plans/5th/index.html）。

4 「アテナ（Athena）」は、男女共同参画計画（GEP）の開発と実施の両方において、制度的な変革を生み出すことを目的として研究
開発組織（RPO）と研究金融組織（RFO）を支援するプロジェクトである（Athenaウェブサイト https://www.athenaequality.
eu/）。

5 「経路依存性（path�dependence）」とは、過去の積み重ねによって、現在の状況が成り立っていることである（プログレッシブビ
ジネス英語辞典 ,�JapanKnowledge, �https://japanknowledge.com）。�
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形成過程に焦点をあてたリーダーシップ教育に解決策を

見出すべきだと主張しました。つまり、そこでは、日

本、そしてお茶の水女子大学におけるリーダーシップ教

育の一案となる改善策を模索したのです。

　今日、私は2018年の研究報告の反省を踏まえ、補完的

に、事態の構造的問題に対する理解の重要性についてお

話ししたいと思います。それは、特に本日の共通テーマ

である課題が求めている「アジア」という地理的特性

と、「未来」という時間的特性に関する分析の視点を探

るために不可欠なことだと考えるからです。そして更

に、世界経済フォーラム（WEF）の GGI評価項目すな

わち「政治」「経済」「教育」「健康」を別々の基準

（standards）として取り扱うのではなく、社会に埋め

込まれたホリスティックな規準（norms）として、すな

わち社会システムのメカニズムによって関係づけられる

ものとして取り扱うための視点を知る必要があると思う

からです。

　来たるべき�“Society�5 .0”�あるいはドイツ流に言えば�

“Industry�4 .0”�の世界では、国・地域のレベルや企業な

どの組織体のレベルを超えて、個々人のレベルで情報通

信技術（IT）および AIによるグローバル化、そして現

実が、仮想的現実（VR）や増幅された現実（AR）、更

にはメタバース（Metaverse）に転換された世界で生み

出される事象を把握することが求められることになるの

で、まずそのメカニズムを記述できる構造的枠組みがな

ければなりません。しかし、そのために「アジアの世

紀」に一気に飛躍することには、かつての「オリエンタ

リズム」に似た論理的断絶を感じざるを得ません。私

は、もう少し地道にアプローチしてみたいと思います。

　ここで参照するのは、20世紀後半に探究された社会学

的分析です。先哲と呼ぶのが憚られる、現在もなお大活

躍中の優れた研究者、ハーバード・ビジネス・スクール

の�R. �M. �カンター6（Rosabeth�Moss�Kanter, �1943－）

教授の知見です。

　1977年、彼女は著書と論文で、多くの組織で構成メン

バーの男女比が深刻な事態になっているという調査結果

と分析を発表し、社会全体として対策を講ずべきことを

提唱しました7。そこでは、今まさに「30% クラブ」な

どがグローバルに目標設定しているクオータ（割当制）

の必要性が示唆されたのです。このように、カンター教

授は、既に1970年代にエビデンスに基づいて�Gender�

Tokenism�（ジェンダー問題に形ばかりの対応で済ませ

ようとする企業体質など）8のメカニズムを解明したので

す。この理論は、その後、他の多くの研究者たちによっ

て検証されています。ちなみにカンター教授らの研究成

果によれば、組織の公正な意思決定のためには非主流派

の構成メンバーの割合が35% から65% の間にあること

が必要だとされています。

　カンター教授はその理論において、研究対象者を女性

または男性という社会的範疇（Aまたは B）に区分し、

それぞれの構成比に応じて対象グループの構成が「歪ん

でいる」「偏っている」「調和がとれている」、そして比

率が反転して以降、対称的に「偏っている」「歪んでい

る」と続く5つのパターンに類型化しています。また、

それぞれの構成（比率が小さいレベルから大きくなって

いく順）において、例えば女性メンバー（範疇 A）なら

ば、グループ内で「お飾り（tokens）」なのか「少数派

（minority）」なのか「主流派になる可能性がある集団

（potential�subgroup）」 な の か、 は た ま た「 多 数 派

（majority）」あるいは「支配集団（dominants）」なの

かを、エビデンスと向き合って判別しています。

　この分類に則って調査結果を見ると、「お飾り」とし

ての存在である限り何の影響力も持ち得ないことがわか

ります。また「少数派」である場合、一定の影響力はあ

るものの、比率が小さければ同一の範疇に属していても

それぞれが孤立した状況におかれ、結束して多数派に対

して交渉力を発揮することもできないと考えられます。

しかし、比率が閾値を超えるとまとまった力になり、交

渉力を有する集団になることも可能になります。カン

ター教授の調査結果をまとめると、そのようなメカニズ

ムが作動する閾値は同じ範疇に属するメンバーの総和と

しての構成比が30％以上、おおよそ35％を超えるあたり

からという結果が明らかになっています。組織の構成メ

ンバーの中にいったんダイナミズムが生まれれば、組織

構造の転換も現実のものになってゆきます。

　また更に、近年の行動科学におけるアドホックな研究

6 ロザベス・モス・カンター（Rosabeth�Moss�Kanter, �1943－）は、ハーバード・ビジネス・スクールのアーネスト・L・アーバッ
クル教授を務めており、戦略、イノベーション、変革のためのリーダーシップ論を専門とする。また、ハーバード大学アドバンス
ト・リーダーシップ・イニシアチブのディレクターおよび教授である。

7 カンターの提唱する理論については以下の文献を参照のこと。
Rosabeth�Moss�Kanter, �1977 , �Men and women of the corporation, �New�York:�Basic�Books.〔ロザベス・モス・カンター、
1995年、『企業のなかの男と女�:�女性が増えれば職場が変わる』高井葉子訳、東京：生産性出版〕
───,�1977 , �“Some�effects�of�proportions�on�group� life:�skewed�sex� ratios�and� responses� to� token�women,”�American 
Journal of Sociology, �82�(5):�965–990 .

8 “トークニズム”�とは、法律で定められたことを行う、あるいは特定の集団を満足させることのみを目的とし、本心から行うのでは
ないことをいう（Oxford�Advanced�Learner’s�Dictionary, �JapanKnowledge, �https://japanknowledge.com）。

9 「集合天才」とは、一人の天才の出現に頼らず、組織のメンバーの才能を集めてイノベーションを起こそうとする考え方のこと。
Linda�Annette�Hill, �Greg�Brandeau, �Emily�Truelove, �Kent�Lineback, �2014 , �Collective Genius: The Art and Practice of 
Leading Innovation, �Massachusetts:�Harvard�Business�Press.

成果を見ると、一般に女性は男性に比べて、例えば仕事

上の能力を単独で自己アピールすることに関して控えめ

であるとされており、その面からしても、女性に対する

組織上の施策として、やはり適正なクオータの保障が不

可欠であると考えられます。

　以上から導かれることは、教育が女性活躍ひいては女

性リーダー層の供給システムとなっているからには、梨

花女子大学校やお茶の水女子大学のような女子教育機関

にあっては、社会のあらゆる分野で活躍できるリーダー

を育成することを目指さなければならないということに

なります。「集合天才（Collective�Genius）」9という概

念がありますが、同一の社会的範疇に属する女性同士が

積極的にコミュニケーションを取り合って様々な領域に

おけるトータルな交渉力を発揮できる環境条件の整備が

肝要であり、仕切られた分野ごとの主流派となりうる集

団を形成するだけでなく、総体的な存在感をアピールで

きる集団となって転換のメカニズムにスイッチを入れる

ことを目指せるようにしなければならないのだと思いま

す。多様性が新しい価値を生み出すと言われる時代に

あっては、ジェンダー平等こそが達成されるべき目標と

言えるでしょう。

　以下では、そのような見地から、お茶の水女子大学の

歴史を紐解き、まずは少しだけ未来を覗き見てみること

にしましょう。

　お茶の水女子大学は1875年（明治8年）に日本初の官

立女子高等教育機関「東京女子師範学校」として設立さ

れました。女性が高等教育を受け、社会で活躍すること

が困難であった時代から、145年余りにわたり、女子教

育の先達として道を切り拓き、卒業生は教育者としてだ

けでなく優れた研究者として、また経済や産業、報道な

ど様々な分野のリーダーとして活躍してきました。

　2004年の国立大学の法人化後は、「学ぶ意欲のあるす

べての女性にとって、�真摯な夢の実現の場として存在す

る」というミッションを掲げ、性別、年齢、人種、国

籍、文化、宗教など異なる背景を持つ多様な人々と互い

の違いを認め合い尊重しながら、より良き社会の実現に

寄与することを、本学の果たすべき役割として取り組ん

できました。近年は、グローバル化の進む現代社会で活

躍する女性リーダーの育成を日本の国立大学として本学

の大きな役割の一つとして取り組んでいます。

　ここで、ある国立大学の教員公募要領の一部をご紹介

したいと思います。

・�○大学は共同参画を推進しており、多様な人材

の積極的な応募を歓迎しています。

・�雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律第�8�条に基づき女性教員

の在籍率を改善するための措置として、公正な

評価に基づき職務に必要とされている能力が同

等と認められる場合は、女性を優先的に採用し

ます。

　そして、この後には保育施設の充実ぶりについての説

明があり、今の日本社会において、いかに女性の社会進

出が求められているか分かります。もちろん大学だけで

なく一般企業でも女性が働きやすい環境の整備や女性役

員を増やすなど、女性活躍のための様々な努力が行われ

ています。

　それでは、ここで、女性が社会進出あるいはリーダー

として活躍するために求められる能力や資質、それらを

お茶の水女子大学で学ぶ学生たちが身につけることがで

きるように、どのような取組みを行っているかについて

の一端をお話ししたいと思います。

　はじめにも述べましたように、テクノロジーの急速な

進展による急激な社会環境の変化が起こっています。た

とえば、ITなどデジタル技術の重要性について、私た

ちはパンデミックによって、再認識させられることとな

りました。リアルな世界が制限される中、バーチャルな

世界を支える ITによって、日常のコミュニケーション

だけでなく、お茶の水女子大学も教育の機能を維持する

ことができました。今後一層の ITや AI技術の開発、

活用を通してはじめてこれからの時代を生き抜き、日本

のみならず世界の様々な課題を解決することが可能にな

ることが改めて強く理解されたのです。それは国連の掲

げる「持続可能な開発目標」、SDGsの達成にもつなが

るものです。そこでお茶の水女子大学では、すべての学

生が Society�5 .0の実現に不可欠な数理・データサイエ

ンス、AIの素養を身につけ、さらにはデータサイエン

ス、AIの力を駆使して様々な領域を刷新していける力

を身につけられるような教育に取り組んでいます。

　そのために、2019年（令和元年）6月に「文理融合

AI・データサイエンスセンター」を設置しました。さ

らに2019年10月からは、文系・理系を問わず全学部1・2

年生を対象に、データサイエンスの分析手法が持つ有効

性を理解することに主眼を置いたデータサイエンス・シ
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ミュレーション科学教育を実施しています。実施に当

たっては、「データサイエンス相談室」を設置し、授業

外でもきめ細やかなサポート体制を取っています。これ

は、アフターコロナの日本では業務のデジタル化が加速

され、紙媒体が中心であった定型業務が激減し、デジタ

ル人材の雇用のニーズが高まると予想される社会の要請

にも応えるものです。また世界的に見て、デジタル化の

遅れが顕著であるという、日本の課題に応えることにも

なると考えられます。

　加えて、お茶の水女子大学では、工学系の女子学生比

率を改善するとともに、Society�5 .0にむけ、ものづく

りやデータサイエンスにおける女性人材の不足やそこか

ら生じるジェンダー・ギャップの解決に寄与するため、

「共創工学部」の設置準備を進めています。共創工学部

というのは仮称ですが、社会実践を通じて新しい技術や

システム、価値を創造することのできる人材育成を目指

しています。

　ここまで、未来に向けて現在求められるデジタル・

AIの力や理工系人材の育成について述べてきました。

次に、新たなウイルスによる感染症の流行や大規模災害

などの大きな課題や困難、また、SDGs目標の達成や脱

炭素社会の実現、富の偏在化による地球規模の社会格差

への対応等の複雑で容易に解決することのできないグ

ローバル課題への対応についてのもう一つの重要な取組

みをお話ししたいと思います。

　これらの現代的課題の解決には、科学技術のみでな

く、AIには不得意とされる問いを立て他の人と協働し

て課題解決にあたる力が求められています。そのため

に、これからも科学に加えて、文学、法学、論理学など

人文社会学を含むリベラルアーツ教育を充実し、総合知

の育成に取り組みます。そのような総合知こそが、小規

模ながらも総合大学である本学の強みであり、これまで

堅実に積み重ねてきた教育・研究の成果を国の内外に向

けて積極的に発信し、知識・経験を広く社会と共有する

とともに、今後も先端的・創造的研究に果敢に挑戦し、

成果を発信・共有し続けることが私たちの重要な責務で

あると考えます。

　「文系、理系を超えたすべての学問分野を融合した総

合知を育む教養教育」の一層の充実とともに、異なる文

化の人々と共に、問いを立て、集合知を利かせて考え、

推論し答えを導き出す力を育てる機会を一層増やしてい

き、「ともに新しい価値を創造する力」「対話によって他

者と結びつき、他者を巻き込み課題を解決する力」を持

つグローバル化が進んだ現代社会における女性リーダー

の育成に努めてまいります。パンデミックの影響下にあ

る今は、オンラインを活用した先進的な教育プログラム

によって、国や文化の壁を越えた多様な学生との交流の

推進、そしてオンラインと対面を融合したハイブリッド

な教育環境の提供などによって距離・時間・国・組織・

文化・価値観などの壁を越えた国際交流連携ネットワー

クを実現してまいります。

　このように、本学では、社会の歴史的変遷と交響する

ように、文理融合、文理の枠にとらわれない STEAM

（科学、技術、工学、数学にアーツを加えた分野）人材

の育成、Society�5 .0の実現に不可欠な数理・データサ

イエンス、AIの素養を持つ人材、さらにはリーダーシッ

プ、アントレプレナーシップを持つ人材の育成を図って

おり、一層充実させていくことに努めています。未来が

予想しがたい時だからこそ、リーダーには様々な困難や

変化に対し、自ら枠を超えて行動を起こし新たな価値を

生み出していく精神（アントレプレナーシップ）が重要

だと考えています。

　以上、お茶の水女子大学の過去から現在までを振り

返ってみると、本学が保有するハード面およびソフト面

図2　…オックスフォード大学（英国）マートン・カレッジ アイリーン・トレイシー学長講演会…

“A…Life…of…Pain…and…Pleasure”（2020年1月24日開催）参加者

10 「地域的な包括的経済連携協定 Regional�Comprehensive�Economic�Partnership�Agreement�(RCEP)」は、ASEAN10ヵ国に、日
本、中国、韓国、豪州及びニュージーランドが参加する自由貿易協定のこと（経済産業省ウェブサイト https://www.meti.go. jp/
policy/trade_policy/epa/epa/rcep/index.html）。

における「教育資産」のいわば“棚卸し”が見えてきま

す。それこそが、私たちが未来に向かってステップアッ

プするために活かすことのできる潜在能力だと言えるで

しょう。

　今日は、「アジア」という点についてほとんど触れる

ことができなかったのですが、一例ながら、例えば中国

の経済、学問分野でのプレゼンスの高まりには目を見張

らせるものがあります。また、RCEP10が2022年1月1日

に発効するなど、現在、世界経済の中心が200〜300年前

のようにアジアに戻りつつあるように見えます。私たち

「アジア」の一員として、「アジア」という視点から女子

教育、女性のリーダーシップについてもいつかお話しで

きればと思っています。

　先ほど未来は予想しがたいと申しましたが、結びにあ

たって、参加してくださった皆さまが素敵な未来図を描

いてくださることを願いながら、今日の私のお話を閉じ

たいと思います。
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world�are�participating�in�the“Fridays�For�Future.”1�

This� initiative�was� started�by�Greta�Thunberg�of�

Sweden , �who� is� holding� the� adult� generation�

accountable� for� climate� change�and� is� strongly�

advocating� the�need� to� take� immediate�action. �

The“Fridays�For�Future� Japan”�movement, �which�

began� in�February�2019 , � is�now�spreading� to�young�

people�all�over�the�country.

　First, � let�us� take�a� look�at� the�current� status�of�

women’s�activities�in�Japan.

　The�Gender�Gap� Index� (GGI)2�world� ranking�has�

often�been�mentioned�as�though�it�were�the�subject�

of�casual�pillow�talk�when�discussing�the�advancement�

of�women�in�society, �their�activities, �leadership, �and�

so�on. �For� Japan, � the� recent� ranking�of�120th�place�

seems�as� though� it�were�a� reserved�seat. �However, �

in�2006 , �for�example, �after�the�Japanese�government�

had�declared� in�2003� that� it�would�achieve�a�30%�

ratio�of�women� in� leadership�positions�by� 2020 , �

Japan’s�GGI� ranking�was�surprisingly� far�higher�at�

80th�place.

��In�December�2020 , �however, �for�some�reason, �they�

suddenly�postponed� the�date�of�achieving� the�30%�

target� to� the�“early� 20s,”�a�decision� that�deeply�

shocked�and�disappointed�us3 .

　In� fact, �only�about� two�or� three�years�prior, �at�a�

symposium�at�Oxford�University� in�early� 2018 , � I�

introduced�a�historical�fact, �namely�that�“Japan�had�

been�working�on�measures�to�realize�gender�equality�

as� early� as� the�UK , �which� started� the�Athena�

Project.”4�Unfortunately, �however, �as�time�went�on, �

it�became�clear� that� there�were� forces�at�work� in�

Japanese� society� that�went�against� this�historical�

trend.

　At� the� time, �of�course, � I� recognized�where� the�

problems� lay� in� Japan. � I�pointed�out� the� two�main�

factors, �namely�“apathy”�and�“backlash.”�Needless�

to�say, �these�factors�can�be�observed�in�any�country�

or� region� in� the�world. �Nevertheless, � in�my� 2018�

research� report, � I�argued� that� in�order� to�consider�

them�as�problems� specific� to� Japan, �we�need� to�

determine�that�they�are�caused�by�the�phenomenon�

Figure…1.…Women’s…Activities…in…Japan.

2 The�World�Economic�Forum�(WEF)�annually�publishes�the�Global�Gender�Gap�Report, �which�analyzes�the�state�of�gender�
inequality� in�each�country. �The� report�publicizes�a�Gender�Gap� Index� (GGI)�based�on�data� in� four�areas:�economics, �
politics, �education, �and�health�(https://jp.weforum.org/).

3 In�2003 , �the�government�set�a�goal�that�“the�percentage�of�women�in�leadership�positions�in�all�sectors�of�society�should�be�
expected�to�be�at�least�30%�by�2020”�(hereinafter�referred�to�as�the�“30%�by�2020”�goal), �which�was�followed�by�the�Second�
Basic�Plan�for�Gender�Equality�in�2005 . �The�“30%�by�2020”�target�was�subsequently�implemented�by�the�public�and�private�
sectors�based�on� the�Second�Basic�Plan� for�Gender�Equality� in�2005 . �However, � the�Fifth�Basic�Plan� for�Gender�Equality�
(approved�by� the�Cabinet�on�December�25 , �2020), �Part�1 , �Basic�Policies, � (1)�Basic�Perspectives�and� Items� to�be�Tackled, �
states� that�“Efforts�will�be�made� to� increase� the�percentage�of�women� in� leadership�positions� to�around�30%�as�early�as�
possible�in�the�2020s.”
(https://www.gender.go. jp/about_danjo/basic_plans/5th/index.html).

4 “Athena”is�a�project�that�supports�Research�and�Development�Organizations�(RPOs)�and�Research�Finance�Organizations�
(RFOs)�with�the�aim�of�creating�institutional�change�in�both�the�development�and�implementation�of�Gender�Equality�Plans�
(GEPs)�(https://www.athenaequality.eu/).

1 �“Fridays�For�Future�is�a�youth-led�and�-organized�movement�that�began�in�2018 , �after�15-year-old�Greta�Ernman�Thunberg�
(2003－)�and�other�young�activists�sat�in�front�of�the�Swedish�parliament, �to�protest�against�the�lack�of�action�on�the�climate�
crisis.”�(https://fridaysforfuture.org/).

　While� the�process�of�digitalization� is�steadfastly�

accelerating�with� the�use�of�artificial� intelligence�

(AI), � the�world� is�currently� facing�urgent� issues� that�

range� from�climate�change, �population�problems, �

and�biodiversity�crises� to�a�global�pandemic;� these�

issues�ultimately�call� for�solutions� that� lie�beyond�

national�borders. �For�example, �the�effects�of�climate�

change� include� the�occurrence�of�extreme�weather�

such�as�super� typhoons, �hurricanes, �and�wildfires. �

Therefore, � the� students�of� today�and� tomorrow, �

known � as �Generat ion � Z � and �Generat ion �α�

respectively, �must�address�challenges� that�have�no�

easy�answers�and�build�a� sustainable�world� in�

accordance�with�the�SDGs�(Sustainable�Development�

Goals). �Of�course, � it� is�difficult� to� foresee�what�will�

happen� in� the�coming�decades, �but� I�believe� that�

each�student�will�be�expected�to�draw�up�a�vision�of�

the� future�of�earth�and�become�a�protagonist� in�

creating�the�world�they�wish�to�live�in.

　For� example, �young�people� from�all�over� the�

　Good�afternoon, �everyone.

　Thank�you�very�much, �President�Eun�Mee�Kim, �for�

your�wonderful�speech. �Ochanomizu�University� is�

honored� to�have�had�a� long�and�active�partnership�

in� research� and� student� exchange�with� Ewha�

Womans�University.

　I�would�also� like�to�thank�the�Institute�for�Global�

Leadership�at�Ochanomizu�University� for�allowing�

me� to�speak�on�“A�Vision� for� the�Development�of�

Global�Women�Leaders.”�My�sincere�thanks�also�go�

to�Dr. �Sung-Nam�Cho, �Professor�Emeritus�of�Ewha�

Womans�University, �who� is�currently�a�Specially�

Appointed�Professor�at� the� Institute� for�Global�

Leadership , �Ochanomizu�University� for� their�

organization , � and� all� the� participants� of� this�

conference, � including� the�students�of�Ochanomizu�

University�and�our�affiliated�high�school, �as�well�as�

the�students�of�Ewha�Womans�University�who�are�

participating�online. �Thank�you�very�much.

　Now, �I�would�like�to�begin�my�talk.
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of�“path-dependence”5� that�was�unique� to� Japan�at�

that� time, �and� that� the�solution�should�be� found� in�

leadership�education�that�focuses�on�each�student’s�

“leadership�journey,”�(i.e. , �the�process�of�developing�

individual�awareness�as�a� leader). �Therefore, � I�

sought� to� find� a�way� to� improve� leadership�

education� in� Japan� and� indeed� specifically� at�

Ochanomizu�University.

　Today, � I�would� like� to� talk�about� the� importance�

of�understanding�the�structural�problems�underlying�

this�situation�as�a�complement� to� the� introspection�

of�the�2018�research�report. �This�is�because�I�believe�

it�is�essential�to�explore�multiple�perspectives�on�the�

analysis�of�the�geographical�characteristics�of�“Asia”�

and� the� temporal�characteristics�of�“the� future,”�as�

out l ined � by � the � common � theme � of � today’s�

conference . �Furthermore , � the�World�Economic�

Forum’s� (WEF)�GGI�evaluation�categories, �namely�

“politics,”�“economy,”�“education,”�and�“health,”�

should�not�be� treated�as�separate�standards�but�as�

holistic�ones�embedded� in�society. � In�other�words, �

we�need� to�understand� that� they�are�all� related� to�

the�mechanisms�of�the�social�system�we�live�in. �

��In�the�coming�world�of�“Society�5 .0”�or, �in�German�

terms, �“Industry�4 .0 ,”�we�will�need�to�go�beyond�the�

level�of�countries�and� regions. �Organizations�will�

need� to�understand� the� globalization� trend� as�

facilitated�by� information� and� communication�

technologies� (IT)�and�AI�at� the� individual� level�and�

comprehend� the�events� transformed� into�virtual�

reality� (VR), �augmented� reality� (AR), �and�even� the�

Metaverse . �Therefore , �we�must� first� identify� a�

structural� framework� to�describe�such�mechanisms. �

In�order�to�do�so�and�leap�into�the�“Asian�Century,”�

however, � I� cannot�help�but� feel� that� there� is�a�

logical�disconnect�similar�to�the�“Orientalism”�of�the�

past. �I�would�thus�like�to�take�a�steadier�approach.

　I�will� refer�here� to� the� sociological� analysis�

explored� in� the� latter�half�of� the� twentieth�century. �

They�are� the�findings�of�an�outstanding�researcher, �

Professor�Rosabeth�Moss�Kanter6�of� the�Harvard�

Business�School, �a�philosopher�whom� I�hesitate� to�

cite�as�coming� from�earlier� times�since�she� is�still�

very�much�active�today.

　In�1977 , � she�published�a�book�and�an�article� in�

which�she�presented�her�findings�and�analysis�of�the�

seriousness�of� the� ratio�of�male-to-female� ratio� in�

many�organizations. �She�advocated�that�society�as�a�

whole�should� take�an�action7 . �She�argued� the�need�

for�quotas, �a� target�which� the�30%�Club�and�other�

organizations�are�now�aiming� for�globally. � In� this�

way, �Professor�Kanter�had�clarified� the�mechanism�

of�gender� tokenism� (i.e. , � the�corporate� tendency� to�

respond� to�gender�problems�with� tokenism)8�based�

on�mounting�evidence� in� the�1970s�already. �Many�

other� researchers�have�since� inspected� this� theory. �

Incidentally, �according� to� the� research� results�of�

Professor�Kanter�and�her�colleagues, � the� ratio�of�

non-mainstream�members� should�be�between�35%�

and�65%�for�fair�decision-making�in�organizations.

　Research�participants� involved�are�divided� into�

the�social�categories�of�either� female�or�male� (A�or�

B), � and� the� composition�of� the� target� group� is�

typified�into�five�patterns:�1 . �Skewed�group, �2 . �Titled�

group, �3 . �Balanced�group, �and� then�after� the� ratio�

reverses , � 4 . �Titled� group , � 5 . � Skewed� group . � In�

addition, � in� the� face�of� such�evidence, � for�each�

composition� (in� the�order�of� increasing�proportions�

from� the� smallest� level) , � for� example , � female�

members� (Category�A )� can� be� categorized� as�

“tokens,”�a�“minority”�or�“potential� subgroup”�or�

“majority”�or�“dominants”�(Kanter�1977:�209).

5 “Path�dependence”�refers�to�the�fact�that�the�present�situation�is�established�by�the�accumulation�of�the�past�(Progressive�
Business�English�Dictionary, �Japan�Knowledge, �https://japanknowledge.com).

6 Rosabeth�Moss�Kanter� (1943－)�holds� the�Ernest�L. �Arbuckle�Professorship�at�Harvard�Business�School, �specializing� in�
strategy, � innovation, �and� leadership� for�change. �She� is�also�director�and�chair�of� the�Harvard�University�Advanced�
Leadership�Initiative.

7 For�more�information�on�the�theory�proposed�by�Kanter, �please�see�the�following�references.
Rosabeth�Moss�Kanter, �1977 , �Men and Women of the corporation, �New�York:�Basic�Books.
―――,�1977 , �“Some�effects�of�proportions�on�group� life:�skewed�sex� ratios�and� responses� to� token�women,”�American 
Journal of Sociology, �82�(5):�965–990 . ��

8 “Tokenism”�refers�to�the�fact�of�doing�something�only�in�order�to�do�what�the�law�requires�or�to�satisfy�a�particular�group�
of�people, �but�not� in�a�way� that� is� really�sincere� (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, � JapanKnowledge, �https://
japanknowledge.com).

� �If�you� look�at�the�results�according�to�this�system�

of�classification, �you�will�see�that�as�long�as�you�are�

considered� a�“token , ”� you� cannot� exert� any�

influence. �In�the�case�of�a�“minority,”�although�they�

have�a�certain�amount�of� influence, � if� the� ratio� is�

small, � they�will�be� in�an� isolated�situation�even� if�

they�belong�to�the�same�category�and�they�will�not�

be�able�to�unite�and�exert�bargaining�power�against�

the�majority. �However, �when� the� ratio�exceeds� the�

threshold, � they�become�a�cohesive� force�and�can�

become� a� group�with� bargaining� power . �The�

findings�of�Professor�Kanter’s�research�indicate�that�

the�threshold�for�such�a�mechanism�to�be�activated�

is�when� the� total� ratio�of�members� in� the� same�

category�exceeds�30%�or� is�roughly�at�35%.�Once�a�

sense�of�dynamism�is�created�among�the�members�of�

an � organizat ion , � the � t ransformation � of � the�

organizational�structure�will�become�a�reality.

　Furthermore, � recent�ad�hoc� research� findings� in�

behavioral� science�have� shown� that�women�are�

generally�more�reserved�than�men�when�it�comes�to�

self-promoting�their�abilities� in�the�workplace. �From�

this�point�of�view, �as�an�organizational�measure�for�

women, �it�is�still�essential�means�of�guaranteeing�the�

appropriate�quotas.

　From� the�above, � it�can�be�concluded� that�since�

education�has�become�a�supply�system�for�women’s�

activities�and�leadership�roles, �women’s�educational�

institutions�such�as�Ewha�Womans�University�and�

Ochanomizu�University�must�aim� to�nurture� future�

leaders�who�can�be�active� in�all�areas�of� society. �

The�concept�of�“Collective�Genius”9� is�essential� to�

creating�an� environment� in�which�women�who�

belong� to� the� same� social�category�can�actively�

communicate�with�each�other�and�demonstrate�their�

total�bargaining�power� in�various�fields. �In�addition�

to�forming�a�group�that�can�become�the�mainstream�

in�each�partitioned� field, �we�need� to�become�a�

group�that�can�appeal�to�the�general�public�and�turn�

on� the�mechanism�of� transformation. � In�an�age�

where�diversity� is�said� to�create�new�value, �gender�

equality� is� the� primary� goal� that� needs� to� be�

achieved.

　In� the� following, �we�will�unravel� the�history�of�

Ochanomizu�University�from�such�a�perspective�and�

take�a�little�peek�into�the�future.

　Ochanomizu�University�was� founded� in�1875� (the�

eighth�year�of� the�Meiji�era)�as�Tokyo�Women’s�

Normal�School, �the�first�national�institution�of�higher�

education� for�women� in� Japan. �For�more� than�145�

years, �Ochanomizu�University�has�paved�the�way�as�

a� forerunner� in�women’s�education. � It�began�at�a�

time�when� it�was�difficult� for�women� to� receive�

higher�education�and�play�an�active�role� in�society�

and�our�graduates�have�been�active�not�only�as�

educators�but�also�as�outstanding� researchers�and�

leaders� in�various�fields�such�as�economics, �sector, �

and�the�media.

　After�we�became�a�national�university�corporation�

in�2004 , �we�set�our�mission�to�“be�a�place�where�all�

women�who�are�motivated�to�learn�can�realize�their�

earnest�dreams”�and�contribute�to�the�realization�of�

a�better�society�while�recognizing�and�respecting�the�

differences� of� diverse� people�with� different�

backgrounds�such�as�gender, �age, � race, �nationality, �

culture, �and� religion. � In� recent�years, �one�of�our�

major� roles� is� to�work�on� fostering� female� leaders�

who�are�active�in�today’s�globalized�society.

　Here,�I�would�like�to�introduce�some�of�the�guidelines�

for�recruiting�faculty�members�of�a�national�university.

・�XX� �University�promotes�gender�equality�and�

welcomes��applications�from�diverse�personnel.

・�As�a�measure�to�improve�the�enrollment�rate�of�

female�faculty�members,�priority�will�be�given�to�

women�if�their�abilities�are�deemed�equal�to�those�

required�for�the� job�based�on�a�fair�evaluation,�

based�on�Article�8�of�the�Act�on�Securing,�Etc.�of�

Equal�Opportunity�and�Treatment�between�Men�

and�Women�in�Employment.��

　After� this, � there� is�an�explanation�of�how�well�

childcare� facilities�are�provided, �which�shows� just�

how�much�women’s�advancement� in� society� is�

9 “Collective�Genius”� refers� to� the� idea�of�gathering� the� talents�of� the�members�of�an�organization� to�create� innovation, �
rather� than� relying�on� the�emergence�of�a� single�genius. �Please� see�also, �Linda�Annette�Hill, �Greg�Brandeau, �Emily�
Truelove, �Kent�Lineback, �2014 , �Collective Genius: The Art and Practice of Leading Innovation, �Massachusetts:�Harvard�
Business�Press.
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expected� in� Japan� today. �Of�course, � it� is�not�only�

universities�but�companies� in�general�as�well�who�

are �making � var ious � efforts � to � promote � the�

advancement� of�women , � such� as� creating� a�

comfortable�environment� for� them� to�work� in�and�

increasing�the�number�of�female�executives.

　At� this�point,� I�would� like� to�discuss� the�abilities�

and�qualities� that�women�are�expected� to�have� in�

order�to�advance�in�society�and�play�an�active�role�as�

a�leader,�and�how�Ochanomizu�University�is�working�

to�help�students�acquire�these�abilities�and�qualities.

　As � I �mentioned � in � the � beginning , �we � are�

experiencing�rapid�changes�in�the�social�environment�

due� to� the�burgeoning�development�of� technology.�

For� example , �we� have� been� reminded� of� the�

importance�of�digital�technologies�such�as�IT�by�the�

pandemic.�While�the�real�world�is�restricted,�IT,�which�

supports�the�virtual�world,�has�enabled�Ochanomizu�

University� to�maintain� its�educational� functions�as�

well�as�daily�communication.� It� is�only� through� the�

further�development�and�utilization�of� IT�and�AI�

technologies� that�we�will�be�able� to� survive� the�

coming�age�and�solve�various�problems�not�only� in�

Japan�but�also�in�the�world.�Further,�this�will�also�lead�

to� the�achievement�of� the�Sustainable�Development�

Goals� (SDGs)�as�set�forth�by�the�United�Nations.�To�

this� end ,�Ochanomizu�University� is�working� to�

provide�education� that�will�enable�all� students� to�

acquire�the�mathematical,�data�science,�and�AI�skills�

that�are�essential�to�the�realization�of�Society�5.0,�as�

well�as� the�ability� to� innovate� in�a�variety�of� fields�

using�the�power�of�data�science�and�AI.

　To� this�end, �we�established� the�AI�Data�Science�

Center�in�June�2019 . �In�addition, �since�October�2019 , �

we�have�been�providing�data�science�and�simulation�

science� education� for�all� first�and� second-year�

undergraduate�students, � regardless�of�whether� they�

are�humanities�or�science�majors, �with�a� focus�on�

understanding� the�effectiveness�of�data� science�

analysis�methods. �In�implementing�this�program, �we�

have�set�up�a�Data�Science�Consultation�Office� to�

provide�detailed�support�outside�the�classroom.

　This�is�also�in�response�to�the�demands�of�society, �

which� is� expected� to� increase� the�need� for� the�

employment�of�digital�human� resources� as� the�

digitization�of�business�operations�accelerates� in�

Japan� in� the�post-COVID�era. �This�also�becomes�

more� relevant�as� the�number�of� routine� tasks� that�

used� to�be�done�mainly�on�paper�dramatically�

decreases. �Additionally, � the�project�will� respond� to�

the�challenges�facing�Japan, �which�is�lagging�behind�

the�rest�of�the�world�in�terms�of�digitalization.

　In�addition, �Ochanomizu�University� is�preparing�

to� establish� the�Faculty�of�Engineering� for�Co-

Creation� in�order� to� improve� the� ratio�of� female�

students� in�engineering�and�to�contribute�to�solving�

the�gender�gap�and� the�shortage�of� female�human�

resources, �especially� in�manufacturing�and�data�

science, � toward� the�goal�of�Society�5 .0 . �The�Co-

Creative�Engineering�Department�is�a�tentative�title, �

but�it�accurately�describes�its�aim�to�develop�human�

resources�who�can�create�new�technologies, �systems, �

and�values�through�social�practice.

　So�far,�I�have�described�the�digital�and�AI�capabilities�

and� the�development�of� science�and�engineering�

human� resources� that�are�currently�desired� for� the�

future.� I�would�next� like� to� talk�about�another�

important� initiative�to�deal�with�major�challenges�and�

difficulties�such�as�infectious�disease�epidemics�caused�

by�new�viruses�and� large-scale�disasters,�as�well�as�

complex�global� issues� that�cannot�be�solved�easily,�

such�as�achieving�the�SDGs,�realizing�a�decarbonized�

society,�and�addressing�global�social�disparities�caused�

by�the�uneven�distribution�of�wealth.�

　In�order� to� solve� these�contemporary�problems, �

we�need�not�only�the�latest�developments�in�science�

and� technology�but�also� the�human�ability� to�ask�

questions�and� collaborate�with�others� to� solve�

problems. �This�is�a�quality�that�AI�is�not�particularly�

good�at. �To� this�end, �we�will�continue� to�enhance�

our� liberal�arts�education, � including�humanities�and�

social�sciences�such�as� literature, � law, �and�ethics� in�

addition� to� science . �As� such , �we�will�work� to�

cultivate�our�students’�comprehensive�knowledge. �

Here in � l i e s � the � s t reng th � of � our � sma l l � but�

comprehensive� university . � It� is� our� important�

responsibility� to�actively�disseminate� the� results�of�

the� education� and� research�we� have� steadily�

accumulated�both� inside�and�outside�of� Japan, � to�

share�our�knowledge�and�experiences�with�society�

at� large, �and� to� continue� to�boldly� take�on� the�

challenges�of�advanced�and�creative�research. �

　In� addition� to� further� enriching�“liberal� arts�

education� that� fosters�comprehensive�knowledge�by�

integrating�all�academic�disciplines�beyond� the�

humanities�and� sciences ,”�we�will� increase� the�

number� of� opportunities� our� students� have� to�

formulate�questions,�think�with�collective�intelligence,�

and� reason� to�derive�answers� together�with�people�

from�different�cultures.�We�strive� to�nurture� female�

leaders� in� today’s�globalized�society�who�have� the�

ability� to�create�new�values� together,�connect�with�

others� through�dialogue,�and� solve�problems�by�

involving�others.� In� the�midst�of� the�pandemic,�we�

will�promote�exchanges�with�diverse�students� that�

transcend�national�and�cultural�barriers� through�

advanced�online�educational�programs�and�provide�a�

hybrid�educational�environment�that�integrates�online�

and� face-to-face� interactions.� In� this�way,�we�will�

realize�a�network�of� international�exchange�and�

cooperation�that�transcends�distance,�time,�countries,�

organizations,�cultures,�and�values.

　In� this�way , � in� harmony�with� the� historical�

changes� taking�place� in� society, � the�university� is�

fostering�human� resources�who�are� capable�of�

integrating� the�humanities�and� sciences, � fostering�

STEAM�(which�incorporates�“the�arts”�in�addition�to�

science, � technology, �engineering, �and�mathematics)�

human� resources�who� are� not� bound� by� the�

limitations�of�the�humanities�and�sciences. �We�thus�

develop�human�resources�who�have�an�aptitude�for�

mathematics, �data�science, �and�AI, �and�who�possess�

leadership�and�entrepreneurial�skills, � the� tenets�of�

which� are� indispensable� for� the� realization� of�

Society�5 .0 . �We�are�striving� to� further�enhance�our�

efforts. �At�a� time�when� the� future� is�particularly�

unpredictable, �we�believe� that� it� is� important� for�

leaders�to�have�the�spirit�of�entrepreneurship�to�take�

an�action�and�create�new�values� in� response� to�

various�difficulties�and�changes.

　Looking�back�at�Ochanomizu�University�from�the�past�

to�the�present,�we�can�see�that�we�have�taken�stock�of�our�

educational�assets� in� terms�of�both�hardware�and�

software.�This�is�the�potential�that�we�can�utilize�in�order�

to�step�up�our�efforts�toward�the�future.

� �In�today’s�talk,�I�am�able�to�only� lightly�touch�on�

“Asia,”�but�as�an�example,�China’s�growing�presence�

in� the�economic�and�academic� fields� is�remarkable.�

Further,�with�the�RCEP10�coming�into�effect�on�January�

1,�2022,�it�seems�that�the�center�of�the�world�economy�is�

now�returning�to�Asia�as�it�was�two�to�three�hundred�

years�ago.�As�a�member�of�“Asia,”�I�would�someday�

like� to� talk�about�girls’�education�and�women’s�

leadership�from�the�perspective�of�“Asia.”

� � I�mentioned�earlier� that� it� is�difficult� to�predict�

what�will�happen, �but� I�would� like� to�conclude�my�

talk� today�with� the�hope� that�all�of�you�who�have�

participated� in� today’s� conference�will�unite� in�

drawing�up�a�wonderful�vision�of�the�future.

Figure…2.………With…participants…at…the…lecture…“A…Life…of…Pain…and…Pleasure”…by…Irene…Tracey,…President…of…Merton…

College,…Oxford…University…(UK),…January…24,…2020.

10 “The�Regional�Comprehensive�Economic�Partnership�Agreement”�(RCEP)� is�a� free� trade�agreement� involving� the� ten�
ASEAN�countries�plus� Japan, �China, �Korea, �Australia, �and�New�Zealand� (https://www.meti.go. jp/policy/trade_policy/
epa/epa/rcep/index.html).
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司会

　それでは質疑応答のセッションに移ります。最初に、

梨花女子大学校の学生から寄せられた、質問のビデオを

ご覧いただきます。

学生1（梨花女子大学校） 

　こんにちは。私は現在、

梨花女子大学校 GSISの修

士課程で開発協力を専攻し

ています。すばらしいお話

をありがとうございまし

た。学生代表として質問の

機会を得ることができ大変

光栄です。まず、梨花女子大学校が1996年に女子大学で

初めて工学部を設置したということに非常に関心を覚え

ました。本日のご講演のなかで、女子学生だけの工学部

の設立は世界でも前例のないことをお話しいただきまし

た。

　梨花女子大学校は、2022年度から、新たに設置される

AI融合学部で AI専攻の学生を受け入れます。私は、梨

花女子大学校がより多くの教育機会を提供することを通

じて、STEM分野における女子学生の能力と可能性を

高めようとする取組みを知ることができました。そこ

で、これに関連して、学生自身の学問への取組みの他

に、梨花女子大学校が女性の STEM能力の強化に寄与

する方法があればお伺いしたいと思います。

　次に、2つ目の質問です。ご講演の中で、教育のパラ

ダイムシフトについて触れておられました。それは第4

次産業革命後の共有プラットフォームや反転学習などで

す。変化のペースは、COVID-19の影響によってさらに

加速しています。梨花女子大学校も例外ではありません

でしたが、多くの大学は Zoomを使った授業を行う以

外に選択肢がありませんでした。準備がなかったことや

時間的制約から、オンラインプラットフォームである

Zoomが広く使用されたのです。

　こうした要因を考えたとき、梨花女子大学校には、現

在の共有プラットフォームや教育方法を修正したり改め

たりする計画はありますか。あるいは、女子学生、とり

わけ、梨花女子大学校で学んでいるか、あるいはこれか

ら学ぼうとしている外国人学生に寄与する計画などはあ

りますか。

学生2（梨花女子大学校） 

　私は、梨花女子大学校 GSISの学生です。私も開発協

力を専攻しています。本日

はご講演をありがとうござ

いました。私がとりわけ興

味深く思ったのは、第4次

産業革命と教育とのつなが

りについて述べておられた

部分です。というのも産業

革命がもたらす影響につい

て、私はこれまであまり考えたことがなかったからで

す。そうした課題に直面することと関連して、先生は

STEM教育のことを話しておられました。さらに詳し

くお尋ねしたいのですが、STEMの分野で研究をした

いと考えている女性に対する、制度的な差別は存在した

のでしょうか。もし存在していた場合、そうした差別を

なくすために実行しうる方法には、どのようなものがあ

るでしょうか。

　私は高校の頃からリベラルアーツを学んできたので、

STEM科目にはとても隔たりを感じ、恐れすら抱く学

生の1人です。しかし、本日、先生のお話を伺って、少

なくともそれらになじんでみるべきではないかと考えを

改めました。ただ、学部のときも大学院に入ってから

も、私の課程ではそれらに関連する科目を取る機会はあ

りませんでした。おそらく多くの学生が同じように感じ

ているのではないかと思います。梨花女子大学校では、

STEM関連の科目を、リベラルアーツの学生も選択で

きるようにアクセシビリティを改善する計画はあります

か。

　そして最後の質問は女性の課題についてです。STEM

分野はとりわけアジアの女性にとって手が届かないとい

うことに言及されており展望が開けていないようです。

同様の問題に直面している女性たちで構成されるビジョ

ンがあれば、STEM分野の研究を行うための教育的障

壁を下げることはできるのでしょうか。

司会

　ご質問とコメントをありがとうございます。オンライ

ンに寄せられた質問もご紹介します。金総長と佐々木学

長の両方に次の質問がきています。

　社会で女性をエンパワーメントするためには女性の教

育が重要であるという点に全く同意します。梨花女子大

学校とお茶の水女子大学はそのことを長い間重視してき

ました。一方で、女性をエンパワーメントするには、女

性の教育だけでは不十分です。この問題に関する男性の

教育も不可欠です。質問者は、男性の教育における大学

学生と総長・学長による質疑応答 の役割について、総長ならびに学長のお考えを伺いた

い、というものです。

　まず金総長に、梨花女子大学校の学生からの質問とオ

ンラインでの質問にお答えいただきたいと思います。

　

金総長

　梨花女子大学校の学生た

ちから寄せられた質問にお

答えします。最初の質問

は、1996年の工学部設立以

降、梨花女子大学校が行っ

てきたことについてでし

た。本学はこの面について

かなり多くのことを成し遂

げてきました。本学がソルベイ社と行ったことをご紹介

しましょう。ソルベイ社は非常に重要なグローバル企業

で、元々は化学関連の事業からスタートしましたが、現

在はより幅広い基盤を持つ科学企業となっています1。

　2011年、本学はソルベイ社と基本合意書を締結しまし

た。私たちは、梨花・ソルベイリサーチイノベーション

センターを創設し、2014年にセンターを完成しました。

こちらは、多国籍企業が韓国にある大学に研究開発

（R&D）センターを開設した最初のケースとなります。

ソルベイ社は、キュリー（Maria�Salomea�Sklodowska-

Curie, �1867–1934）の研究を支援したことで知られ、そ

の後彼女は2つの分野でノーベル賞を受賞しました。ソ

ルベイ社を本学に招くことができてとても光栄です。

　私たちは、研究協力における非常に強固な戦略的パー

トナーシップを構築しました。また、学生の教育もサ

ポートしています。これからも、AI（人工知能）を含

む共同研究の分野を拡大し、若い女性が STEM分野で

キャリアを追求できるよう共に取り組んでいきます。

　今年、総長に就任した後、私は「研究開発企画調整評

議会」を設立しました。議長は私が務めています。ここ

では、「梨花フロンティア10-10プロジェクト」を推進し

ています。10領域において既に世界的競争力を有してい

る卓越研究を取り上げます。そして今後は、資金面だけ

でなく他の研究資源も含めてさらに支援を行う予定であ

り、将来的なイノベーションのための10分野を選択する

ことにしています。

　私たちは、当大学の教授陣や大学院生の研究能力を活

かすという観点から、数多くの活動を行っています。

1996年に女子大学では初めての設立となり、その後成長

を続けてきた工学部に加えて、さらに多くの分野をカ

バーします。AI学部の新設によって、非常にエキサイ

ティングで包括的なプログラムとなるでしょう。

　2つ目の質問は、教育的なパラダイムシフトに関する

ものでした。COVID-19の発生以前は、オンライン授業

を導入する準備をほとんど行っていませんでした。しか

し、一夜にしてオンラインで授業を行わねばならなくな

りました。私たちはこれを、現在の教育方法を真に見直

す機会と捉え、学生の学びを強化できる最も効果的な方

法を見つけることに努めました。私たちは、学生をこの

取組みの中心に据えたいと考えています。学ぶことは、

教授が重要だと考える方法で授業を行うことよりも、最

も重要な目的だからです。私たちは最善を尽くして学生

の声や彼女らのニーズに耳を傾けました。

　こうした観点から、本学では梨花女子大学校独自の

BEST教育モデルをスタートさせます。BESTの Bは、

最高（best）品質の教育コンテンツを表します。Eは、

環境的（environmental）な柔軟性を表します。これ

は、学生が授業を聴くときの場所と時間に関して柔軟性

をもたらすものです。Sは自主的な（self-directed）学

習を表します。COVID-19の最中、学生たちは、とりわ

け知識の伝達という点でオンライン学習を高く評価して

いました。オンラインのプラットフォームは最も効果的

であることを見出したのです。録画された授業を視聴し

て一人で学ぶことができるからです。そして最後の T

は、テクノロジー（technology）で強化された教育を

表します。

　私たちが現在、本学の先生方と開発している BEST

教育モデルは、異なるすべての領域における、最適な教

育方法を見つけるためのものです。オンライン、オフラ

イン、あるいはその他の方法との組合わせなど、領域が

変わればニーズも変わってくることを私たちは認識して

います。現在は主にハイブリッドな方法、反転学習に取

り組んでおり、これらを BEST教育モデルの中で強化

するよう努めています。当大学の教職員の約20％は、す

でにこの新しい教育方法の実験に参加しており、高品質

なハイブリッド授業を開発できるよう大学は彼らを支援

していくつもりです。

　3つ目の質問は、STEM教育における第4次産業革命

に関するものでした。講演で指摘したように、また、

佐々木学長も述べておられたように、STEM分野では

女性や女子の存在感が希薄です。このことは、私たちが

乗り越えねばならない本当に重要な課題です。第4次産

業革命では、AIやデータサイエンスなどそうしたもの

がすべて、人生のあらゆる側面で不可欠なものとなって

1 ソルベイ社は、1863年設立のベルギーの多国籍化学企業であり、本社はブリュッセルである。同社グループは非常に広範な事業を
展開し、世界3大企業の1つに数えられている。同社はOne�Planetプログラムを通じて、持続可能な共有価値を創造することを目
指しており、この取組みは、「気候保護、資源保全、そしてより良い人生を育む」、という3つの柱を中心に構築されている。
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きており、AIリテラシーの点で女性や女子が取り残さ

れれば、人生のすべての面で取り残されることになりま

す。だからこそ私は、女性や女子の間に AIリテラシー

のギャップを作らないことが、とりわけ自分の使命だと

感じているのです。私たちは、大学の枠を越えて手を伸

ばし、女子たちが早い段階から AIについて学べる環境

を整えていきます。

　私は最近、アメリカで最初に設立されたシンクタンク

である、ロサンゼルスのサンタモニカにあるランド研究

所を訪問しました。STEM、とりわけ AIの分野で、ど

うすればこれまでよりもジェンダーに配慮した教育がお

こなえるのかなど、とても実りの多い議論ができまし

た。私は、女性たちや女子たちが早い段階から教育で差

別を受けないよう、女性や女子の AIへのアクセス性を

高め、平等を実現するより良い方法を確保するための研

究に取組んでいくつもりです。そのためには、大学レベ

ルだけでなく、初等教育や中等教育機関においても多く

の努力が必要になることでしょう。

　梨花女子大学校がなぜ AIに重点をおくべきなのか、

その理由は多々あります。まず、女子や女性の間に AI

リテラシーのギャップを作らせないためです。2つ目

は、先ほど、現在の AIコアテクノロジーにおけるジェ

ンダーの軽視について指摘しましたが、より未来志向

の、すべての人にとって平等な社会を実現するために、

研究を行って教育ツールを手に入れたいと考えていま

す。すでに述べたように、梨花女子大学校には広範な学

問領域があり、法律、芸術、文学、医学を含めることが

可能です。このような学際的研究と、様々なバックグラ

ウンドを持つ研究者が集まることで、より包括的な理解

と政策への提言を進めていきます。

　4つ目の質問は、STEM関連科目を履修する機会がな

かった学生に関するものでした。本学では現在、第4次

産業革命や私たちが現在直面している変化に合わせてカ

リキュラムを変更している最中です。新たに AI学部の

AI専攻が設置されます。それによって、さまざまな学

科の学生がダブルメジャーあるいは副専攻としてこれを

専攻できます。この分野の課程は、今後さらに増える予

定です。したがって学生が取り残されることはありませ

ん。2022年から設置される専門大学院でも、自己改革を

必要とする卒業生や、AIやデータサイエンスを初めて

学ぶ人のために機会を提供します。彼女らは大学に戻っ

てオンラインで授業を受けて、学びを継続することがで

きます。

　最後の質問は、アジアの女性たちが直面している問題

に関するものでした。この問題は、文化規範とも相まっ

て、アジア出身の女性や女子が STEM分野や AI、デー

タサイエンスについて学ぶことをますます困難にしてき

ました。私は、アジアのなかに、公式及び非公式による

両方のネットワークを作ることが不可欠だと考えます。

だからこそ私は、佐々木学長が私たちのために用意して

くださったこの機会を歓迎するのです。それによって私

たちのネットワークをさらに発展させ、つながりをさら

に深めることができるでしょう。

　これらのネットワークを使えば、お茶の水女子大学と

梨花女子大学校の学生が一緒にこれらのアイデアについ

て話し合うことができ、研究を続ける過程で困難に遭遇

した場合の精神的支援を供与することができます。私は

アジア財団のような NGOと協力して、アジア内でコラ

ボレーションするための枠組みを数多く提供してきまし

た。これはきわめて重要なものと考えます。

　次は、オンラインに寄せられた男性の教育に関する質

問です。本学は女子大学です。ビデオでお見せしたとお

り、韓国のグローバルジェンダーギャップランキング

は、調査が行われた156か国中102位でした。つまり韓国

では依然としてジェンダーの不平等が広がっています。

梨花女子大学校は、反語的に聞こえるかもしれません

が、世界で最もジェンダー平等な大学です。私たちはこ

のことをとても誇りに思っています。

　本学の教授及び教職員の男女比は約半々です。教授の

50％が男性、50％が女性です。これは、学内の何らかの

規則によって達成されたのではありません。そうではな

く、優れた女性および男性の教授を探す専心的な取組み

によって成し遂げられたものであり、このバランスを獲

得できたのです。男性のみならず女性のリーダーを目に

することで、つまり私たちがどのように協力しているか

をみることは、学生にとってさらなる学習やトレーニン

グの機会になります。

　検討すべきもう1つの重要な問題は、女性は、何らか

の不平等を被る社会においては、特定のジェンダーロー

ルがすでに決められているという点です。他の男女共学

の女子学生は、自分が大人として、女性的な役割を演じ

ていることに気づきます。梨花女子大学校の学生は A

から Zまでのすべてをやらねばなりません。男性ある

いは男子学生向けの作業というカテゴリは存在しませ

ん。梨花女子大学校の学生は、包括的な教育とトレーニ

ングを受けます。

　ですから彼女たちは、リーダーになったとき何も恐れ

ません。彼女たちは、梨花女子大学校で学び体験してき

たので、自分が何でもできることを知っています。そし

てさらに、梨花女子大学校が果たすべき重要な役割があ

ると思います。世界を見回したとき、お茶の水女子大学

や梨花女子大学校のような大学には、ジェンダー平等を

促し、女性が高等教育の最も高度な学位で活躍できるよ

うにする、という重要な使命があります。私はこれを十

分に取り組んできたと実感しています。

　しかし不平等の問題、とりわけジェンダー格差の問題

を解決するという点においては、私たちは男性と協力し

ていかねばなりません。私たちは男性の教育とトレーニ

ングを行い、そして共に協力することによって、私たち

が男性の特権を奪おうとしているのではないということ

を全員で理解する必要があります。私たちは共に分かち

合い、世界を、男性と女性の両方にとって幸せな場所に

しようとしているのです。このテーマについて、男子学

生や男性の学者と協力し、コラボレーションできること

を願っています。もっとも、梨花女子大学校には、女性

の教育と訓練に対する切実な必要性があり、これを全て

の女性のための教育機関として維持することに深く関

わっていると感じていますが、男性とコラボレーション

し協力しなければならないこと、そして一方のジェン

ダーだけでなく、誰もが幸せになる場所と機会をもてる

共生の精神によって男性と青年は教育されうるというこ

ともよく理解しています。ありがとうございました。

司会

　金総長、質問にお答えいただきありがとうございまし

た。

　それでは、お茶の水女子大学の学生の質問を徽音堂か

らお願いします。

学生1（お茶の水女子大学）

　学校でリーダーシップに関する教育を受けた人でも、

実際に社会に出るとリーダーになりたいとは思わないと

いう人がたくさんいるという研究結果を見たことがあり

ます。私自身、リーダーになることについておそれ多い

と感じてしまいますし、多くの人は「リーダー」といっ

た言葉への抵抗感や、リーダーになることについてハー

ドルを覚えているのではないかなと思います。最近は、

リーダーシップの執り方はいろいろあるというお話をよ

く聞きますが、やはりリーダーはグループを引っ張らな

いといけないというか、リーダーはグループを引っ張っ

ていくという観念が強いのではないかと思います。この

リーダーに対する抵抗感とか、リーダーになることへの

ハードルを下げる、あるいはなくすために学長先生は何

が必要だとお考えですか。また、この固定観念に縛られ

たリーダーという言葉に代わる新たな表現についてお考

えがあれば伺いたいです。

　

学生2（お茶の水女子大学）

　本日は貴重なお話をありがとうございました。このよ

うな充実した、まさに恵まれた環境にいる学生の中に

も、やはりリーダーシップにそもそも関心がないという

学生がいたり、私自身そうなんですけれども、自分には

リーダーは向いていないと思っている学生も中にはちら

ほらいるように感じます。そのような学生へのアプロー

チはどのようにされているのでしょうか。また、何かご

計画はおもちでしょうか。お答えいただければと思いま

す。
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司会

　ありがとうございました。それでは、佐々木学長、先

程のオンラインによる男性の教育についての質問とお茶

の水女子大学の学生からの質問にお答えいただけますで

しょうか。

佐々木学長

　金総長の最初のご講演にもありましたが、本学との共

通点、あるいは理念の一致ともいえる近さをとても強く

感じて大変心強く思いました。そして、金総長も話して

くださいましたが、他にも様々な共通点を見出すことが

できる梨花女子大学校と連携していきたいと思っていま

す。

　それでは、リーダーについての質問に戻ってみたいと

思います。それはとても難しい質問だと感じましたが、

同時に、この会場からのお二人の質問には、ある程度共

通している部分があると思いました。自分がリーダーに

なる、あるいは、なりたくない、またはリーダーについ

て無関心であるという、それらの人に対してどのような

アプローチをとることができるか、という質問であった

かと思います。実のところ、私は現在、学長を務めてい

ますけれども、私もかつてお茶の水女子大学の学生でし

た。しかし、自分がリーダーになること、あるいはリー

ダーについては、実のところ、皆さんと同じ頃からごく

最近まで、自分の中であまり身近なものではありません

でした。

　リーダーやリーダーシップについて考えるようになっ

た一番のきっかけはグローバルリーダーシップ研究所の

研究所長を任されたことでした。私はリーダーシップの

研究者ではないので、その時すごく勉強しました。この

ようにきっかけはごく単純なものだったのですが、最初

のリーダーについてのイメージは、何かはるか遠く自分

の外にあるもので、その外にあるものが何かを引っ張っ

ていく、というようなことでした。それから、様々な

リーダーシップ論を学ぶなかで、Authentic Leadership 

（George�2004）� あるいは The Leader in Me�（Covey�

2014）という、各々少し内容が異なりますが、それらに

関する文献や論文を読みました。

　そして、簡単なことではないかもしれませんが、外側

に何かがあると思うのではなくて、自分の内側に、例え

ば自分が得意なことや、何かそういうものを自分自身の

中に探り当てていって、そして道を切り開いていくもの

ではないかと考えるようになりました。そうすると他人

をリードするとか、そういうことは二の次になってきま

す。「道を拓くのはあなたです（Finding�your�own�way）」

という言葉がお茶大紹介のビデオの最後のところにあり

ましたが、自分自身が自信をもって進んでいける道を自

分自身の中に見つけることが大切ではないかということ

です。そして、このような考えから、リーダーというこ

とに少し広い意味が感じられるようになりました。これ

を何か別の言葉に置き換えるならば、例えば一番近いの

はコンピテンシーや、あるいはそのような言葉ではない

かと思います。しかし、少し分かりにくいので、リー

ダーやリーダーシップという言葉を気楽に使うのがいい

のではないかと今は思っています。

　次に、リーダーに関心のない人については、これはな

かなか難しいことだとは思いますが、研究所ではよく

ロールモデル講演等の催しを行っていると思います。そ

のような機会にすてきな先輩やリーダーシップを執って

いる方に出会うなど、そういうことを経験することで、

はじめは無関心で、それがリーダーということと結びつ

かなくても、「自分がそのようになりたいな」と思うよ

うになるのではないでしょうか。これは私が最後にお話

ししたことですが、やはり生まれてきたからには、と言

うとすごく大げさですが、世の中のためとか、人のため

に何かをするということを考えた場合、時には、どうし

ても自分一人ではできないことがあります。

　先ほど、集合天才というお話をしました。私も今、こ

のような立場にいますけれども、一人で何かできると

思ったことは一度もないのです。大学では、先生方と一

緒に色々なことをしたり、事務の方が手伝ってくださっ

たりしています。現在は、執行部の皆様が協力してくだ

す。赤松さん曰く、「私をしばしば励ましてくれるフ

レーズがあります。『男女平等の実現のための長い列に

加わる』という言葉です」と述べておられます。長い列

に加わるというのは、今までジェンダー平等のために歩

んでこられたたくさんの方々の列に加わるということで

あり、私もまたその列に続いていきたいと思っていま

す。ですから、皆さんもぜひ続いて、そして、ジェン

ダー平等だけではなくて、いろいろな社会の課題や不平

等を解決していきましょう。現在であれば地球の危機で

ある気候変動の問題があります。これは地球の危機と言

えます。46億年前にできたといわれるこの地球を私たち

でぜひ守っていきましょう。そして、これからさらに

もっといい時代が来るようにしていかなければならない

と思います。

　私は今、学長という立場にいますけれども、このよう

な私の気持ちを執行部の先生方、事務の方々、他の先生

方が理解してくださって、一緒にお茶大をそういう大学

にしていこうと思ってくださっている幸運に恵まれてい

ます。最後に書いたことは私自身への言葉でもあるので

すが、私は、たとえ私自身の実力は少しだとしてもそう

いう幸運に恵まれていると思っています。その分、何か

皆さんにも、社会にもお返ししたいなと思っています。

以上で私の回答を終わりたいと思います。

さっています。ですから、皆さんは、お茶大の中での

色々な経験をとおして、例えば、AIとかリベラルアー

ツなど、私たちは様々に提供していますが、そのような

勉強をとおして、皆さん自分自身の中で、自分は何が得

意で何がしたくて、どのようなことをしてみたいかを考

えてみてください。そうすると、それを一人で行うこと

はできない場合、誰かと一緒に行うことになります。そ

うしたときに、自分がその分野についてより詳しいので

あれば自分がリーダーになっていく。「リーダーになる

ぞ」と思わなくても、他の人と協働していく際に、この

ようなシチュエーションは必ずくると思います。ですか

ら、いわゆるリーダーシップ論を学ぶ、あるいはリー

ダーの在り方やリーダーの務めを学ぶことだけではない

のでは、というのが私の考えです。あまりいいお答えに

なっていないかもしれませんが。

　それから、オンラインでの参加者から、男性の教育も

必要ではないか、というご質問がありました。私が大学

を卒業したのは何十年も前ですけれども、その頃と今は

全く違っています。私と同じ頃に大学を出た男性のなか

には、自分たちだけが恵まれているというか、自分たち

だけが持っている権利があるということに全く気がつか

なかった、とおっしゃる方が多いのです。しかし、例え

ば、海外赴任を経験して、男性、女性だけではなくて、

いろいろな民族の人、文化の人、そういう人と一緒に仕

事をしていく、つまりダイバーシティということですけ

れども、そういうことの大切さに思い至るようになった

という男性の方は、今、すごく増えています。

　お茶の水女子大学は女子大学ですので、基本的に女子

の教育をしていくということなのですが、私は、これが

すごく大事なことだと思っています。先ほどお話しした

カンター教授の理論にもあるように、やはり社会で活躍

する女性の割合が、30パーセント、できれば50パーセン

トを占めることが重要だと思います。こうして女性が社

会に出ていくことで初めて色々なことが平等になってい

くと思うからです。しかし同時に、それはまだまだ時間

のかかることではないかと思っています。ですから、急

に何かが変わるとか、そういうことではないかもしれま

せんが、私が大学を出たときとは男性の考え方も変わっ

てきていますし、皆さんのお友達の男子の学生さんや生

徒さんもきっとそうだと思います。変化がないというこ

とはないと思っています。

　今朝の日本経済新聞に、赤松良子さんの記事が掲載さ

れていました2。皆さんは赤松良子さんをご存じでしょ

うか。元労働省の局長であり、1985年の男女雇用機会均

等法の成立に向けて、その法律化に大変尽力された方で

2 「私の履歴書①」．日本経済新聞．2021-12-01，朝刊，p.48．
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ways�that�Ewha�has�contributed�to�the�reinforcement�

of�STEM�capabilities�of�women�other�than�students’�

involvement�in�their�academics.

　Next , � this � is � the � second � quest ion . � In � the�

presentation, �you� touched�upon� the� shift� in� the�

education�paradigm�such�as�platform�sharing�and�

flipped� learning� following� the� fourth� industrial�

revolution. �The�pace�of�change�is�even�accelerating�

due� to�COVID-19 . �Many�universities�where�Ewha�

was�not�an�exception�had�no�choice, �but�to�conduct�

their�classes�via�Zoom�which�were�conducted�online�

classes . �Here , � the� online� platform�Zoom�was�

prevalently�used�due�to�the� lack�of�preparation�and�

time�constraints.

　Considering� these� factors, �does�Ewha�have�any�

plans� to�modify�or�even� reform� its�current�sharing�

platforms�or� teaching�methods�and�whether� the�

anticipated�plan�will�make�any� contributions� to�

female�education� in�particular� to� foreign� students�

studying�at�Ewha�or�willing�to�study�at�Ewha?

Ewha Student #2

　�I�am�a�student�currently�studying�at�Ewha�GSIS. �I�

am�also�studying�development�cooperation. �Thank�

Moderator

　We�will�now�move�on� to� the�Q&A�session. �First, �

we�will�play�a�video�clip�of�questions�submitted�by�

the�students�at�Ewha�Womans�University.

Ewha Student #1

　Hello. � I�am� in�master’s�degree� in�Ewha�GSIS�

majoring� in�development�cooperation. �Thank�you�

for� the�President’s�great�presentation�and� I�am�

indeed�honored� to�be�a�student� representative�and�

have�the�opportunity�to�ask�some�questions. �First, �I�

found� it�very� interesting� that�Ewha�established� the�

first�women’s�college�of�engineering� in�1996 . �Then, �

retrospectively�speaking�of�today, �the�establishment�

of�a�college�of�engineering�consisting�of�only�female�

students�was�unprecedented�around�the�globe.

　Ewha�will�admit�undergraduate�students� for� the�

new�AI�major�in�the�newly�established�division�of�AI�

convergence� to� begin� in� the� upcoming� 2022�

academic�year. � I�was�able� to� see� the�efforts� that�

Ewha�has�put� in� to�enhance� the�capabilities�and�

potential�of�female�students�in�the�STEM�areas�with�

the�provision�of�more�education�opportunities. � In�

this�context, �I�would� like� to�ask� if� there�were�other�
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you� for�your�presentation� today. � I�was�particularly�

intrigued�by�the�linkage�that�you�made�between�the�

fourth�industrial�revolution�and�education�because�I�

have�not�really�had�thoughts�on�the�possible�impacts�

of� the� industrial� revolution. �As� for� to�confront� the�

challenges, �you� talked�about�STEM�education. � I�

would�like�to�ask�for�further�elaboration�on�whether�

there�was�any� institutional�discrimination� towards�

women�who�were�willing�to�study�STEM�subjects. �If�

there�were, �what�will�be� some� feasible�ways� to�

eliminate�such�discrimination?

　As�a� student�who�has� studied� liberal�arts� since�

high�school, � I�am� the�very�kind�of�student�who� is�

very�distant, �even�afraid�of�STEM�subjects. �However, �

listening�to�your�presentation, �it�gives�me�the�second�

thought�that�I�should�at�least�try�to�be�familiar�with�

them . � But � s t i l l � dur ing � both �my � courses � in�

undergraduate�and�graduate�schools, �I�have�not�had�

the�opportunity� to� take�any� relevant�electives. � In�

this� sense, � I�believe�many� students�will� feel� the�

same. �Does�Ewha�have�any�plans� to� improve� the�

accessibility�of�STEM-related�courses� to� students�

studying�liberal�arts�in�the�form�of�electives?

��And�moving�on�to�my�very�last�question, �speaking�

of�challenges�to�women, � it�was�highlighted�that�the�

STEM� subjects�are�particularly�out�of� reach� for�

Asian�women�which�means� that� it� is�not�a�visional�

issue. �Then, �would�a�vision� that�were�consisted�of�

females� facing� similar� problems� be� helpful� in�

lowering� the�educational�barriers� to�studying�STEM�

subjects?

Moderator

　Thank� you� very�much� for� the�questions� and�

comments. �Let’s�also� take�a� look�at� the�online�

questions. �There� is�a�question� for�both�President�

Kim�and�President�Sasaki:�One�of� the� inquirers�

commented� that� she� totally� agrees�with� the�

importance�of�women’s�education�to�empower�them�

in� society�as�both�Ewha�and�Ochanomizu�have�

valued� it� for�a�very� long� time. �However, �she� thinks�

women’s�education�is�not�a�perfect�solution�for�their�

empowerment. �Men’s�education�on�this�issue�is�also�

crucial. �She�would� like� to�know�both�presidents’�

ideas� regarding� the�universities’� role� in�men’s�

education. �

　First�of�all, � I�would� like� to�ask�President�Kim� to�

answer�the�questions�from�both�online�and�from�the�

students�of�Ewha�Womans�University.

President Eun Mee Kim

　I�will�respond�to�questions�raised�by�students�from�

Ewha�Womans�University. �The� first�question�was�

about�what�Ewha�has�done�beyond�establishing�the�

College�of�Engineering�in�1996 . �We�have�done�quite�

a�few�things�on�the�side. �Let�me�introduce�what�we�

have�done�with�Solvay. �Solvay� is�a�very� important�

global�company� that�started�with�chemical-related�

businesses, �but� is�now�a�more�broad-based�science�

company1 .

　In�2011 , �we�signed�an�MoU�with�Solvay. �We�have�

created� the�Ewha� Solvay�Research� Innovation�

Center�and�finished� its�building� in�2014 . �This� is� the�

first� time� that� a�multinational� company� has�

established� their� research�and�development� (R&D)�

center�at�a�university� in�South�Korea. �We�are�very�

honored� that�Solvay� supported�Madam�Curie� to�

conduct�her� research�and� she� received�her�Nobel�

Prize� in� two�areas. �We�are�very�honored� to�have�

Solvay�come�to�our�campus.

　We�have�built� together�a�very� strong� strategic�

partnership�for�collaboration�in�research�and�we�are�

also�supporting�student�education. �We�will�continue�

to�expand�our�areas�of� joint�research� to� include�AI�

(Artificial� Intelligence)�and�work� together� to�help�

young�women�pursue�a�career�in�more�STEM�fields.

　This�year, �after� I�became�President, � I�established�

the�R&D�Coordination�and�Planning�Council�which�

I�am�chairing. �With�this, �we�foster�the�Ewha�Frontier�

10-10�Project�with�10�areas�in�which�we�want�to�see�

research�excellence� that�already�has�shown�global�

excellence. �We�are�going� to� further�support� them�

financially�as�well�as�with�other�research�resources, �

and�we�have�10�fields� that�we�will�select� for� future�

innovation.

　We�are�doing�a� lot� in� terms�of�harnessing� the�

1 Solvay� is�a�Belgian�multinational�chemical�company�established� in�1863 , �with� its�headquarters� located� in�Neder-Over-
Heembeek, �Brussels, �Belgium. �The�Group� ranks�among� the�world’s� top� three�companies� for� the�vast�majority�of� its�
activities. �They�seek� to�create�sustainable�shared�value� for�all� through� their�One�Planet�program, �an� initiative�crafted�
around�three�pillars:�protecting�the�climate, �preserving�resources�and�fostering�better�life.
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research�capabilities�of�our� faculty�members�and�

graduate� students. � In�addition� to� the�College�of�

Engineering� that�we�established� in�1996 , �which�was�

the�first�one�of�a�women’s�university�and�which�has�

grown�since� then, �we�now� [cover]�more�fields. � It� is�

going� to�be�a�very� interesting�and�comprehensive�

program�with�the�new�creation�of�the�College�of�AI.

　The�second�question�was�about� the�educational�

paradigm�shift. �Before�COVID-19 , �we�were�not� too�

ready� to�embrace�online�education. �But�overnight�

we�had� to�provide�classes�online. �We�have� taken�

this � as � a � s ign � to � real ly � review � our � current�

educational�methods�and�try�to�find�what�would�be�

the�most�effective�way�of�enhancing�our�students’�

learning. �We�want� to�put�students�at� the�center�of�

our� initiatives, � so� the� learning�has�been� the�most�

important�objective�rather�than�professors�educating�

the�way� they� think�are� important. �We�have�done�

our�best� to� listen�more�carefully� to� students�and�

their�needs.

　In�this�regard, �we�will�start�the�BEST�educational�

model�unique�to�Ewha. �The�B�stands�for�best�quality�

educational�content. �E� stands� for�environmental�

flexibility;� this� is�going� to�give�students�flexibility� in�

terms�of� space�and� time� to� listen� to� their�course�

material. �S� stands� for� self-directed� learning. �We�

found� that�during� the�COVID�era, �students� really�

appreciated�having�online�classes, �especially�from�a�

knowledge�delivery�point�of�view. �Students� find�

online�platforms� to�be� the�most�effective. �Because�

they�can� learn� independently�by�watching�recorded�

classes. �Lastly, �T� stands� for� technology-enhanced�

education.

　So, � the�BEST� educational�model� that�we�are�

developing�with� our� professors� is� to� find� the�

optimum� teaching�methods� in� all� the�different�

disciplines. �We� recognize� that�different�disciplines�

have�different�needs� in�terms�of�the�combination�of�

online, �offline, �and�other�delivery�modalities. �We�are�

working� primarily� on� hybrid�methods , � flipped�

learning, �and�we�will�endeavor�to�enhance�these� in�

the�BEST�educational�model. �About� 20%�of�our�

faculty�members� have� already� signed� up� to�

experiment�with�the�new�teaching�method, �and�they�

will�be�receiving�support�from�the�university, �so�they�

can�develop�high-quality�hybrid�education�classes.

　The�third�question�was�about�the�Fourth�Industrial�

Revolution� in�STEM�education. �As� I�have�noted� in�

my�presentation�and�what�President�Sasaki�has�also�

done� in�her�presentation, �we�showed� that�women�

and�girls�are�not�well�represented�in�the�STEM�fields. �

It� is�a� really� important�challenge� that�we�have� to�

overcome. �In�the�Fourth�Industrial�Revolution�where�

AI, �data� science, �and�all� these� things�become� so�

critical�across�all�fields�of�life, �if�women�and�girls�are�

left�behind�in�terms�of�AI�literacy, �they�are�going�to�

be� left�behind� in�all�spheres�of� life. �That� is�why� I�

feel�a�particular�mission� to�make�sure� that� there� is�

no�AI� literacy�gap�between�women�and�girls. �We�

will�be�reaching�out�beyond� the�university� to�make�

sure� that�girls�are�better�equipped� to� learn�AI� from�

an�early�age.

　I�recently�visited�the�RAND�Corporation�which� is�

the�first� think-tank�established� in� the�United�States. �

It� is� located� in�Los�Angeles, �more� specifically� in�

Santa�Monica. �We�had�a�very� fruitful�discussion�

including�how�more�gender-sensitive�education�can�

be�provided� in�STEM�fields, � in�particular�AI. � I�will�

be�working�and�conducting� research� to�make�sure�

that�we� have� better�ways� to� access� equality�

fulfillment, �to�enable�women�and�girls�to�have�better�

access� to�AI, �so� that� they�will�not�be�discriminated�

against� in�education� from�early�on. � I� think� this�will�

require�a� lot�of�effort�not� just�at� the�college� level, �

but�before� in�primary�and� secondary�education�

institutions.

　There�are�many� reasons�why�Ewha� should�be�

focusing�on�AI. �First, �I�want�to�make�sure�that�there�

is�no�AI� literacy�gap�between�girls�and�women. �

Second, �as�I�noted�about�the�gender� insensitivity� in�

the�current�AI�core�technology, �I�want�to�make�sure�

that�we�conduct� research�and�have�educational�

tools� for�AI� to� create� a�more� future-oriented�

equitable�society�for�all. �As�I�mentioned, �Ewha�has�a�

broad�range�of�academic�disciplines�which�will�allow�

us�to�include�law, �arts, �literature, �and�medicine. �This�

interdisciplinary�research�as�well�as�researchers�from�

different�backgrounds�will�come�together�to�provide�

a�more�comprehensive�understanding�and�policy�

recommendations.

　The� fourth�question�was�about� the�students�who�

did�not�have� the�opportunity� to� take�STEM-related�

courses. �We�are�changing�our�curriculum� in� line�

with� the�Fourth� Industrial�Revolution� and� the�

changes�we�are�experiencing� today. �We�will�be�

creating� this�new�AI�major� in� the�College�of�AI�

which�will� allow� students� from�many�different�

disciplines� to� take� it�as�a�double�major�or�a�minor. �

More�courses�will�be�offered�in�this�area, �so�students�

will�not�be�left�behind. �The�special-purpose�graduate�

school� that�we�are�establishing� in� 2022�will�also�

provide�opportunities� for� those� recent�graduates�

who�need�to�retool�themselves, �or�learn�for�the�first�

time, �about�AI�and�data� science. �They�can�come�

back�and�take�classes�online�for�further�education.

　Finally, � there�was�a�question�about�challenges�

faced�by�Asian�women. �Compounded�with�cultural�

norms, � it�has�been�even�more�difficult� for�women�

and�girls�from�Asia�to�study�STEM�fields�and�AI�and�

data� science . � I� think� having� both� formal� and�

informal�networks�within�Asia�is�critical. �That�is�why�

I�welcome�this�opportunity�that�President�Sasaki�has�

prepared� for�us, � so�we� can� further�develop�our�

network�and�deepen�our�ties.

　By�using� these�networks, �we�can�bring�students�

from�Ochanomizu�and�Ewha� together� to�discuss�

these� ideas�and�provide�moral�support�when� they�

are� struggling� in� their� lives�as� they�pursue� such�

studies. � I�have�been�working�with�NGOs� such�as�

Asia�Foundation� and�have�provided�numerous�

frameworks� for� intra-Asian�collaboration, �which� I�

think�is�critical.

　Then, �let’s�consider�online�questions�about�men’s�

education. �We�are�a�women’s�university�and, �as� I�

have� shown� in�my�video, �Korea’s�Global�Gender�

Gap�ranking�shows�we�are�ranked�102nd�in�the�world�

out�of�156�countries� that�were�examined. � It�shows�

that�gender� inequality� is� still�prevalent� in�South�

Korea. �At�Ewha, �it�may�sound�ironic, �but�we�are�the�

most�gender-equal�university� in� the�world. �We�are�

very�proud�to�say�that.

　Our�professors�and�other�members�are�about�50/50�

gender-wise. �There�are�50%�male�professors. �There�

are�50%�women�professors. �This�is�not�done�by�any�

law�at�the�university, �but�by�our�dedicated�efforts�to�

find�good�women�and�men�professors, �we�can�have�

this�balance. � It�offers�more� learning�opportunities�

and�training�for�students�who�see�women�leaders�as�

well�as�men�leaders�and�see�how�we�cooperate.

　Another� important� thing� to�consider� is� that, � in�a�

society�where�women� are� treated�with� some�

inequality, � they�are�prescribed�certain�gender�roles. �

Women� students� in�other�co-ed� institutions� find�

themselves�playing�a�feminine�role�as�an�adult. �Our�

students�at�Ewha�have�to�do�everything�from�A�to�Z. �

There�are�no�categories�of�work� that�are�only� for�

men�or�only�for�male�students. �Our�students�have�a�

comprehensive�education�and�training�at�Ewha.

　So, �when�they�become�leaders, �they�are�not�afraid�

of�anything. �They�know� that� they�can�do�anything�

with�what� they�have� learned�and�experienced�at�

Ewha. �We� feel�still� that� there� is�an� important� role�

for�Ewha� to�play, �and� if� I� look�around� the�world, � I�

see�that�universities�such�as�Ochanomizu�and�Ewha�

have� an� important�mission� to�promote� gender�

equality�and�make�sure�that�women�have�a�place�in�
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the�most�advanced�degrees� in�higher�education. �So, �

I�still�feel�very�committed.

　But� in� terms�of� solving�problems�of� inequality, �

especially�gender� inequality, �we�have� to�work�with�

men. �We�have� to�educate�men�and� train�men�and�

have�all�of�us�understand�that, �by�working�together, �

we�are�not�trying�to�take�away�any�privilege�of�men. �

We�are�trying�to�share�and�have�a�world�where�both�

men�and�women�are�happy. �So, �we�hope�we�can�

work� and� collaborate�with�male� students� and�

scholars�on�this�topic. �However, �at�Ewha, �due�to�the�

pressing�needs�for�women’s�education�and�training, �

I� feel�very�committed� to�maintaining� this�an�all-

women’s�education� institution�but� fully�open�and�

aware� that�we� have� to� collaborate� and�work�

together�with�men�and�make� sure� that�men�and�

young� boys� are� educated� in� this� spirit� of� co-

existence�where�everyone�has�a�place�and�a�chance�

to�be�happy, �not�just�one�gender. �Thank�you.

Moderator

　Thank�you�very�much, �President�Kim, � for�your�

answers� to� our� questions . �Next , �we�welcome�

questions�from�Ochanomizu�university�students�that�

are�present�in�the�hall.

　

Ochanomizu Student #1

　I�have�seen� research� results�showing� that�many�

people�who�have� received� leadership�education� in�

school�do�not�want�to�be�leaders�when�they�actually�

enter�the�workplace�I�feel�intimidated�by�the�thought�

of�becoming�a�leader, �and�I�think�that�many�people�

have � the � f ee l i ng � of � be ing � con founded � or�

overwhelmed�when� they� think�about� the�“leader”�

and�being�a� leader. �Recently, � I�have�often�heard�

that�there�are�various�ways�of�leadership, �but�I�think�

that� there� is�an� idea� that�a� leader�should� lead� the�

group, �or� rather, � the� fixed� idea� that�a� leader�must�

lead� the�group. �What�do�you� think� is�necessary� to�

lower�or� eliminate� the�psychological� resistance�

towards� leadership�and� the�hurdles� to�becoming�a�

leader?�Also, � I�would� like� to�ask� if�you�have�any�

thoughts� on� a� new� expression� to� replace� the�

stereotypical�term�“leader.”

Ochanomizu Student #2　

　I� am� a� first-year� student� in� the� Psychology�

Department�of� the�Faculty�of�Life�Sciences. �Thank�

you�very�much� for�your�valuable� talk� today. �Even�

among�students�who�are� in�such�a�rich�and�blessed�

environment, �some�are�not� interested� in� leadership�

in� the�first�place, �and� I�am�one�of� them, �but� I� feel�

that�some�students�think�that�they�are�not�suited�for�

leadership. �How�do�you�approach� such� students?�

Also, �do�you�have�any�plans?�I�would�appreciate� it�

if�you�could�answer.

Moderator

　Thank�you�very�much. �Now, �President�Sasaki, �

could�you�please�answer� the�question� from� the�

students�of�Ochanomizu�University�and� the�online�

question�from�earlier�about�education�for�men?�

President Yasuko Sasaki

　As�President�Kim�mentioned� in�her�first�speech, � I�

found� it� reassuring� that�our� two�universities�have�

similarities�or� rather�corresponding�philosophies. �

This�demonstrates�our�closeness�with�each�other. �

Like�President�Kim, � I�also�hope� that�we�can�do�

something� in� collaboration�with�Ewha�Womans�

University, �which�has�a�lot�in�common. �

　I�would�now�like�to�return�to�your�question�about�

leadership. �The�question� is�difficult, �and� I� feel� that�

the� two�questions� from�our�audience�are�similar� to�

some�extent. � I� think�you�are�concerned�about�how�

we�can�approach� those�people�who�are�not, �or�do�

not �want � to � be � leaders , � and � those �who � are�

indifferent� about� leadership . �To� answer� your�

question, �I�would�like�to�mention�that�I�am�currently�

serving� as� the� university’s� President , � and� as�

Professor�Kobayashi�mentioned�at� the�beginning, � I�

also�graduated� from� this�university. �However, � the�

idea�of�being�a� leader, �or�what� it�means� to�be�a�

leader, � is�something� I�was�not�quite� familiar�with�

until�recently, �around�the�same�time�as�all�of�you.

　I� started� thinking�about�a� leader�or� leadership�

when� I�was�appointed� the�Director�of� the� Institute�

for�Global�Leadership. � I� learned�so�much� from� that�

experience�because�I�am�not�a�leadership�researcher. �

Thus, �the�reason�why�I�pursued�leadership�studies�is�

simple. �At�first, �my� image�of�a� leader�was�someone�

far�removed�from�myself. �Gradually, �I� learned�more�

about� it�by� studying�various� leadership� theories, �

studies� in� the� literature, �and�articles�on�Authentic 

Leadership� (George�2004)�and�The Leader in Me�

(Covey�2014)�each�of�which� is�a� little�different� from�

the�other.

　For�a� researcher� in� this�field, �one�might�say� that�

leadership� is�not�so�easy�concept. �However, � this� is�

not� to� say� that�external� factors�always�determine�

leadership;�rather, �one�must�search�within�oneself�to�

find�one’s�strengths�and�path. �Then, � leading�others�

becomes�secondary, �and� the�phrase�“finding�your�

own�way , ”�which�was� used� at� the� end� of� the�

university� introduction� video , � becomes�more�

important. �Since� I�considered� the� importance�of�

finding�a�path�within�myself� that� I�can� follow�with�

confidence, � I�have�observed�a� slightly�broader�

significance� in�being�a� leader. � I� thought� that� if� I�

were� to�attempt� to� replace�“leadership”�with�some�

other�word, �the�closest�term�would�be�“competency,”�

but� some�nuances� still�need� to�be� considered . �

Therefore, � I�now�prefer� the� terms�“leader”�and�

“leadership.”�

　Regarding� those�who� are� not� interested� in�

leadership, � I� think� there�are� frequent�oppotunities�

that� the�students�seize�such�as� role�model� lectures�

condcuted� in�our�university. �Even� if�you�are�not�

interested� in�being�a� leader�or�do�not� think�of�

yourself�as�a� leader, �meeting�someone�who� is� in�a�

leadership�position�or�someone�who� is�a�wonderful�

senior�leader�at�such�events�may�make�you�aspire�to�

become�one. �This�was� the� last� topic� I� covered. �

Saying� that� I�was�born� to�do� something� for� the�

world�or� for�others�may� sound�exaggerated, �but�

sometimes, �when�you� think�about�doing� so, �you�

realize�that�you�simply�cannot�do�certain�things�just�

by�yourself.

　Next , � for� those�who� are� not� interested� in�

leadership, � this�may�be�difficult, �but� I�believe� that�

the� Institute�often�holds�events�such�as� lectures�by�

role�models. �By�meeting�a�leader, �or�someone�who�is�

in� a� leadership� position , � those�who� are� not�

interested�in�leadership�may�start�to�think, �“I�would�

l ike� to� be� l ike� that . ”�This� is� the� last� thing� I�

mentioned, �but� I� think� that� saying� that�we�were�

born� to�do� something� for� the�world�or� for�other�

people�may� sound�exaggerated, �and� sometimes, �

inevitably, �we�cannot�do�certain� things�all� just�by�

ourselves.

　Earlier, �I�had�talked�about�collective�genius. �I�am�

in�this�position�now, �but�I�never�thought�that�I�could�

do� something� just�by�myself . � Since� joining� the�

university, �I�have�worked�on�many�projects�with�the�

help�of� colleagues�and� the�administrative� staff. �

Currently, �all�the�executive�committee�members�and�

everyone�else�are�working�with�me. �

　With�those�various�committments, �we�are�able�to�

offer�variety�of�courses�such�as�AI�and� liberal�arts�

for�the�students. �These�courses�should�enable�you�to�

think�about�what�you�are�good�at�and�what�you�

would� like� to�do. �Then, � if�you� feel� that�you�cannot�

do� it�alone, �you�will�do� it�with�someone�else. �You�

are� likely� to�become�a� leader� � if�you�are�more�

knowledgeable�about� the� field. �Even� if�you�do�not�

think�“I�am�going� to�be�a� leader,”�situations�where�

you�must��collaborate�with�others�will�always�arise. �

This� leads�me� to�wonder�whether� it� is�more� than�

just�about� learning� the�so-called� leadership� theory, �

learning�how� to�be�a� leader, �or�a� leader’s�duties. � I�

believe� that� it� is� indeed�more� than� that, �but� the�

answer�may�not�be�well-made. �

　In� the�end, � there�was�a�question�about� the�need�

to�educate�men�as�well. �I�graduated�from�university�

decades � ago , � and � at � the � t ime , � things �were�

completely�different� from�how� they�are�now. �Many�

men�who�graduated� from�college�around� the�same�

time�as�I�did�say�that�they�couldn’t�be�ware�of�that�

theywere� �privileged�or� given� exclusive� rights . �

However, �a�growing�number�of�men�have�come� to�

realize� the� importance�of�working�with�other�men�

and�women, � including�people�of�various�ethnicities�

and�cultures. � In�other�words, � they�have� learned�

about�diversity�after�being�posted�overseas.

　Ochanomizu�University� is�a�women's�university. �

Our�goal�is�basically�to�educate�women, �and�I�think�

this� is�very� importnat. �As� in�Professor�Kanter 's�

theory�that�I�already�mentioned, �I�think�that�having�

a�percentage�of�women�engaged� in�social�work� is�

crucial, �perhaps�30�percent�or�preferably�50�percent. �

I�believe�that�we�can�achieve�equality�in�all�spheres�

when�we� include�women� in�society. �However, �I�am�

aware�that�it�will�require�some�time. �It�cannot�occur�

overnight, �so�it�will�occur�gradually�as�a�continuous�

1 “My�Personal�History�No. �1”�(2021 , �December�1). �Nihon�Keizai�Shimbun, �p. �48 .
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process. �More�men�are�aware�of�gender�equality�

than�they�were�when�I�graduated�from�the�university, �

and� I�am�certain� that�you�have�encountered�such�

male�friends�and�students�yourself. �I�do�not�believe�

that�no�change�has�occurred.

This�morning’s�Nikkei�Newspaper�published�an�

article�about�Ms. �Ryoko�Akamatsu[Rie1]1 . �Do�you�

know�Ms. �Ryoko�Akamatsu?�She�is�a�former�director-

genera l � of � the �Minis t ry � of � Labor � and �was�

instrumental� in� getting� the�Equal�Employment�

Opportunity�Law�passed� in�1985 . �According� to�Ms. �

Akamatsu, �"There� is�a�phrase�that�often�encourages�

me:� Join� the� long� line� to�achieve�gender�equality.”�

To�join�the�long�line�is�to�join�the�line�of�many�who�

have�walked� in� the�past� for�gender�equality, �and� I�

believe� I�am� following� in� their� footsteps�as�well. �

Therefore , � I�hope� that� you�will� follow� in� their�

footsteps, �and�let�us�work�together�to�solve�not�only�

gender�equality�but�also�various�social� issues�and�

inequalities. �Currently, � there� is� the� issue�of�climate�

change, �which� is�a�global�crisis. �This� is�a�crisis� for�

the�Earth, �which� is� said� to�have�been�created�4 .6�

billion�years�ago, �and� I�hope� that�all�of�you�and� I�

will�work� together� to�protect� it�and�ensure� that�

better�times�will�come�in�the�future.

　 I � am � now � in � the � posit ion � of � President � of�

Ochanomizu�University, �and�I�am�fortunate�that�the�

Executive�Committee�members, �administrative�staff, �

and�professors�understand�my� intention�and�are�

willing� to�work�with�me� to�make�Ochanomizu�

University�a�university� that�works� toward�gender�

equality�and�other�social�issues. �What�I�wrote�in�the�

previous�sentence�is�also�a�note�to�myself. �I�consider�

myself�lucky�to�have�such�strong�support�from�those�

around�me, �even�if�my�ability�is�limited. �I�would�like�

to�give�something�back�to�you�and�to�society. �I�am�

slightly�deviating�from�the�question, �but�I�would�like�

to�conclude�my�answer�here. �

金 恩美
梨花女子大学校総長

Eun Mee KIM
President, Ewha Womans University

　このようなすばらしい機会を設けてくださり誠にあり

がとうございました。。今回のプロセスを通じてたくさ

んのことを学ぶことができました。また本日行われたす

べてのディスカッションにおいて多くの考えを述べるこ

とができました。特に次の3つの点を挙げておきたいと

思います。1つ目は、私たちの2つの研究大学は、世界レ

ベルのエビデンスに基づく研究を今後も続け、それが世

界を変えることになるという私の願いです。そこにはも

ちろん、AIや他の分野を通じてジェンダー不平等の問

題に取り組むことも含まれます。佐々木学長はスライド

の中で、お茶の水女子大学が現在取り組んでいる多様か

つ最前線の分野を色々とご紹介くださいました。今後、

協力的な研究プロジェクトをさらに増やし、世界が直面

しているより困難な問題や社会的問題を解決できること

を願っています。

　2つ目に挙げたいのは、男性と女性がともに協力し、

未来の世代のためにより良い未来を創る必要があるとい

う点です。私は、次の世代に私の世代の不平等を引き継

がせたくはありません。未来がすべての人にとってより

良く明るいものとなることを願っています。

　最後に、前半の、とりわけアジアにおけるネットワー

ク構築に関してのディスカッションで述べたことを改め

て申し上げます。アジアでは、不平等を取り巻く問題の

いくつかが、国境を越えて非常に似通っています。私

は、韓国のグローバルジェンダーギャップが102位だっ

たことだけでなく、日本がそれを下回るランクだったこ

とにも驚きました。これらは、私たちが共に取り組まね

ばならない問題がまだ存在することを意味します。アジ

ア内で強固なネットワークを構築することは、こうした

課題を克服するのに大きく役立つことでしょう。そうし

たネットワークに、若い女性、つまり未来世代のリー

ダーも参加し、私たちと一緒に世界を変える一助となれ

ることを願っています。本日はありがとうございまし

た。

総長・学長による総括
Final Words by the Presidents 

about�a�better�future�for�future�generations. �I�do�not�

want� the�next�generation� to� inherit� the� inequalities�

of�my�own. � I�hope� the� future�will�be�a�better�and�

brighter�one�for�all.

　Finally, �I�echo�the�earlier�discussions�on�building�a�

network, �particularly� in�Asia�where� some�of� the�

issues�surrounding�inequality�are�very�similar�across�

national�borders. � I�was�shocked�not�only� to� learn�

that�South�Korea’s�Global�Gender�Gap�ranking�is�at�

102�but� that� Japan�had�an�even�worse� record. � It�

shows�there�is�much�work�for�us�to�do�together�yet. �

I�believe�that�building�a�strong�network�within�Asia�

will�be�very�helpful� in�overcoming�these�challenges. �

I�hope� that� such�a�network�will� include�young�

women—future�generation�leaders—so�that�they�will�

be�able�to�help�change�the�world�alongside�all�of�us. �

Thank�you�very�much�for�this�opportunity.

　Thank�you�very�much�for�this�great�opportunity.�I�

have�learned�a�lot�through�this�process�and�have�given�

much�thought�to�all�the�discussions�that�we�have�had�

today.�I�would�like�to�highlight�three�important�things.�

The�first�is�my�hope�that�our�two�research�universities�

will�continue� to�conduct�world-class�evidence-based�

research�that�will�change�the�world.�That� includes,�of�

course,�working�on�gender�inequality�issues�through�AI�

and�other�fields.�I�think�President�Sasaki�has�shown�in�

her�slides�that�there�are�a�diverse�number�of�frontier�

areas�that�Ochanomizu�University�is�currently�working�

in.� I�hope� that� in� the� future�we�will�have�more�

collaborative� research�projects� that�will�help�solve�

some�of�the�more�difficult� issues�and�social�problems�

the�world�is�facing.

　Second, � I�would� like� to�highlight� that�both�men�

and�women�need� to�work� together� to�help�bring�
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佐々木 泰子
お茶の水女子大学長

　それでは私の最後のお話をさせていただきたいと思い

ます。本日の講演でもお話ししましたが、世界は今、気

候変動、パンデミックなど地球規模の課題に直面してい

ます。それらの課題の解決のためにたくさんの若い方た

ちが動き出していることも紹介しました。米国の若者が

主導する環境団体、サンライズ・ムーブメントの取組み

が11月25日の日本経済新聞で紹介されていました1。「私

たちの世代には時間がない。今、森は燃えていて、街で

は洪水が起きている。私たちの将来がかかっている」と

ありました。若い人たちには無限の時間があるように思

いがちですが、その若者が、「私たちの世代には時間が

ない」と感じて気候変動という課題に取り組んでいま

す。

　そして、それは国や地域を超えて解決されねばならな

いことを、私たちはグローバル化をとおしてはっきりと

理解しています。そのような時期に、このような韓国の

梨花女子大学校と本学の国を超えた共同カンファレンス

の開催は、誠に時宜を得たものと言えるでしょう。金総

長はじめ、開催にご尽力くださった皆さまに、あらため

て感謝申し上げたいと思います。

　梨花女子大学校と本学は、2000年に大学間交流協定を

結び、その後も活発な学生交流、研究者交流を続けてま

いりました。10年以上続いている日韓3女子大学交流合

同シンポジウム、梨花女子大学校、ルース国際セミナー

への本学大学院生の派遣などとともに、近年は本学のグ

ローバルリーダーシップ研究所と趙成南梨花女子大学校

名誉教授・本学特別招聘教授を中心に、アジアにおける

リーダーシップに係る共同研究を行ってきました。趙先

生の梨花女子大チームと私たちお茶大チームは、単に共

同研究の仲間というだけでなく、今では国を超えた友人

という間柄です。共同研究の成果は今年度の末にシンポ

ジウムで発表する予定です。どうぞ楽しみにしていてく

ださい。

　もう一つ、私の個人的な梨花女子大学校とのつながり

についてお話しさせていただきたいと思います。私は長

く本学の留学生教育に携わってまいりました。2000年に

梨花女子大学校との協定が締結された翌年、私は交換留

学生の来日を心待ちにしていました。そうしましたら初

めて4人の交換留学生を迎えることができました。その

うちの2人とは、彼女たちがお茶大で勉強しているとき

はもちろん、留学を終えた帰国後の現在まで交流が続い

ています。実ははるばる韓国まで出掛けて結婚式にも出

席いたしました。お茶大にいるときは20代の若者だった

2人が、今はすてきな大人の女性になり、それぞれお子

さんもいらして、お仕事も頑張っていらっしゃいます。

　このように、大学としても、私個人としても、梨花女

子大学校とは深いつながりを感じております。きょうの

カンファレンスをきっかけにして、両大学が新たな交流

のステージに進むことを心から願っています。若い皆さ

んが共に地球の素晴らしい未来図を描いてくださるのを

楽しみにしています。本日はどうもありがとうございま

した。

1 「第4の革命（カーボンゼロ）サンライズ・ムーブメントのミンヤン・ウェイさん」,�『日本経済新聞』．2021-11-25，朝刊，p.5．

Yasuko SASAKI
President, Ochanomizu University

　I�would� like� to� thank�President�Kim, �and� I�hope�

that�we�will�have�more�collaborations� together� in�

the� future. �Please� let�me� to�make�my�final�remarks. �

As� I�mentioned�earlier, � the�world� is�now� facing�

global�challenges� such�as�climate�crisis�and� the�

pandemic. �The�Sunrise�Movement, �an�environmental�

organization� led�by�young�people� in� the�United�

States, �was� introduced� in� the�Nikkei�Shimbun�on�

November�25 . �The�newspaper�article�header� says�

“There�is�no�time�left�for�our�generation.”

　The�article�also�says� that�“Right�now, � the� forests�

are�burning�and�the�cities�are�flooding. �Our�future�is�

at�stake.”

　A�common�misconception� is� that�young�people�

have�an�unlimited�amount�of� time, �but� the� truth� is, �

young�people� feel� that� their�generation�does�not�

have�the�luxury�of�time�considering�the�environmental�

issues�that�we�must�tackle. �Clearly, �we�have�learned�

from� globalization� that� such� issues� transcend�

national�boundaries�and� regions. � It� is� indeed� time�

for�a� joint� conference�between�Ewha�Womans�

University�and�our�university�across�borders. �

　I�would�once�again�like�to�express�my�gratitude�to�

President�Kim�and�everyone�else�who�worked� so�

hard� to� conduct� this� conference. � In� 2000 , �Ewha�

Womans�University�and�Ochanomizu�University�

concluded�an� inter-university�exchange�agreement, �

and� students�and� researchers�have�been�actively�

engaging�since� then. �In�addition� to� the� Japan-South�

Korea �Women’s �Univers i ty � Exchange � Jo int�

Symposium, �which�has�been�held� for�over�10�years, �

the�dispatch�of�graduate�students�to�Ewha�Womans�

University�and� the�Ruth� International�Seminar� in�

recent� years , �we� have� been� conducting� joint�

research�on�“Asian�Women�Leadership�Model�and�

Index�Development.”�Professor�Cho�Sung-Nam, �who�

is�Emeritus�Professor�at�Ewha�Womans�University�

and�Specially�Appointed�Professor�at� the� Institute�

for�Global�Leadership, �Ochanomizu�University� is�a�

core�member�of� this� joint� research, �and�Professor�

Cho’s� team�at�Ewha�Womans�University�and�ours�

at�Ochanomizu�University� are�no� longer�mere�

colleagues�engaged�in�joint�research. �We�are�friends�

who�transcend�national�boundaries. �We�will�present�

our�joint�research�results�at�the�end�of�the�fiscal�year�

at�a�symposium. �I�hope�you�look�forward�to�it.

　I�would� also� like� to� talk� about�my�personal�

connection�with�Ewha�Womans�University. � I�have�

been� involved� in� international�students’�education�

at�our�university� for�a� long� time. �After�signing� the�

agreement�with�Ewha�Womans�University�in�2000 , �I�

eagerly�anticipated� exchange� students’�arrival. �

Then, �for�the�first�time, �we�welcomed�four�exchange�

students—young�women� in� their�20s. �They�not�only�

interact�at�Ochanomizu�University�but�have�also�

kept� in� touch�with�me�after� returning�home� from�

studying�abroad. �I�went�all�the�way�to�South�Korea�

to�attend�one� student’s�wedding. �They�have�all�

grown� into�wonderful�adults. �Today� they�work�as�

professional�and�have�children. �This�makes�me� feel�

the�existence�of�a�deep�connection�between�our�

universities. �I�sincerely�hope�that�today’s�conference�

will�serve�as�an�opportunity� for�both�universities� to�

move�on� to�a�new� stage�of� the�exchange. � I� look�

forward � to � seeing � young � people’s � creat ive�

contributions�to�creating�a�new�future�path�on�earth. �

Thank�you�very�much�for�joining�us�today.
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　梨花女子大学校名誉教授、お茶の水女子大学特別招聘

教授として、本日の学長カンファレンス�お茶の水女子

大学×梨花女子大学校「明日へ―グローバル女性リー

ダー育成のためのビジョン―」の閉会を宣言することを

光栄に思います。

　本日のカンファレンスでは総長と学長から、未来の女

性リーダーを育成するためのビジョンや、私たちが直面

している様々な課題への戦略について共有していただき

ました。そして、カンファレンスは大きな成功を収めま

した。私たち全員がこの一員となれたことを大変嬉しく

思います。きっと多くの学びがあったと思います。

　梨花女子大学校とお茶の水女子大学は、一世紀以上に

わたり、伝統に根ざした共通の諸目標である総体を土台

に、現代社会に貢献する女性コミュニティとして主導的

な役割を果たしてきました。私たちは、グローバル化、

専門的技術、科学的な教育の追求に努め、女子教育の独

自性を継続的に支えてきました。

　今日、私たちは新しい、そして未知の課題に直面して

います。気候変動、パンデミック、デジタル変革、第4

次産業革命の加速など、文明社会の歴史的変遷が目前に

あります。

　私たちは、このような大きな課題のただ中で新しい

チャンスを生み出すために共に努力していきたいと思い

ます。そのような様々な課題を克服し、女性や世界のた

めに新しい道を切り開いてきた長い歴史を歩んできた私

たちは、この未曾有の、そしてユビキタスなグローバル

変革の時代にあっても果敢に前進していきます。

　私たちは、未来の新しい文明社会に貢献するために女

性コミュニティの役割を担いたいと思っています。梨花

女子大学校とお茶の水女子大学の両大学は、その誇りあ

る伝統を引き継ぎ、そして、国家および世界レベルの双

方で新世代の女性リーダーを輩出する次なる領域への努

力を行います。

　これは、両大学の多くの実りある協力関係の始まりに

過ぎません。未来の女性リーダーを育成するための我々

の責任に限りはありません。梨花女子大学校とお茶の水

女子大学が協力して、女性のリーダーシップを促進し、

未来の女性リーダーの育成とネットワークづくりを円滑

にし、韓国と日本、そしてアジアを越えた文化の間隙を

埋めることができるのは、私たちにとって光栄なことで

す。

　最後に、このカンファレンスを開催するにあたり、多

くの方々のご支援とご助言に心から感謝いたします。ま

ず、金恩美総長と佐々木泰子学長、お二人の素晴らしい

献身とビジョンに深く感謝を申し上げます。本日の内容

が、両大学の学生だけでなく、多くの若い女性リーダー

にとって有益であったことは誰しもが認めるところです。

　キャシー松井氏の若い女性たちにインスピレーション

を与えるスピーチによって、このカンファレンスはさら

に充実したものになりました。彼女の全面的なサポート

に感謝します。

　また、この開催にあたり、当初から全精力を傾けてこ

られた企画・運営委員会の皆様方にも感謝いたします。

皆様の不断の努力なしには、現在の COVID-19の状況

下において、女性のリーダーシップを議論し、その発展

を促進するために一堂に会することはできなかったで

しょう。

　また、本日参加されたすべての方に、心からお礼を申

し上げます。

　最後になりましたが、本日参加するために多くの時間

を割いてくれた学生の皆さんに、敬愛と感謝を捧げたい

と思います。皆さんはこのカンファレンスに積極的に参

加することで充実した経験を得たことと思います。この

プログラムを通して大きく成長された皆さんに心から感

謝します。

　このカンファレンスはもう終わりですが、本当にここ

で終わりではないのです。今日は、女性の高等教育の発

展のために力を合わせるための一歩に過ぎないのです。

世界の未来のリーダーとして、若い皆さんはいつか世界

に出て行き、新世代をリードしていくことでしょう。

　カンファレンスの成功を祝し、皆さんの明るい未来を

祈ります。

閉会挨拶
趙 成南
お茶の水女子大学 グローバルリーダーシップ研究所  
特別招聘教授、
梨花女子大学校名誉教授

Closing Remarks
limit�to�our�commitment�to�fostering�women�leaders�in�

the�future.�It�is�our�honor�to�work�in�collaboration�with�

Ewha�and�Ochanomizu�universities� in�promoting�

women� leadership,� facilitating� the�mentoring�and�

networking�of�women� leaders� in� the� future,�and�

bridging� the�cultural�gap�between�South�Korea�and�

Japan�as�well�as�beyond�Asia.

　Before�we�close, �I�would�like�to�express�my�special�

gratitude� for�all� the� support�and�advice�we�have�

leaned�on� to�make� this�conference�possible. �First, �

my�deepest� thanks�go� to�both�President�Kim�Eun�

Mee�and�President�Yasuko�Sasaki� for� their�great�

commitment�and�vision. �We�can�all�agree� that� the�

contents�of� today’s�conference�have�benefited�not�

only�the�students�at�our�respective�universities�but�a�

great�many�young�women�leaders�as�well. �

　With�the�help�of�Ms.�Kathy�Matsui,�our�conference�

has�been�enriched� through�her� inspiring�speech� to�

young�women.�We�thank�her�for�her�full�support.

　My� special� thanks�must�also�go� to� the�program�

and� operations� committee�members�who�have�

devoted�all� their�energy� to� the� formation�of� this�

conference� from� its�very�beginning. �Without� their�

determined�efforts, �we�would�not�have�been�able�to�

gather�under� the� current�COVID-19� situation� to�

discuss�women�leadership�and�promote�their�growth.

　I�would�also� like� to�express�my�sincere� thanks� to�

all�the�participants�who�joined�today’s�conference.

　Last�but�not� least,�of�course,�my�special� love�and�

thanks�go� to�every�one�of�our�student�participants�

who�have�allocated�a�great�amount�of� time� to� take�

part�in�today’s�conference.�I�know�you�have�enjoyed�

every�moment�of�your�active�participation�here�today.�

Thank�you�so�much�for�showing�tremendous�growth�

throughout�the�whole�program.

　Our�conference�may�be�at�an�end,�however,� it�

doesn’t�really�stop�here.�Today’s�conference�is�a�step�

forward� to�working� together� for� the�development�of�

higher�education�for�women.�As�future�leaders�of�the�

world,�our�young�women�will�one�day�step�out� into�

the�world�and�lead�a�new�generation.�

　Congratulations� to�you�all� for� the�success�of� the�

conference�and�I�wish�you�all�a�bright�future. �Thank�

you�very�much.

　As�Professor�Emeritus�of�Ewha�Womans�University�

and�Specially�Appointed�Professor�of�Ochanomizu�

University,� it� is�my�honor�to�announce�the�closing�of�

today’s�Ewha-Ochanomizu�Presidents’�Conference.�

　Our�Presidents� have� shared� their� visions� of�

fostering�women�leaders�of�the�future�and�strategies�

for� the�various�challenges� that�we� face. �Today’s�

conference�has�been�an� immense�success�and� I�am�

so�happy�that�we�have�all�been�a�part�of�this�event. �

I�am�sure�we�have�all�learned�much. �

　For �more � than � a � century , � both � Ewha � and�

Ochanomizu�have�taken�leading�roles�as�communities�

of�women�who�contribute�to�modern�century�society�

based�on�a�synthesis�of�shared�goals� that�are�firmly�

rooted� in� tradition .�We�have� strived� to�pursue�

globalization,�professionalism,�and�scientific�education�

to � support � and � secure � the � uniqueness � that�

characterizes�our�education�for�women.

　Today, �we� face�new�and�unfamiliar�challenges. �

What� lies�ahead�of�us�represents�historical�shifts� in�

human�civilization� including�climate�change, �global�

pandemics , � digital � t ransformation , � and � the�

acceleration�of�the�Fourth�Industrial�Revolution. �

　We�hope�to�continue�working�together�to�create�new�

opportunities�in�the�midst�of�great�challenges.�With�our�

long�history�of�overcoming� such�challenges�and�

creating�new�pathways�for�women�and�the�world,�we�

will� boldly�move� forward� even� in� this� era� of�

unprecedented�and�ubiquitous�global�transformation.�

　We�hope�to�take�the�role�as�a�women’s�community�

to�contribute� to� the�new�human�civilization�of� the�

future. �Both�Ewha�and�Ochanomizu�will�continue�

their�proud� legacies�and� take� this�endeavor� to� the�

next�frontier�to�produce�a�new�generation�of�women�

leaders�at�both�national�and�global�levels.

　This� is� just� the�beginning�of�a� long�and� fruitful�

collaboration�between�our�two�universities.�There�is�no�

Sung-Nam CHO
Specially Appointed Professor, 
Institute for Global Leadership,  
Ochanomizu University, 
Professor Emeritus, Ewha Womans University
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