2015.12.19（土）13 時 -16 時（

）

12 時半
開場

お茶の水女子大学 共通講義棟 2 号館 102 室
開会挨拶 室伏 きみ子（お茶の水女子大学長）
基調講演 崔 京姫（韓国 梨花女子大学校 総長）
パネルディスカッション
ファシリテーター
パネリスト

塚田 和美（お茶の水女子大学

グローバルリーダーシップ研究所長）

姜 敏娥（韓国 梨花女子大学校）/ 高橋 俊之（立教大学）/
中林 美恵子（早稲田大学）/ 丸山 智子（愛媛大学）/

宮尾 正樹（お茶の水女子大学）/ 金井 壽宏（神戸大学）

閉会挨拶 猪崎 弥生（お茶の水女子大学
司会

谷口 幸代（お茶の水女子大学

副学長）

グローバルリーダーシップ研究所 准教授）

基調講演

崔 京姫

CHOI Kyunghee

パネリスト

姜 敏娥

韓国 梨花女子大学校
教授、
キャリア開発セン
ター長

How to Foster Global Female Leaders

KANG Minah

中林 美恵子

高橋 俊之

早稲田大学 グローバル

立教大学 経営学部
国際経営学科 特任
准教授

リーダーシッププログラム

アソシエートディレクター、
留学センター 准教授

NAKABAYASHI Mieko

TAKAHASHI Toshiyuki

丸山 智子

宮尾 正樹

愛媛大学 教育・学生
支援機構 教育企画室
特任助教

お茶の水女子大学
グローバルリーダー
シップ研究所 教授
MIYAO Masaki

MARUYAMA Tomoko

日・韓
同時通訳
あり

金井 壽宏

神戸大学大学院
経営学研究科 教授
※ビデオメッセージ

KANAI Toshihiro

無料託児
事前申込制
12/10 まで

12/16 まで事前申込受付中 ▶ ▶ ▶
当日受付も予定しておりますが、事前申込の方を優先させていただきます。
https://crdeg.cf.ocha.ac.jp/ocha2/Leadership/2015kickoﬀ/

【主催】お茶の水女子大学グローバル女性リーダー育成研究機構・グローバルリーダーシップ研究所
【共催】お茶の水女子大学ジェンダー研究所

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

【お問い合わせ先】e-mail:migakazuba@cc.ocha.ac.jp

|

育 て ！ グロ ーバル女 性リ ーダ ー

韓国 梨花女子大学校
総長

リ ーダ ーシップ教 育 の
現 状 と これか ら

関係機関との交流をはかります。

お茶の水女子大学
創立一四〇周年記念国際シンポジウム

課題について、情報交換、今後の目標・課題の発信、

グローバルリ ーダ ーシップ研究所
キックオフシンポジウム

文部科学省特別経費︵国立大学機能強化分︶

本シンポジウムでは、国内外のリーダーシップ教育の現状と

お茶の水女子大学創立 140 周年記念国際シンポジウム ｜ グローバルリーダーシップ研究所 キックオフシンポジウム

リーダーシップ教育の現状とこれから ー 育て！グローバル女性リーダー
開催趣旨
お茶の水女子大学は、
今年度 140 周年を迎えます。本学のミッ

所の開設を記念して、キックオフシンポジウム「リーダーシップ

ションであるグローバル女性リーダー育成機能を更に強化する

教育の現状とこれから −育て ! グローバル女性リーダー」を開

ため、
「グローバル女性リーダー育成研究機構」を新設いたし

催します。このシンポジウムでは、海外から韓国 梨花女子大

ました。機構内に、
「グローバルリーダーシップ研究所」及び

学校の崔 京姫総長、キャリア教育に携わっている姜 敏娥氏を

「ジェンダー研究所」を設置し、各研究所のこれまでの取組

お招きし、国内外のリーダーシップ教育の現状と課題について

を発展させて参ります。
「グローバルリーダーシップ研究所」
は、

情報交換、本学のリーダーシップ教育の到達とグローバルリー

本学のリーダーシップ養成に関する研究及び教育の拠点であ

ダーシップ研究所が今後取り組む目標・課題を発信、併せて

り、男女共同参画推進の実施組織であるリーダーシップ養成

関係機関との交流をはかります。

教育研究センターを改組強化した組織です。このたび、研究

講演者・ パネリスト プロフィール
崔 京姫
韓国 梨花女子大学校 総長
同校科学教育学科および教育大学院（教育学修士）を卒業・修了の後、
米国テンプル大学にて修士号 ( 物理学 ) および博士号 ( 科学教育専攻 ) を
取得。1994 年より梨花女子大学校師範大学科学教育科教授。師範大学長、
教育研修院長、英才教育院長などを歴任し、2014 年 8 月より第 15 代総長
に就任。

姜 敏娥
韓国 梨花女子大学校 社会科学大学行政学 教授、キャリア開発センター長
梨花女子大学校（経営学修士）および米国ハーバード大学健康政策プログ
ラム (Health Policy Program) 修了（博士号）。その後、ハーバード大学医
学大学院専任講師 (Instructor) およびボストンの健康政策研究所研究員
(Associate Scientist)。2004 年梨花女子大学校助教授に就任し、韓国政府
の専門家諮問委員会や専門家委員会等の委員を歴任。2015 年より現職。

高橋 俊之
立教大学 経営学部 准教授
立教大学経営学部にて「論理思考とリーダーシップ」のコースリーダー等
を務める傍ら、企業・学校等にて研修、プロジェクトのファシリテーショ
ンを行う。電子系ベンチャー企業勤務、（株）グロービス執行役員等を経
て現職。日経 BizCOLLEGE にて「ロジカルシンキングの達人になる」連
載中。また著書に『実践論理思考』などがある。一橋大学法学部卒、
MBA,University of Michigan

丸山 智子
愛媛大学 教育・学生支援機構 教育企画室 特任助教
2003 年 米国コロンビア大学大学院 修士課程修了（国際教育開発）。博士
（学術）（芝浦工業大学）、PMP（Project Management Professional）。
プロジェクトマネジメントのコンサルタントを経て、2013 年より現職。現在、
全国の高等教育のレベルアップのために教職員の能力開発、リーダーシッ
プ教育に従事。専門は教育開発、
リーダーシップ、プロジェクトマネジメント。

宮尾 正樹
お茶の水女子大学 グローバルリーダーシップ研究所 教授
専攻は中国近代文学。本学の女性リーダー育成の理念を定式化する
migakazuba プロジェクトに関わって以来、大学におけるリーダーシップ教
育やキャリア教育のあり方について実践的に考えている。編著書に『ああ
哀しいかな—死と向き合う中国文学』
（共編、2002）、訳書に『中国映画のジェ
ンダー・ポリティクス』（共訳、2006）等がある。

金井 壽宏
神戸大学大学院 経営学研究科 教授
京都大学卒。神戸大学及びマサチューセッツ工科大学にて経営学博士を取
得。専門領域は経営管理、組織行動、リーダーシップ論、組織開発で、著
書は『変革型ミドルの探求』
（日経・経済図書文化賞）『
、働くひとのためのキャ
リア・デザイン』、『リーダーシップ入門』、『経営組織』等多数。

中林 美恵子
早稲田大学 留学センター 准教授（グローバル・リーダーシップ・プログラム）
元衆議院議員。アメリカ連邦議会・上院予算委員会補佐官（米国家公務員）
として約 10 年間にわたり米国家予算編成を担った後、2002 年に帰国し
（独）
経済産業研究所研究員、財務省・財政制度等審議会をはじめとした公職、
および衆議院議員（2009
～ 2012）を経て、2013 年より現職。著書に『グ
ひ と
ローバル人材になれる女性のシンプルな習慣』等。

会場へのアクセス
国立大学法人 お茶の水女子大学

〒 112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩 7 分
東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩 8 分
都営バス「大塚二丁目」停留所下車徒歩１分

※ 当日は南門閉鎖のため、正門よりご入場下さい。

（当日は閉鎖）

