
文部科学省特別経費「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」

2014年８月現在、駐日大使館数は153に及びます。多くの大使は男性であり、女性大使は18名です。本シンポジウム「ダイバー

シティ・リーダーシップ  ー４大陸の駐日女性大使を迎えて ー」では、アフリカ、アメリカ、太平洋地域、ヨーロッパの各

大陸にある国から来日されて、現在日本でご活躍中の５名の女性大使に、各国の女性の社会的地位やリーダーシップについ

て講演をしていただきます。日本における女性のエンパワーメントや女性リーダー育成についても示唆を与える貴重な学び

の機会となります。

平成26年
10月28日（火）
16:45～19:00
（16:15開場）

お茶の水女子大学
　音堂

無料
事前申込受付中
当日受付もございますが、人数把握の為、
事前申込をお願いしております。
https://crdeg.cf.ocha.ac.jp/
ocha2/Leadership/2014awil

● 主催：お茶の水女子大学
● 使用言語：日本語・英語
● 託児あり(無料)：ウェブで予約先着15名様まで(10/17締切)
● お問い合わせ：リーダーシップ養成教育研究センター
　 E-mail: info-leader@cc.ocha.ac.jp　Fax: 03-5978-5520　
● 詳細：http://www-w.cf.ocha.ac.jp/leader/h26awil/（日）

　 http://www-w.cf.ocha.ac.jp/leader/en/h26awil/（English)

同時通訳あり( レシーバー貸出先着200名 )

駐日女性大使代表挨拶
2010年より現職。大韓民国、オーストラリア、
ニュージーランド、パプアニューギニア大使
を兼任。駐日女性大使のまとめ役。

サロメ・タダウス・シジャオナ 閣下
駐日タンザニア連合共和国特命全権大使

専門は家族社会学。家庭内の性別役割分担や父
親の育児・家事参加に焦点を置き日米などの国
際比較をする。

石井クンツ昌子 教授
お茶の水女子大学 
人間文化創成科学研究科 人間科学系教授

講演「The Case for Africa」
2008年より駐スーダン共和国大使、
2013年より現職。

ベティ・グレース・アケチーオクロ 閣下
駐日ウガンダ共和国特命全権大使

タニア・ラウマヌルペ・タラフォリカ・
トゥポウ 閣下
駐日トンガ王国特命全権大使

ヘレーナ・ドルノウシェク・ゾルコ 閣下
駐日スロベニア共和国特命全権大使

モハウ・ペコ 閣下
駐日南アフリカ共和国特命全権大使

講演「Gender equality policies in El 
Salvador: Achievements and Chalenges」
2010年駐日エルサルバドル共和国大使館公
使参事官兼代理大使、2011年より現職。

マルタ・リディア・セラヤンディア・
シスネロス 閣下
駐日エルサルバドル共和国特命全権大使 講演「The Rising of Women Political Leaders 

in the Americas: A Social Transformation 
in the 21st Century Western Hemispheres」
2010年外務省入省、2011年より現職。

ジュディット・エグザビエ 公使参事官
駐日ハイチ共和国臨時代理大使

講演「Take a Girl to Work」
2010年国際関係・協力省に入省、
2012年より現職。

講演「Women and Leadership in the Pacific」
1996年外務省・宮殿事務所へ入省、
2012年より現職。

講演　「Status of Women in Central and 
Eastern European Countries」
2004年外務省国際文化関係局局長、
2010年より現職、韓国兼轄。

徒歩7分
徒歩8分
徒歩1分

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅
東京メトロ有楽町線「護国寺」駅
都営バス「大塚二丁目」停留所

【          とは】

「A-WiL」は、お茶の水女子大学の事業「女性リーダーを創出す

る国際拠点の形成」（文部科学省特別経費 平成22年度～27年度）

の略称で、その英語名「 International Research Program for the 

Advancement of Women in Leadership」に基づいています。

ー  ４大陸の駐日女性大使を迎えて ー

ダイバーシティ・リーダーシップ
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パネリスト駐日女性大使代表

スピーチ モデレーター
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平成26年度　　　 国際シンポジウム



As of August 2014, there are 153 embassies in Japan, and 18 of them are headed by female 

ambassadors. In this symposium entitled “Women's Leadership in Different Cultural Contexts: Learning 

from Women Ambassadors to Japan”  five women ambassadors from the countries in four continents of 

Africa, America, Pacific, and Europe will give speeches on women's social status and leadership in 

different cultures. We hope that the symposium will provide valuable opportunities for the audience to 

learn about ways to empower women and to increase female leaders in Japan.

16:45-17:00　Opening remarks

17:00-17:05　Introductory speech by 

                     H. E. Mrs. Salome Thaddaus SIJAONA (Tanzania) 

17:05-18:05　Presentation by Ambassadors from four regions

Program

Africa

Americas

Pacific

Europe

▪H.E. Mrs. Betty Grace AKECH-OKULLO (Uganda)

Region Speaker

▪H.E. Ms. Martha Lidia ZELAYANDIA Cisneros (El Salvador)
▪Ms. Judith EXAVIER, Chargé d’Af faires,a.i. (Haiti)

▪H.E. Ms. Tania Laumanulupe ’o Talafolika TUPOU (Tonga)

▪H.E. Ms. Helena Drnovsek ZORKO (Slovenia)

18:05-18:10　Speech by H. E. Ms. Mohau PHEKO (South Africa)

18:10-18:55　Panel discussion and Q&A session

18:55-19:00　Closing remarks

〒112-8610   東京都文京区大塚 2-1-1  

シンポジウムに関するお問い合わせ：
お茶の水女子大学
リーダーシップ養成教育研究センター　
Fax：03-5978-5520
E-mail ：info- leader@cc.ocha.ac. jp

徒歩7分
徒歩8分
徒歩1分

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅
東京メトロ有楽町線「護国寺」駅
都営バス「大塚二丁目」停留所
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