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4月 5日（木）から申し込み受付開始。

　「はあもにいウィメンズカレッジ」 は、 政策 ・

方針決定の場で自らの考えを発信でき、 社会

や企業のリーダーとして活躍できる女性人材の

発掘と育成を目的としています。

　全 10 回の講座では、 男女共同参画社会の

現状や課題について学ぶ他、 地域や職場で

役立つ情報発信力やマナーなどのスキル習得

にも主体的に取り組んでいただきます。

　熊本地震からの復興を目指す熊本には、 男

女共同参画社会の実現が不可欠です。

　「はあもにいウィメンズカレッジ」 を受講して、

新しい一歩を踏み出してみませんか。

平成 30 年度　はあもにいウィメンズカレッジ　申込書

託
児

有 ・無 名前 名前年齢 （生年月日） 年齢 （生年月日）

※託児は講座開講日に満 1歳 6 ヶ月になっているお子様から未就学児までが対象です。

あなたのステップアップを応援します！



県内外の経験豊かな講師陣から

男女共同参画の現状やリーダーに

必要なスキルを学べる

職業・世代を超えた

女性のネットワークを

構築できる

希望者には、県外への

男女共同参画に関する

研修の費用の一部を助成

1回目

2回目

3回目

4回目

6回目

5回目

7回目

8回目

9回目

10回目

6月16日（土）
10時〜12時半
※12時〜交流会

高木 奈穂氏
（キャリアデザインネットワーク株式会社）

「円滑なコミュニケーション～女性リーダーとして～」
◇オリエンテーション　◇交流会

7月14日（土）
10時〜12時半

鈴木 桂樹氏
（熊本大学法学部教授）

村上 美香氏
（元ＫＫＴアナウンサー /ヒトコト社代表）

「いま、なぜ、どんな男女共同参画なのか」
◇写真撮影

8月18日（土）
10時〜12時半

野田 恭子氏
（熊本学園大学招聘教授／キャリアウェーブ代表／

NPOディスカバリーくまもと理事長）
「グローバルに活躍しよう！もっと知ろう、多様な世界の状況」

9月8日（土）
10時〜12時半

「納得できる生き方、していますか？
　　     ～女性の生き方とワークライフバランス」　※公開講座

10月13日（土）
10時〜12時半

岡田 絵梨奈氏
（フィニッシングスクール インフィニ福岡校 

ファッション＆メイクアップ担当講師）

「女性リーダーに必要な服装のマナーと身のこなし」

「多様性を認め合う社会～ＬＧＢＴについて～」

「女性の人権と男女平等
　　　 ～映画を通して考えるベアテ・シロタ・ゴードンの功績～」

10月6日（土）
10時〜12時半

澤田 道夫氏
（熊本県立大学総合管理学部准教授）

「地域における女性リーダーの重要性について
　　　　　　　　　　　　　　　～男女共同参画の視点から～」　　

11月17日（土）
10時〜12時半

12月8日（土）
10時〜12時半

1月12日（土）
10時〜12時半

越地 真一郎氏
（熊本日日新聞社NIE専門委員）

森 あい氏
（弁護士／くまにじメンバー）

谷口 絹枝氏
（日本近代文学研究者）

「〝知の素っぴん力〟を磨こう　
    　　　　　　　～仕事力アップのための情報発信・活用術～」

2月９日（土）
※時間未定

※本カリキュラムは事情により、変更になる場合がございます。ご了承ください。

修了式＆交流会

日　時 講　師 内　容

7/14
（土）

10/6
（土）

野田 恭子氏 
（熊本学園大学招聘教授／キャリアウェーブ代表

NPOディスカバリーくまもと理事長）

8/18
（土）

12/8
（土）

1955年福井生まれ。87年に熊本大学赴任。96年
より現職。専門は政治学。くまもと市男女共同参
画会議会長などを務める。共著に、『比較安全保
障』（成文堂）、『ジェンダーと政治過程』（木鐸
社）、『現代イタリアの社会保障』（旬報社）など。

鈴木 桂樹氏 （熊本大学法学部教授）

髙木 奈穂氏 （キャリアデザインネットワーク株式会社）

熊本日日新聞社の記者などを経て現職。新聞を
学習や仕事に活用するNIE講座を各地で開催して
いる。他に熊本大学客員教授、熊本学園大学招聘
教授、熊本市地域づくりアドバイザー、同市男女
共同参画会議委員などを務める。
※NIE（エヌ・アイ・イー）とは
  「Newspaper in Education」の略です。

越地 真一郎氏 （熊本日日新聞社NIE専門委員） 森 あい氏 （弁護士／くまにじメンバー） 谷口 絹枝氏 （日本近代文学研究者）

11/17
（土）

10/13
（土）

これまで文化服装学院や香蘭女子短大、大学の講師
としてファッション科目を担当。
大手企業や百貨店でのセミナー、企業研修など年間
300講座以上を実施。
※インフィニはマナーや礼儀作法・文化教養を学ぶ
スクールです。

岡田 絵梨奈氏

（フィニッシングスクール インフィニ福岡校

ファッション＆メイクアップ担当講師）

在米27 年のキャリアを生かし、グローバルな視点
から次世代育成と熊本観光促進や多文化共生を推
進。『グローバルホスピタリティーセミナー』を日本
各地で開催。昨年、熊日≪私を語る≫欄で42回連載
した在米中の話を中心に半生記を執筆。

東京外国語大学卒業。石油公団勤務後、熊本県
庁へ。2010年4月から現職。専門は行政学、参加・
協働論、組織管理理論。熊本市行財政改革推進
委員会会長・熊本市区役所等の在り方に関する
検討会座長などを務める。

２３歳で民放テレビ局に入社。２１年間、月曜～金
曜の夕方2時間生放送のキャスターを務める。
2018年3月退職。ヒトコト社を創設。講演、司会、ス
ピーチ講座、番組取材、出演、イベント企画など、
言葉（一言）を大切に人の想いや生き方（人事）を
ひとつひとつ（一事）丁寧に伝えることを目標に
活動中。

共編著『セクシュアル・マイノリティQ&A』（弘文
堂）、共著「暴力　DVは異性間だけの問題か？」
（『セクシュアリティと法　身体・社会・言説との交
錯』法律文化社）
※くまにじは、熊本をセクシュアルマイノリティに
とっても、住みやすい場所にするための市民グ
ループです。

広島生まれ。とくに佐多稲子や石牟礼道子などの
女性作家をテーマに論文を執筆。著書に『蒼空の
人・井上信子―近代女性川柳作家の誕生』など。
いくつかの大学で文学の他、ジェンダー学を担
当。2005年、「ベアテの贈り物」熊本上映実行委員
会代表を務める。

澤田 道夫氏 （熊本県立大学総合管理学部准教授）

村上 美香氏 （元ＫＫＴアナウンサー /ヒトコト社代表）

6/16
（土）

P O I N T  1 P O I N T  2 P O I N T  3

コミュニケーション
男女共同参画

リーダーシップ・マナー

地域づくり

情報発信 LGBT

1/12
（土）

女性の人権

グローバルな視点

9/8
（土）

修了生の声

講師紹介

　最初は、専業主婦の自分が学ん
でいいのだろうか？と気後れしてい
ました。受講を重ねるうちに、専門
知識を持っている人だけでなく「主
婦であること」「主婦の視点」という
のも大切なことだと改めて気づか
されました。そして主婦であるとい
うことに甘んじるのではなく、広く
深く学ぶことの重要性も感じまし
た。

　改めて思ったのは、教育の大切
さ。学校現場ではぜひ、性別にかか
わらず、一人ひとりの個性や能力を
大切にすることを大事にしてもらい
たいと思いました。自分自身がそれ
を深く理解し、子どもたちに伝えて
いくためにも、とても意義のある講
座でした。また受講生の皆さんとの
交流は、私の財産となりました。

　もともと女性支援は注目していま
したが、私自身、女性として、母とし
て、社会人として、改めて何が必要か
を考える機会となりました。講師や
女性たちとの出会いにより、視野が
広がり、前に進む勇気をいただいた
のも収穫です。仕事も生活環境もバ
ラバラの人々といかに協力していく
のかを学んだグループワークも、良
い思い出となりました。

上田 隆子さん
1期生

大塚 真弓さん
2期生

田上 寛美さん
3期生

　参加のきっかけは、育休後の職場
での役割や仕事と子育ての両立の
不安などもあり、何かプラスになる
学びが出来ればと思ったことでし
た。グループワークや講座の中で女
性の社会進出や男女共同参画とい
う面の学びだけでなく自分自身の得
意分野・苦手分野を見つめ直すきっ
かけにもなりました。

運天 佳菜さん
4期生

1991年人材育成コンサルタントとしての独立を考
え株式会社を設立。上京し、人材総合プロデュー
ス業(株)ザ・アールにて研鑽を積み、1995年に帰
熊、現職。その後拠点を福岡へと移す。2016年講
師・タレント養成機関（社）日本グラン・クール協
会を組織し、指導者専門家養成にも力を入れる。

ワークライフバランス
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