
WAW! 2015 

女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム World Assembly for Women 

安倍政権の最重要課題の一つである「女性が輝く社会」を実現するための取組の一環として，昨年9月に第1回
目となる「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」（略称：WAW!（ワウ））が開催されました。世界各国及び日
本各地から女性分野で活躍するトップ・リーダーが出席し，女性の活躍促進のための取組について議論し，提案
しました。  

本年は，来る8月28日・29日，2回目となる「女性が輝く社会に向けた国際
シンポジウム」（略称：ＷＡＷ！2015）が東京にて開催されます！！ 

今年のＷＡＷ！ 

“WAW! for All” 
 様々な立場や世代の女性，男性が共に考え，そして行動する。「女性が輝く社
会」はあなたもみんなも輝く社会。その実現に向け，日本及び世界のリーダー約
130名が集結する。女性を取り巻く日本や世界における課題について幅広い切り口
で考える。働き方改革，男女の役割分担意識，シングルマザー，理系女子，防災，
トイレ，起業，教育，平和構築，ODA支援･･･。 

ＷＡＷ！参加方法 

シャイン・ウィークス・イベント 

YouTube WAW! 2015チャンネル  

7月～10月をシャイン・ウィークスとして，公式サイドイベントが国内外で実施さ
れます。あなたもぜひ企画・参加してください（「ｼｬｲﾝｳｨｰｸｽ」で検索）。 
＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001826.html＞ 

７月２８日から動画サイトYouTubeにWAW!の公式チャンネルを開設。総理を
始め関係者・インフルエンサーからのメッセージや一般の方からのアイディア等
を掲載予定。 

今年のWAW! 公開フォーラム登壇者 

エレン・ジョンソン・サーリーフ 
リベリア大統領 

マリリン・ヒューソン 
ロッキード･マーティンＣＥＯ 

WAW!ハンドサイン 

  ８月２８日（金） １４：００－１８：３０ 公開フォーラム 
 ８月２９日（土） １０：００－１７：３０ ハイレベル・ラウンドテーブル 

グーグルの女性応援サイト「Women Will」を期間限定（WAW! 2015準備期
間）でWAW! 2015特別バージョンに。ぜひ，「女性が輝く社会」に向けたあなた
の御意見・アイディアを投稿して下さい！ 

グーグル「Women Will」 サイト 

公開フォーラムへの参加 
８月２８日（金）公開フォーラムへの参加を希望される方は，8月初旬（予定）よ
り開設される応募ページ（「WAW!2015」で検索）をチェックしてください。 
＜外務省WAW!2015 HP：http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001825.html＞ 

 

安倍晋三 
内閣総理大臣 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001826.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001826.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001826.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001825.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001825.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001825.html


WAW! 2015 

女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム World Assembly for Women 

８月２８日（金）公開フォーラム（予定） 

１４：００－１４：１５ 【オープニング】 
安倍内閣総理大臣スピーチ 

１４：１５－１５：００ 【基調講演】 
サーリーフ・リベリア大統領 
ヒューソン・ロッキード・マーチンＣＥＯ 

１５：００－１５：１５ 【挨拶・ビデオメッセージ】 
ラガルドＩＭＦ専務理事ビデオ・メッセージ 
ムランボ＝ヌクカUN Women事務局長（ニコール・キッドマン親善大使ビデオ・メッセージ） 

１５：４５－１６：４５ 【女児の教育をテーマとするパネル・ディスカッション】 
安倍総理夫人，ケニヤッタ大統領夫人等 

１７：００－１７：０５ 【挨拶】 
榊原経団連会長 

１７：０５－１８：３０  【女性と経済をテーマとするパネル・ディスカッション】 
クラークUNDP総裁，ヒル・ハーバード・ビジネス・スクール教授，ヒレルソンNovare社創設者， 
吉田BTジャパンCEO等 

１９：００－２０：３０ 【レセプション】 
安倍総理，総理夫人，著名人等 

８月２９日（土）ハイレベル・ラウンドテーブル（予定） 

ハイレベル・ラウンドテーブル 
E： 女性と経済 

ハイレベル・ラウンドテーブル 
G： グローバルな課題 

スペシャル・セッション 

会場 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

１０：００
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クロージング・セッション 

プログラム 
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E-1 ワークライフ・マネジメント 
 ワークライフ・バランスの概念に基づき，自ら主体的に仕事と生活をコントロールする「ワークラ
イフ・マネジメント」をどのように実現するか考える。 
E-2 男性と共に変革する 
 女性参画推進の障壁とされる男女の役割分担意識を乗り越え，女性のリーダーシップ発揮の推進や
子育て・家庭に，女性だけでなく男性も当事者として参画していくための方策を考える。 
E-3 声を上げない人の声を聴く 
 シングルマザー，セクハラ・マタハラ等の困難を抱えながらも声を上げられない人たちが直面する
課題について考える。  

女性と経済 

G-1 女児と教育 
 若年での妊娠・出産，家事労働，女子教育を良しとしない文化的規範など，教育における男女格
差を生む要因や課題を共有し，女性が意思決定できる立場につくことを可能にする教育の実現に向
けて議論する。 
G-2 平和構築と女性 
 紛争下での女性への暴力の撲滅および平和構築・復興プロセスへの女性参画をめぐる課題につい
て議論し，今後の方策を探る。 
G-3 マルチステークホルダー連携による国際協力 
 ジェンダー平等・女性のエンパワーメント推進に向け，政府・国際機関・ＮＧＯのみならず，民
間企業等多様なステークホルダーの理想的な連携のあり方について考える。 

グローバルな課題 

S-1 トイレを通じた女性のエンパワーメントの実現 
 途上国の事例や日本の取組をもとに、安全・安心で快適なトイレ環境の実現が、女子教育の機会拡大
や性暴力防止等女性のエンパワーメントに果たす役割について考える。 
S-2 自然科学分野と女性 
 自然科学分野の最前線で活躍する女性トップリーダーの体験談や声を聞き，持続的な成長やイノベー
ションの創出に欠かせない自然科学分野における女性の役割・活躍推進指針等について考える。 
S-3 ダイバーシティとイノベーション実践編 
 女性活躍推進法案を念頭に，企業がダイバーシティ促進を実現しイノベーションを生み出すという好
サイクルを実践する方法について，データや実例を挙げながら考える。 
S-4 ユース・テーブル 
 人生設計，より良い社会の構築に向けた方策，男女の役割分担意識に加え，紛争や災害下など困難な
環境での女性のエンパワーメントについて，多様な文化・社会で生活する若者達が率直に語り合う。 
S-5 アジアにおける女性起業家への支援  
 アジア地域の女性起業家が行っている女性によるビジネス環境の整備や市場機会拡大のための取組を
共有し，課題と支援策について考える。 
S-6 女性と防災 
 過去の震災の経験や女性の知識・能力・経験を活かし，防災分野での女性の役割やリーダーシップに
ついて考える。 

スペシャル・セッション 

８月２９日（土）ハイレベル・ラウンドテーブル アジェンダ 
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日本人参加予定者 （ユースについては日本在住外国人含む） 

政府・地方自治体関係 

安倍晋三 内閣総理大臣 
安倍昭恵 内閣総理大臣夫人 
岸田文雄   外務大臣 
有村治子 女性活躍担当大臣，内閣府特命担当大臣 
加藤勝信   内閣官房副長官 

総勢約１３０名が国内外から参加予定！ 

２０１５年８月３日現在 

その他参加者（アルファベット順） 

阿部彩 首都大学東京教授 
周姵辰 一橋大学院生（ユース） 

道傳愛子 NHK解説委員，チーフ・プロデューサー 
江川雅子 前東京大学理事他 
遠藤信博 日本電気代表取締役執行役員社長 
江刺由紀子 おはなしころりん主宰 
ｵｰｻ・ｲｪｰｸｽﾄﾛﾑ 『北欧女子オーサが見つけた日本の
  不思議』 著者（ユース） 
福井 真紀子 ハーモニーレジデンス代表取締役 
麓幸子 日経BPヒット総合研究所長・執行役員 
橋本 ヒロ子 十文字中学高等学校校長 
 国連女性の地位委員会日本代表 
林陽子  弁護士 
 国連女子差別撤廃委員会委員長 
本田哲也 ブルーカレントジャパン代表取締役社長 
堀口美奈 三菱商事（ユース） 
池田恵子 静岡大学教育学部教授・同防災総合セン
 ター兼任教員他 
伊東正仁 損害保険ジャパン日本取締役常務執行役員 
伊澤優花 東京大学・勝山酒造海外担当（ユース） 
治部れんげ 経済ジャーナリスト 
川口加奈 homedoor理事長 
川口順子 元外務大臣，明治大学特任教授 
久能祐子 S&R財団理事長 
小林いずみ  ANAホールディングス他社外取締役 
小林喜光 経済同友会代表幹事 
 三菱ケミカルホールディングス 取締役会長 
小室淑恵  ワーク・ライフバランス代表取締役社長 
是枝俊悟 大和総研研究員 
松田美幸 福岡県男女共同参画センター  
 あすばる館長 
松本晃 カルビー代表取締役会長兼CEO 
キャシー松井 ゴールドマン・サックス証券副会長 
水上友理恵 ロンドン大学院生（ユース） 
目黒依子  上智大学名誉教授, 
 
 
 
 

村上由美子 経済協力開発機構東京センター所長 
森まさこ 参議院議員 
 前女性活力・子育て支援担当大臣 
仲條亮子 Google 執行役員 
中畠信一 喜久屋代表取締役 
中満泉 ＵＮＤＰ 危機対応局長 
西川智 水資源機構理事 
太田彩子 CDG取締役，一営業部女子課の会代表理事 
岡島悦子 プロノバ 代表取締役社長 
小酒部さやか マタハラＮｅｔ 代表 
大崎麻子 関西学院大学総合政策学部客員教授他 
斉藤永吉 北都銀行取締役頭取 
佐久間英利 千葉銀行取締役頭取 
佐々木順子 weic 取締役 
佐々木かをり イー・ウーマン代表取締役社長 
佐藤活朗 プラン・ジャパン事務局長 
白河桃子 少子化ジャーナリスト 
鈴木英敬 三重県知事 
鈴木さち 東北大学院生（ユース） 
高原豪久 ユニ・チャーム代表取締役社長執行役員 
取出恭彦 味の素 研究開発企画部 専任部長 
佃瞳 名古屋大学院生（ユース） 
津坂美樹 BCGｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ＆ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 
内永 ゆか子  NPO法人 J-Win 理事長 
牛尾奈緒美 明治大学情報コミュニケーション学部教授 
矢島里佳 和える代表取締役 
矢島洋子 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 
 主席研究員 
山上遊 ＬＩＸＩＬグローバル環境インフラ研究室主幹 
山口一男 シカゴ大学ラルフルイス記念社会学教授 
山屋理恵 インクルいわて理事長 
山崎直子 宇宙飛行士 
吉田晴乃 BTジャパン代表取締役社長 
吉田浩一郎 クラウドワークス代表取締役社長CEO 
弓削昭子 法政大学教授 

白石和子 女性・人権人道担当大使兼北極担当大使 
山中燁子 外務省平和構築対外発信特別大使 
鈴木英敬 三重県知事 
田中明彦 国際協力機構（JICA）理事長 
柳沢香枝 国際協力機構（JICA）理事  
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外国人参加予定者 

ｴﾚﾝ･ｼﾞｮﾝｿﾝ・ｻｰﾘｰﾌ      ﾘﾍﾞﾘｱ大統領 
ｻｰﾗ・ｸｰｺﾞﾝｹﾞﾙﾜ=ｱﾏﾃﾞｨｰﾗ ﾅﾐﾋﾞｱ首相 
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ｹﾆﾔｯﾀ       ｹﾆｱ大統領夫人 
ﾙﾗ・ｶﾞｰﾆ             ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ大統領夫人 
ﾊﾟｰﾆｰ・ﾔｰﾄｰﾄｩ                  ﾗｵｽ国民議会議長 
ｸﾞｴﾝ･ﾃｨ･ｷﾑ･ｶﾞﾝ             ﾍﾞﾄﾅﾑ国会副議長 
ｱﾌﾞﾃﾞｨｶﾘｺｳﾞｧ･ｸﾞﾘｼｬﾗ･ﾅｳｼｬｴｳﾞﾅ  
                  ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国務長官 
ｺｰﾌﾟｶﾝ･ｽﾘﾔｻｯﾄ･ﾜｯﾀﾅﾜﾗﾝｸｰﾝ  
                  ﾀｲ観光・ｽﾎﾟｰﾂ大臣 
ｿﾄﾞﾉﾑｿﾞﾝﾄﾞｲ・ｴﾙﾃﾞﾈ     ﾓﾝｺﾞﾙ人口開発・社会保障大臣 
ﾐｹﾞﾄﾞﾄﾞﾙｼﾞ･ﾊﾞﾄﾁﾒｸﾞ      ﾓﾝｺﾞﾙ国家大会議議員 
ｲﾝ･ｶﾝﾀﾊﾟﾋﾞｰ           ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ女性大臣 
ﾛｰｼﾞｨ･ｾﾅﾅﾔｹ         ｽﾘﾗﾝｶ児童問題担当国務大臣 
ﾐｶｴﾘｱ・ｷｬｯｼｭ        豪首相補佐大臣（女性担当） 
ﾙｲｰｽﾞ・ﾑｼｷﾜﾎﾞ        ﾙﾜﾝﾀﾞ外務・協力大臣 
ｼﾞｬﾆﾝ･ﾏﾌﾞﾝﾀﾞ         ｺﾝｺﾞ民 性的暴力・児童徴兵に   
                   関する大統領特別顧問 

政府関係者 

ビジネスリーダー 
ﾏﾘﾘﾝ・ﾋｭｰｿﾝ          ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾃｨﾝCEO（米） 
ﾛｻﾞﾘﾝﾄﾞ･ﾊﾄﾞﾈﾙ        ｲﾝﾃﾙ社副社長（米） 
ﾏﾘｱ･ﾓﾘｽ            ﾒｯﾄﾗｲﾌ社取締役副社長（米） 
ｼｰﾗ･ﾘﾘﾛ･ﾏﾙｾﾛ        ｹｱﾄﾞｯﾄｺﾑ創設者兼CEO（米） 
ﾃﾞﾎﾞﾗ･ｷﾞﾘｽ          ｶﾀﾘｽﾄCEO（加） 
ﾌﾚﾃﾞﾚｯｸ･ﾋﾚﾙｿﾝ       Novare社創設者（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ） 
ｺﾚｯﾄ･ﾙｲﾅｰ           仏電力公社独立取締役（仏）               

元政府関係者・有識者・著名人等 

ｼｪﾘｰ・ﾌﾞﾚｱ           元英首相夫人 
ｳﾞｧｲﾗ･ｳﾞｨｰﾁｪ･ﾌﾚｲﾍﾞﾙｶﾞ 元ラトビア大統領 
ｷﾑ･ﾐｮﾝｼﾞｬ          元韓国環境部長官 
ﾒﾗﾆｰ・ﾊﾞｰﾋﾞｱ         ｼﾞｮｰｼﾞﾀｳﾝ大学 女性・平和・ 
                  安全保障研究所長(米) 
ﾀﾞｲｱﾝ･ﾌｶﾐ            ﾌﾞﾘｯｼﾞ･ﾒﾃﾞｨｱ社創設者兼社長（米） 
ｴﾐﾘｰ・ﾏｯﾁｬｰ         作家（米） 
ﾘﾝﾀﾞ･ﾋﾙ            ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｽｸｰﾙ教授（米） 
ｱｲﾘｰﾝ･ﾍﾟﾆﾝﾄﾝ        ｱｼﾞｱ財団課長（米） 
ﾘｰﾁｬ･ｳﾊﾟﾃﾞｱｰｴ       ｱｼﾞｱ財団オフィサー（米） 
ﾊﾟﾆﾗ･ｱｲﾛﾝｻｲﾄﾞ       UNICEPｶﾞｻﾞ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ事務所長（加） 
ｲﾙﾏ･ｴﾙﾘﾝｽﾄﾞｯﾃｨﾙ     ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究所長（氷） 
ｹｼﾆ･ﾅｳﾞｧﾗﾄﾅﾑ       元BBC・国際ﾒﾃﾞｨｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（英） 
ﾃｨﾝ･ﾃｨﾝ･ｳｨﾝ        作家（ミャンマー） 
ﾑﾅ･ｱﾌﾞｰ・ﾐｻﾞｰﾙ       ヘブロン大学薬学部４年生（パレス 
                  チナ） 

国際機関関係者 
ﾌﾞﾑｼﾞｨﾚ・ﾑﾗﾝﾎﾞ=ﾇｸｶ    UN Women事務局長 
ﾍﾚﾝ・ｸﾗｰｸ                UNDP総裁 
ﾏﾙｶﾞﾚｰﾀ･ﾜﾙｽﾄﾛﾑ       防災担当国連事務総長特別代表 
                   兼国連国際防災戦略事務局長 
ｻﾞｲﾅﾌﾞ・ﾊﾜ・ﾊﾞﾝｸﾞｰﾗ     紛争下の性的暴力担当国連事務                           
                   総長特別代表 

２０１５年８月３日現在 

ﾙﾅ･ｼｬﾑｽﾄﾞﾊ      ﾄﾞｰﾊﾃｯｸ･ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ社会長 
               （ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ) 
ﾌｧﾋﾏ･ｱｼﾞｰｽﾞ      前ｱｼﾞｱ女子大学総長（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ) 
ｿﾆｱ･ｼﾝ          NDTV24×7ｱﾝｶｰ（印） 
ﾗｳｼｬﾝ･ﾋﾞﾙｹﾞﾊﾞｴｳﾞﾅ･ｾﾙｾﾑﾊﾞｴｳﾞｧ  
               ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｳｰﾏﾝ連盟総裁 
ﾊﾅｰ･ｴﾄﾞﾜｰﾙ       ｲﾗｸ･ｱﾙ･ｱﾏﾙ協会代表 
ﾙｰｽ･ｱｰﾉﾝ         ｲｽﾗｴﾙ科学人文ｱｶﾃﾞﾐｰ長 
ﾑﾅ･ｱﾌﾞｰ･ﾐｻﾞｰﾙ     ﾍﾌﾞﾛﾝ大学学生（ﾊﾟﾚｽﾁﾅ） 
ｶﾞｯｻﾝ･ｱﾙﾍﾛ      ﾖﾙﾀﾞﾝ大学学生（ﾖﾙﾀﾞﾝ） 
ｵﾝｴｶ･ｵﾝｳｪﾇ      国立女性開発センター長（ﾅｲｼﾞｪﾘｱ） 
ﾙｲｻﾞ･ﾄﾗｼﾞｬｰﾉ      ﾏｶﾞｼﾞﾝ･ﾙｲｻﾞ社長（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ） 
春日ﾏﾘｱ･ﾃﾚｻ      日本ﾒｷｼｺ学院理事長（墨） 
ｱﾇﾗﾀﾞ･ｺｲﾗﾗ        ﾏｲﾃｨｰ・ﾈﾊﾟｰﾙ代表（ﾈﾊﾟｰﾙ） 
ｶﾞｯｻﾝ･ｱﾙﾍﾛ       ヨルダン大学経営学２年生（ヨルダン） 
 

ｱﾝﾑ･ﾃﾞｼﾞﾚ･ｳﾛﾄ     ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ連帯・家族・女性・ 
                児童大臣 
ｼﾞｬﾝ･ﾙｲ･ﾋﾞｵﾝ      ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ商業大臣 
ﾅﾃﾞｨｱ･ｻｯｶｰﾌ      ｲｴﾒﾝ情報大臣 
ﾛｻﾘｵ･ﾛﾌﾞﾚｽ･ﾍﾞﾙﾗﾝｶﾞ ﾒｷｼｺ社会開発大臣 
ﾍﾟｯｶ･ﾊｰｳﾞｨｽﾄ      ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ議員 
ﾃｨﾅ･ﾁｪﾝ         米大統領夫人首席補佐官 
ｽﾃﾌｧﾝ･ﾎﾟﾝﾊﾟｰ      米NSC上級部長 
ｷｰﾗ･ｱﾍﾟﾙ                 児童・教育・男女共同参画省 
                男女共同参画部次長 
ﾀﾞﾆｴﾗ･ﾊﾞﾝｷｴ       欧州委員会司法総局 
                男女平等課長 
ｾｼﾙ･ﾒｲ･ｵｶﾄﾞ       ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾀﾅｳｱﾝ町防災担当官 
ﾃﾞｨｰﾊﾟ･ｺﾞﾊﾟﾗﾝ･ﾜﾄﾞﾜ   駐日ｲﾝﾄﾞ大使 
ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ﾌﾞﾛﾃﾞﾘｯｸ    豪連邦人権委員会 
                性差別担当ｺﾐｯｼｮﾅｰ 
ﾃﾞｲｼﾞｰ･ｱﾘｯｸ=ﾓﾓﾀﾛｳ  ﾏｰｼｬﾙ内務次官 
ﾃﾞﾆｽ･ﾓﾓﾀﾛｳ       ﾏｰｼｬﾙ国会議員 
 

ﾊﾞｰﾊﾞﾗｰ･ﾉｰｽﾞﾜｼｰ     WFP事務局次長 
ﾏﾘｴｯﾄ･ｽｸｰﾙﾏﾝ      NATO女性・平和・安全保障担当 
                事務総長特別代表 
ﾎﾞﾘｽ･ﾐｼｪﾙ         ICRCｱｼﾞｱ大洋州地域担当事業 
                局長 
ﾊﾞﾆﾗ･ｱｲﾛﾝｻｲﾄﾞ     UNICEFガザ・フィールド事務所所長 

ﾃﾚｼﾀ･ｼｰ･ｺｿﾝ      SMインベストメンツ副会長（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ） 
ｲﾙ･ﾆﾀ･ﾕﾃﾞｨ       ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ女性企業家協会会長 
                （ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） 
ｼﾑﾗﾝ・ﾗﾙ      Good Earth最高経営責任者（印） 
ﾏｰﾃｨﾝ･ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ     Male Champions of Change 
                メンバー（豪） 
青木智恵子        ﾌﾞﾙｰﾂﾘｰﾎﾃﾙ社長（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ）   


