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本日は、脳科学的に「自分らしさ」という

ものをお話しします。皆さんは、「ステ

レオタイプ脅威」という言葉をご存知でしょう

か。私が子どものころに受けた言葉に、こん

なものがあります。「女の子なのに、数学が

よくできるね」。数学ができるのに男も女もな

いはずです。それにも関わらず、「女の子なの

に」と言われる。「女の子で、理系なんだ」と

言われる。成績がいいだけで、「結婚できな

いね」と言われる。こうして社会的なステレオ

タイプが無意識のうちに自分の頭に刷り込

まれていきます。多くの人が無意識に持って

いる社会的なイメージを刷り込まれることに

より、その人がその方向に本当に進んでい

く。これを「ステレオタイプ脅威」といいます。

　今、社会的な圧力として性別による不均

衡がまだまだあるという現状は続いていま

す。女性の持っている能力が社会によって

圧縮されているとの危惧を感じますし、私た

ちにはもっと伸びしろがあるという期待を感

じるところです。

　ハーバード大学のエイミー・カディによる

実験も有名です。そのポーズをとるだけで、

体内のホルモン濃度が変わり、特有の気持

ちが高まっていくというものです。2分間、胸

を張ってガッツポーズをとるか、ロダンの『考

える人』がもっと縮こまって鬱になったような

ポーズをとるか。こうした強いポーズと弱い

ポーズの２つに被験者を分けて、まずはテス

トステロン値を測ります。テストステロンは、

難しい課題があったときでも挑戦してやり遂

げていこうとする活力の源となるようなホル

モンです。もう１つ測ったのは、ストレスホル

モンと呼ばれるコルチゾールの値です。結

果は明白でした。強いポーズではテストステ

ロンが増し、弱いポーズではコルチゾールが

増えたのです。小さく縮こまっているだけで、

ストレスは増していくのですね。

　日常生活のなか、女性は胸を張ってアゴ

を上げているだけで「あいつ、生意気だ」と

言われませんか。特に肩書きが上の立場に

ある人は、「なるべく偉そうに見えないように」

と気を遣っておられるのではないでしょうか。

偉そうに見えないためにはどうしたらいいか

という気持ちがあるために、体が縮こまって

しまったり、アゴを引き気味にして下から見

上げるような目線になってしまったり。でも、そ

うした姿勢そのものがホルモンの値に影響

を与えているのです。無意識の行動が、自

分の気分に影響を与えています。こうしたボ

ディランゲージも含めて、自分自身にかける

言葉はすごく大事です。「予言の自己成就」

と呼ばれる現象もあります。ぜひ、今日は「自

分にかける言葉が自分を作る」ということを

覚えてください。自分で自分にいい言葉をか

けてほしいと思います。

　いい言葉を友だち同士で掛け合うとか、

信頼できる人に「自分の強みは何ですかね」

と聞いてみるとか、自分のパーソナリティを

分析してくれるサービスもありますので、そう

いうものを使ってみてもいいかもしれません。

自分のことを自分で評価できなければ、社会

に対して自分をアピールできません。こういう

ところに自分の強みがある。こういうところは

弱点だから、誰かの力を借りたい。自分の足

りないところはあなたが得意だから、ぜひとも

タッグを組みましょう。そうしたことが的確に

表現できなければなりませんし、自分に対す

る正当な評価はこれくらいだということを、ま

ずは自分で評価するようにしてほしいと思い

ます。

［ 基調講演｜中野信子 ］

「自分らしく生きる ～脳科学からのヒント～」
基調講演には脳科学者の中野信子さんをお迎えしました。

「自分らしく生きる ～脳科学からのヒント～」と題されたお話には、明日の自分を輝かせるための気づきが詰まっています。

1975年、東京都生まれ。脳科学者、医学博士、
認知科学者。東日本国際大学教授、京都芸術大
学客員教授。98年東京大学工学部応用化学科
卒業。2008年東京大学大学院医学系研究科脳
神経医学専攻博士課程修了。フランス国立研究
所ニューロスピンに博士研究員として勤務後、
脳や心理学をテーマに研究や執筆の活動を精
力的に行う。著書に『ヒトは「いじめ」をやめら
れない』（小学館新書）、『空気を読む脳』（講
談社＋α新書）など。

NO

BUKO NAKANO

中野 信子　
脳科学者

講演者

自分にかける言葉が自分を作る

ステレオタイプとポーズの脅威
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中野信子さんによる基調講演のあと、

２つの分科会を開催しました。その

１つが、「今こそ、意思決定層に女性を ～わ

たしたちの未来をつくるヒント～」と題した

パネルディスカッションです。パネリストに

ジャーナリストの浜田敬子さん、日産自動

車の井原徹さん、京浜急行電鉄の島由

紀子さん、ファンケルの小田島真従さん、

モデレーターにWill Lab代表取締役で内

閣府男女共同参画連携推進会議有識

者議員の小安美和さんを迎えて、活発な

意見交換が行われました。

小安美和さん（以下、小安）　まずは、

ジャーナリストの浜田敬子さんから問題を

提起するスピーチをしていただきます。

浜田敬子さん（以下、浜田）　私は50歳

になるまで朝日新聞社で働き、そのうちの

17年間は『AERA』という雑誌を作ってき

ました。「働く女性」や「個人と組織」といっ

たテーマに力を入れるなか、何度も誌面で

提起してきたのが「自信過少」という問題

です。会社で働く女性の自信のなさは、決

して能力のなさに由来しているものではな

い。原因は、経験の少なさにあります。女

性には、同期の男性と同じように機会が与

えられているのでしょうか。企業人として育

成段階の20代からいろいろなチャレンジを

してもらう。女性にもチャンスがあれば、そ

れを獲りにいく。そういった機会が必要で

す。私が『AERA』の編集長だったときの

女性の部下を見ていても、もともと女性が

持っている共感力や調整力も作用して、と

ても丁寧に周囲とコミュニケーションをとっ

ている人が多かったと感じています。今は、

丁寧なコミュニケーションをとる共感型の

リーダーが求められている時代です。この

コロナ禍で私たちは、女性が政治のリー

ダーを務めている国において国民とのコ

ミュニケーションがうまく行なわれている事

例を目撃してきました。ドイツのメルケル首

相、ニュージーランドのアーダーン首相がそ

うでした。「共感と参画の政治を目指す」と

いうのが、アーダーン首相のキャッチフレー

ズです。今、企業でも一人ひとりの能力を

引き出すという意味において、共感と参画

という考え方が必要です。

小安　それでは、浜田さんのスピーチを受

［ 分科会 ① ］

今こそ、意思決定層に女性を　～わたしたちの未来をつくるヒント～
女性が意思決定に加わると何が変わるか？ 経営、現場の双方からともに考える。

内閣府男女共同参画連携推進会議 有識者議
員。東京外国語大学卒業後、株式会社日本経済
新聞社などを経て2017年に株式会社Will Lab
を設立し、代表取締役に就任。16年には、スイ
ス IMD Strategies for Leadership(女性
の戦略的リーダーシッププログラム)を修了。現
在、岩手県釜石市、兵庫県豊岡市などで女性の
就労促進、人材育成に関するアドバイザーを務
める。21年よりインフォバーン社外取締役。

1989年に株式会社朝日新聞社に入社。99年か
らAERA編集部記者として女性の生き方や働く
職場の問題、また国際ニュースなどを中心に取
材。2014年にAERA初の女性編集長に就任。
17年に同社を退社し、世界17カ国に展開する
オンライン経済メディア ビジネスインサイダー
ジャパンの日本版統括編集長に就任。20年に
退任後、フリージャーナリストとして活躍。著書
に『働く女子と罪悪感』（集英社）。

日産自動車株式会社 常務執行役員 人事責任者
代行、ダイバーシティディベロップメント、組織
開発、秘書室 担当。同社入社以来、部門担当人
事、採用、タレントマネジメント、ルノーとのア
ライアンス人事など、国内外での人事業務を担
当。2015年からはダイバーシティディベロップ
メントオフィスを統括し、女性活躍推進を含む、
同社のダイバーシティ＆インクルージョン推進
に携わる。

小安 美和
株式会社
Will Lab

浜田 敬子
ジャーナリスト

井原 徹
日産自動車
株式会社

MIWA KOYASU KEIKO HAMADA TORU IHARA

モデレーター パネリスト パネリスト

女性の自信のなさ≠ 能力のなさ

未来をつくるためにできること
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けて、日産自動車の井原さんには「なぜ、意

思決定層に女性を増やそうとするのか」に

ついて、ご意見をうかがいます。

井原徹さん（以下、井原）　女性のリー

ダーを増やす必要性、これには２つの側

面があると思っています。１つは女性の

ニーズをきちんと把握した商品、サービス

を企画していかないと世の中に受け入れ

られないということです。もう１つは人材マ

ネジメントの側面ですが、企業がサステナ

ブルに成長していくためには女性の活躍

と、それに伴う多様な意見が必須だという

ことですね。

小安　今、女性のリーダーが少ないという

壁を乗り越えるべく、皆さまは奮闘されてい

ます。それぞれの企業における取り組みや

明るい兆しを教えてください。

島由紀子さん　30代でグループ会社に

出向したときの私の経験をお話しします。

慣例として、出向すると役職が１つ上がり

ます。新しい職場で未経験の仕事をする

際に課長になり、私は非常に戸惑いまし

た。そこで取り組んだのは、私自身が壁を

取り払うということです。課長＝何でもひ

とりでできるという思い込みをなくし、ワン

チームでプロジェクトを進めていこうと尽力

したのです。無意識のうちにひとりで壁を

作って仕事をしていた過去の自分に気づ

き、反省しました。

小田島真従さん　私は社員教育の部門

で働いているのですが、会社の取り組みと

しては、来月にも経営層向けに意識改革

のセミナーを実施する予定です。このタフな

仕事を女性に任せたらかわいそうなのでは

ないかといった、一見すると優しさと思える

ような配慮も機会を奪うことにつながってい

ます。そうした優しさの勘違いといいますか、

無意識のバイアスについても経営層の認

知を促します。　

浜田　優しさの勘違いは、過剰な配慮から

生まれます。管理職層は、時短勤務で子育

て中の社員に対しても「その仕事ができる

かどうか」を聞いてほしいと思います。それぞ

れの事情があるので、彼女自身に選ばせて

いただきたいです。一方で、女性もチャンス

がくるのを待つだけではなく、声を上げてい

きましょう。「今は難しいけど、将来は、こうい

う仕事がしてみたい」といった声でもいいの

です。必ず、誰かが聞いていてくれます。基

調講演で中野さんが語られていたように、こ

うした前向きな言葉が自分を作り、未来を

作っていくのです。

井原　明るい話題としては、若い世代のマ

インドがかなり変わってきているのを感じて

います。当社では男性の育児休暇の取得

率が6割を超えていますが、育児休業は3

割に届かない状況です。そうしたなか、若い

世代の男性は8割が育児休業をとりたいと

アンケートで答えてくれています。いずれ、

育児休業を経験した男性が管理職に就い

ていくことを考えれば、女性が活躍できる企

業文化も大きく前進する未来が訪れている

はずです。

小安　女性活躍を会社に実装するマイン

ドセット手法の数々、大変参考になったか

と思います。本日はありがとうございました。

京浜急行電鉄株式会社 生活事業創造本部 開
発統括部長。横須賀市出身。横浜国立大学教育
学部卒業後、同社へ入社。不動産開発部門で、
横須賀リサーチパークの開発や沿線各地で住宅
の企画に携わる。現在は沿線各地の再開発や既
存市街地のまちづくりを担当。2019年に神奈
川県＆横浜市主催の「女性トップマネジメント
養成セミナー」受講。夫と子ども２人の４人家族
で京急沿線に在住。

ファンケル大学 教育企画部 教育企画 運営グ
ループ課長。国際基督教大学卒業後、株式会社
ファンケルに入社。2013年より社内教育部門
（ファンケル大学）で新入社員から役員層まで
の研修を担当し、多様な研修講師を務める。17
年に公益財団法人横浜市男女共同参画推進協
会主催の「よこはま女性のリーダーシッププロ
グラム」を受講し、講師の小安氏をはじめ女性
がリーダーとして活躍する姿に影響を受ける。

島 由紀子
京浜急行電鉄
株式会社

小田島 真従
株式会社
ファンケル

YU
KIKO SHIMA

MAORI ODASHIMAパネリスト パネリスト
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もう１つのパネルディスカッションは、

「私の生きる力 ～時代の変化コロ

ナ禍を乗り越える女性起業家～」と題して

の開催となりました。モデレーターとしてお迎

えしたのはコラボラボ代表取締役／お茶

の水女子大学客員准教授の横田響子さ

ん、パネリストを務めていただいたのはハグカ

ムの道村弥生さん、Craftieの康瑛琴さん、

Q-GARDENの小島理恵さんです。

横田響子さん（以下、横田）　本日は、起

業家の皆さまにお集まりいただきました。ま

ずは、皆さまの会社の事業内容について教

えていただけますでしょうか。

道村弥生さん（以下、道村）　ハグカムは、

「オンラインでの幼少期の好奇心育成」を

ミッションに掲げて、楽しい→続く→成長す

るといったサイクルを作る「夢中メソッド®」

を駆使した、子ども向けのオンライン英会

話スクールを展開しています。2021年で創

業7年目になります。

康瑛琴さん（以下、康）　Craftieはハンドメ

イドに特化したスタートアップで、創業6年

目。毎日の暮らしをちょっと特別に演出し、

人生の幸福度を高めることが起業の目的

です。メインの事業は、ハンドメイドのワーク

ショップを検索して予約できるサービス。い

ろいろな講師に登録していただき、「ワーク

ショップのマッチングサイト」というコンセプト

で展開しています。また、自宅でキャンドルや

プラントハンガーなどを作りたいと思ったとき

に検索できるハンドメイドレシピのサービスも

提供しています。

小島理恵さん（以下、小島）　創業11年目

になるQ-GARDENは、造園設計・施工・年

間管理を一貫して行っています。オーガニッ

クを特色にした造園会社であるところが、

他社との差別化ポイントです。オーガニック

ガーデン5か条として、「環境への配慮」「人

や動物にも安心」「地域の景観の保持」

「生物多様性への寄与」「種の保存」を掲

げて、化学的な農薬や肥料を極力使わず、

植物そのものの力を引き出し、美しさを追求

しています。

横田　皆さまはどのような思いで創業を決

意し、また、創業の最初期において、どのよう

に動かれていたのでしょうか。

道村　私は「子ども向けの好奇心育成をオ

ンライン教育で提供したい」の一択で起業し

たのですが、当初は不安しかありませんでし

［ 分科会 ② ］

私の生きる力 ～時代の変化コロナ禍を乗り越える女性起業家～
今なお続く大きな難局と対峙し乗り越えるそれぞれの女性起業家たちの底力から学ぶ。

株式会社リクルートを経て、2006年に株式会社コ
ラボラボ設立。「女性社長.net(会員約3,000名)」、
「J300」など女性社長を応援する企画に注力。11
年APEC 女性と経済サミットにてイノベーター表
彰、13年内閣府・男女共同参画局女性のチャレン
ジ賞受賞、14年 Forbes Japan「未来を創る日本
の女性！フォーブスが選ぶ10人」に選出。現在、総
務省地方制度調査会委員、JST スタートアップ・エ
コシステム形成支援委員会委員などを務める。

明治大学商学部卒業後、株式会社サイバーエー
ジェントを経て、2015年に株式会社ハグカムを
創業し、代表取締役に就任。同社では、「子ども
の『夢中の力』を信じる」をビジョンに掲げ、子
ども向けオンライン英会話スクール「GLOBAL 
CROWN(グローバルクラウン)」を運営してい
る。今後はさまざまジャンルが学べるプラット
フォーム展開を検討している。2児の子どもを
育てるママ経営者でもある。

幼いころから水彩画、油絵、DIY、フラワー、ア
クセサリーづくりと、ものづくりを広く嗜む。慶
応義塾大学卒業後、アクセンチュア 株式会社
に4年半勤めた後、楽天グループ株式会社のシ
ンガポールと日本で2年半勤務。テクノロジーの
最前線に身を置きつつ、趣味のものづくりに事
業としてのインパクトに魅力と勝機を見出し、
2016年にハンドメイド体験ワークショップの予
約サイトを運営する株式会社Craftieを創業。

横田 響子
株式会社
コラボラボ

康 瑛琴
株式会社
Craftie

KYOKO YOKOTA YONGGUN KANGパネリストモデレーター

道村 弥生
株式会社
ハグカム

YA
YOI MICHIMURAパネリスト

起業時の熱意と大変だったこと
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た。そもそも「資金調達って何？」「株主って

何？」という状況で、知らないことだらけでし

たから（笑）。とにかく、いろいろな人に聞きま

くりました。自分が知らないなと思ったら、信

頼できる人に聞く。創業期もそうですし、今

もそうです。知らないことを人に聞くという一

歩を踏み出す勇気があるのなら、起業は何

とかなります。ビジネスは、仲間づくりが大事

だと思いますね。

康　私は、「大きなビジネスで大きなインパク

トを社会に生み出したい」という欲求みたい

なものに動かされていました。最初にワーク

ショップビジネスを立ち上げるときに、サイトを

作ることはできるのですが、それを人に知って

もらわないと意味がありません。そこで、リク

ルートやTSUTAYAが主催するビジネスコ

ンテストに出場しました。さまざまな情報を集

めて、万全な態勢を整えて臨んだのです。そ

こで賞を獲ると、TSUTAYAやリクルートの

ように多くの会員を抱えている企業が確実

に協力態勢を築いてくれます。そうして大企

業の協力を得て、少しだけショートカットしなが

ら、サイトの認知度を拡大していきました。

小島　まず、造園は場所とお金がないと作

れないんです。でもお客様は、実績がない会

社に造園を頼みたくない。大きい仕事を受

けようとしても「これまでにどういう実績があり

ますか」と聞かれます。これが、起業してから

の悩みでした。もう、独立する前に築いた人

脈などでがんばるしかありません。資金的な

打開策としては、コンペに出て内閣府の助

成金をいただいたり、横浜市のアクセラレー

ションプログラムに応募して伴走してもらっ

てきたことですね。

横田　皆さまの熱意と苦労が本当に伝

わってきますね。昨年来のコロナ禍も大変

だったのではないでしょうか。

小島 　植木は放っておくと伸びてしまいま

す。商業施設で閉館になるところも出てき

ましたが、コロナ禍でも「年間管理の仕事

は止めないでね」と言ってくださるお客様が

多かったのがありがたかったです。万全の

対策をとったうえで事業は継続しました。

康　CraftieはBtoCだけでなく、BtoBの

事業も展開しています。商業施設にハンド

メイドのワークショップを提供しているので、

昨年の4～6月に各施設が閉まり、リアル

イベントの開催が全面的にストップした時

期は本当に辛かったですね。しかし、そうし

た事態を見越して3月には資金調達をして

いました。そして、悲観的に見えるなかでも

コロナ禍を追い風にできるようなネタはな

いかと社内で議論しました。当時、お家にこ

もる人がハンドメイドレシピのサイトに非常

に多くアクセスしてくれていたことに着目し、

そうした人がレシピを見るだけでなく、家で

ハンドメイドを楽しめるようなキット販売の事

業をゼロからスタートしました。それも7月に

はリリースしています。コロナ禍を悲観して

いる暇がないほど動きましたね。

道村　私は、昨年の4月に2人目の子ども

を出産しています。コロナ禍が来たタイミ

ングが妊娠8カ月目で、出産後は3カ月弱

でまた仕事に戻りました。ありがたいことに

オンライン教育が見直されて会員数は伸

びたのですが、そのオペレーション、リモー

トワークの事業体制づくり、資金調達の

ための銀行回りで大変忙しかったですね。

昨年の3月に緊急事態宣言が出たときか

ら現在に至るまで、全社フルリモートの勤

務形態を続けています。

横田　コロナ禍による影響は業種によっ

てまちまちですが、皆様のお話を聞いて、

変化への耐性は企業が継続するために

必要不可欠な要素だと再認識しました。

本日はありがとうございました。

横浜生まれ。信州大学農学部森林科学科卒業。
大学卒業後、大手造園会社に入社。その後、元
上司と有限会社GAOを設立し、庭園のデザイ
ンから維持管理までを手掛けはじめる。化学的
な農薬や肥料を使わない「オーガニックなガー
デニング」のスタイルを確立。2011年に株式会
社Q-GARDEN設立。ガーデンの設計、施工、
年間管理の業務を行うとともに、専門学校の講
師や本の出版などの活動も行う。

小島 理恵
株式会社
Q-GARDEN

RIE  KOJIMA
パネリスト

コロナ禍でどのように動いてきたか
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