
 

2022 年４月 27日 

学生のみなさまへ 

 

理事・副学長（ダイバーシティ担当） 

林 香里 

執行役・副学長（コミュニケーション機能強化推進担当） 

武田 洋幸 

 

総長対話の開催について 

 

このたび、「東京大学の D＆I について～D＆I 宣言発出にあたっての総長との対話～」と

題して総長対話を下記のとおり企画しましたのでご案内申しあげます。 

東京大学の基本方針として公表された UTokyo Compass の Perspective ３、３－１の計画

１「対話と共感の力をはぐくみ実践する大学文化の形成」には、「すべての人に開かれ、対

話を重視する大学を完成させるために、ダイバーシティ＆インクルージョン宣言を策定し、

周知する。」とあります。D&I 宣言発出にあたり、東京大学の D&I についてみなさまと対話

を通じ、よりよい大学を作るための機会となれば幸いです。 

みなさまの積極的なご参加をお待ち申しあげます。 

 

記 

 

開催日時：2022 年５月 19 日（木）13:30～15:00 

テーマ ：東京大学の D＆Iについて～D＆I宣言発出にあたっての総長との対話～ 

対象  ：本学学生 

開催形式：Zoom Webinar 

※英語による同時通訳を予定しております。 

※聴覚障害のある教職員、学生向けに手話通訳を同時配信予定です。 

参加方法：以下の申込フォームから申し込みをお願いします。ご登録いただいたメール 

アドレス宛に参加リンクをお送りします。 

また、申込フォームにおいて、ご意見等を入力いただくことができます。 

※当日ご参加が難しい方もぜひご意見をお寄せください。 

当日は時間に限りがございますので、事前にお寄せ頂いたご意見等を優先的

に取り上げさせていただく予定ですが、当日の進行状況により、これ以外の

ご意見等も受け付ける予定です。 

申込期限：2022年５月19日（木）12:30 まで 

申込フォーム：https://forms.office.com/r/GPqEieyEr6 

※UTokyo Account でのログインが必要です。ログイン方法は添付を参照してください。 

 

（本件担当） 

本部ダイバーシティ推進課推進チーム 

Mail： diversity-prom.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 



April 27, 2022  

To all the students of the university  

Executive Vice President（Diversity） 

Kaori Hayashi 

Executive Director and Vice President（Communication Enhancement Promotion） 

Hiroyuki Takeda 

 

RE: Dialogue with President Teruo Fujii  

 

The university will host “On Diversity and Inclusion of the University of Tokyo: Dialogue with 

President Fuji about issuing ‘Statement on Diversity and Inclusion.’”  

 

UTokyo Compass, released as a guiding principle of the university, states in “Perspective 3-1” 

that we will “form a university culture that fosters and applies a capacity for dialogue and 

empathy.” Furthermore, it declares that “in order to complete our profile as a university that places 

emphasis on dialogue and is open to all people, we will draw up and disseminate a declaration on 

diversity and inclusion.” As the university readies itself to issue this “Statement on Diversity and 

Inclusion,” the president wishes to discuss diversity and inclusion of the university with the 

members of the university community to continue creating a better campus environment. We look 

forward to your attendance and participation.  

 

Date: May 19 (Tues) 13:30～15:30 

Theme：On Diversity and Inclusion of the University of Tokyo: Dialogue with President Fuji 

about issuing “Statement on Diversity and Inclusion.’”  

Audience：Faculty and Staff of the UTokyo（A separate student session will be held on May 19 

(Thurs).) 

Format：Zoom Webinar 

※Simultaneous translation between English and Japanese is available  

※Sign language in Japanese is available to faculty, staff, and students  

※Registration: Use the following form to register. A link will be sent to the registered email 

account. We also welcome your comments in the form.  

※Those who are unable to attend are invited to send comments as well.  

Because of the time constraint, we will prioritize the comments submitted via the form prior to 

the event. However, time permitting, we will also accept comments during the dialogue.  

 

Register by: May 19 (Thurs), 2022, 1230 (noon) 

Registration form: https://forms.office.com/r/GPqEieyEr6 

※Use UTokyo account to log in. See the attached information for how to log in.  

 

Administration in charge of this event:  

Diversity Promotion Group at the Headquarters 

Mail： diversity-prom.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 


