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共催
後援「男女共同参画社会」の到達点「男女共同参画社会」の到達点

男女共同参画推進室ニュースレター

本学の女性比率について、 女性教員在籍比率は 21.4％と全国平均よりわずかに低く、 ここ数年

は横ばいの数値に留まっている一方で、 女子学生在籍比率は右肩上がりに伸びており、 特に最

も女子学生比率の低い工学部では 5 年前から 100 名ほど増えています。 室長は本学が特に力を

入れている裾野拡大の取組を紹介し、 実を結びつつあると話しました。 他に、 本学における男女

共同参画推進のための体制、 ポジティブ ・ アクション、 WLB のための環境整備、 教育 ・研究活

動支援を紹介し、 来場者アンケートでは 「先進的な取組」 として評価されました。

日時：平成 29 年 12 月 19 日（火）14:00 ～ 16:30
場所：ハーバーホール（神戸市産業振興センター）
参加者：261 名（学内 92 名、神戸大学 14 名、関西学院 27 名、一般 128 名）

兵庫県立大学の取組紹介 内布敦子（理事兼副学長・男女共同参画推進室長）

上野さんは、 冒頭で 「女性参政権は政治を変えたか？」 という問いを立て （答えは 「ノー」）、

雇用機会均等法から女性活躍法に至る社会施策について歴史的評価を踏まえて解説し、 女性が

置かれた社会的状況について、 主に労働の観点から分析しました。 後半では、 女性研究者の

生存戦略を 「研究テーマの先覚性」 と述べました。 男女共同参画社会の 「アイロニー」 や 「欺瞞」

を喝破するような歯切れのよい講演に、 会場には笑い声があふれました。

平成 25 年度から、男女共同参画にかかわる全学的なシンポジウムを開催しています。
今年度は、社会学者の上野千鶴子さんをお迎えして、「男女共同参画社会」の到達点とこれからの課題、そしていま大学が果た
すべき役割について考えました。補助事業で連携した神戸大学男女共同参画推進室および関西学院男女共同参画推進本部と共催
し、当日は学内関係者のみならず全国の大学や地方自治体の関係者をはじめ多くの一般参加があり、大盛況となりました。

基調講演 上野千鶴子さん（認定NPO法人WAN理事長・東京大学名誉教授）
　「女たちの 30 年――ジェンダー平等は達成されたか」

┷ 参加者の声 ┷

・ 男女共同参画社会の推進には社会だけでなく、 大学教育の現場から変えていかなければならないと知り、 見聞が広がった。

・ 今後の日本のためにも自分も含め一人ひとりが意識を変えることが必要だと思いました。

朴木先生は大学における男女の垂直的分離 （上位職になるほど女性が少ないという現状） の深刻

さを指摘し、 意思決定過程に女性がかかわることの重要性を強調しました。 また、 上野さんは会

場からの 「教育としての大学の役割について」 の質問に答えて、 具体的に身を護る知識の習得と

して 「労働法を必修科目化すべき」 と述べました。

パネルディスカッション

上野千鶴子さん

朴木佳緒留さん （京都教育大学監事 ・神戸大学名誉教授）

三浦永理 （県立大工学研究科准教授 ・男女共同参画推進室副室長）

加納郁也 （県立大経営学部教授）

山口真紀 （男女共同参画推進室コーディネーター）

「大学 ( 私たち ) の役割――教育・研究機関に問われていること」「大学 ( 私たち ) の役割――教育・研究機関に問われていること」
パ ネ ラ ー

コーディネーター



姫路工学Ｃ
分室主催 キャリアカフェキャリアカフェ

姫路環境人間Ｃ
分室主催 環境人間学フォーラム環境人間学フォーラム

明石看護Ｃ
分室主催 ご存知ですか！ イクボス・イクメンご存知ですか！ イクボス・イクメン

男女の相互理解によるワーク ・ ライフ ・ バラ

ンスの推進に向けて、 本事業で初めて 「イ

クメン」 や 「イクボス」 をテーマとしたセミナー

を開催しました。 講師の川口先生には 「夫

の育児と妻のワーク ・ ライフ ・ バランス」、 中

里先生には 「仕事と生活の統合モデルで考

える大学教員のワーク ・ ライフ ・ バランス」 と

いったテーマで講演してていただきました。

また、 後半はワークショップ形式で自分自身

の 「仕事と生活の現実」 をチェックしました。

前回好評だった 「リケジョのキャリアパス」 を

気軽に相談できるキャリアカフェを開催しまし

た。 前半は、 就職コーディネーターが 「女

子学生の就活 ・ 就職状況」 について紹介し、

後半は工学研究科の女性教員を中心に、

ケーキを食べながらの座談会となりました。

集まった女子学生は教員の経験談に興味

津々で、 会話が弾んでいました。

日　時：平成 29 年 9月 12 日（火）13:00 ～ 15:00
場　所：明石看護キャンパス
講　師：川口利奈さん（龍谷大学非常勤講師・同農学部技術補佐員）
　　　　中里英樹さん（甲南大学文学部 教授）
参加者：38 名

┷ 参加者の声 ┷

・ 同業者の働き方を聞く中で、 自分の仕事

　の時間配分の課題に気づくことができた。

・ 職場風土を変えていくことは本当に大切だ

　と思いました。

┷ 参加者の声 ┷

・ データを基にした女性のキャリアの現状につ

　いて聞けてよかったです。

・ 先生方から進学選択の時の状況や気持

　ちを聞けて、 とても良い経験になりました。

・ 就職のことがわからなくて悩んでいたので、

　いろいろな話を聞けてよかったです。

日　時：平成 29 年 10 月 5日（木）14：00 ～ 15：30
場　所：姫路工学キャンパス 3 号館 2階会議室
講　師：鴨谷香（就職支援コーディネーター）、米田セイ子（キャリアセンター）
　　　　三浦永理、藤原閲男、古賀麻由子、野﨑安衣（工学研究科）
参加者：11 名

環境人間学フォーラムへの出展は 4 回目となりました。 今回も新たに 4 名の教員が 「研究者へ

の道のり」 と題して、 自身のキャリアパスをポスターで紹介し、 訪れた学生からの質問に答えま

した。 また、 ロールモデル放送 「キラリ LEADING WOMAN」 も上映しました。

日　時：平成 29 年 11 月 9日（木）13:00 ～ 17:50
場　所：姫路環境人間キャンパス講堂

男性も女性も、 ともにいきいきと働きやすい職場づくりに向

けて積極的に取組を行っている神戸市内に所在する事業所

（大学） として、 表彰されました。

公表では、 推進室と全 9 キャンパス分室が連携する全学的

な男女共同参画の体制、 研究活動支援のための研究支援

制度が特に評価されました。 表彰状と副賞として授与され

た盾と一緒に、 推進室と分室のスタッフで記念撮影を行い

ました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 男女共同参画推進室 ・ 分室スタッフ表彰式にて神戸市副市長と戸田局長

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　「こうべ男女いきいき事業所」に表彰されました　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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