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第２回 太田学長と女性研究者の集い

意見交換会 ： テーマ 「本学女性研究者数を増やすため必要なこと」

     参加者からは、女性研究者を増やす方策として理系女性研究者の研究環境改善、保育支援の充実、
さらには女性限定公募といった意見が出された。学長は、それぞれの意見に対して所見を述べられる
とともに、特に執行部及び管理職となる男性教職員の意識改革の重要性を指摘された。

幹部教職員研修
「仕事と介護の両立に大切な任せ方・頼り方～仕事を続けることこそ親孝行～」

内布室長からの冒頭挨拶として、講師の紹介とともに介護に関する統計データや学内の介護に関する事例等を紹介した。
川内氏からは、実例を交えながらの介護の基本的な知識、仕事と介護の両立に必要な知識、さらには組織における介護支援の在
り方等を講演いただいた。
今回の研修は、幹部教職員が介護は組織にも個人にも重要なテーマであること、本学の介護支援や職場風土の醸成のために上司
としてやるべきことを理解する貴重な機会となった。
今後の本学の介護に関する体制づくり等に役立てるため、今回の研修内容を編集した、オンデマンド教材を制作し、介護の学習
資料として活用する予定である。

実施日時 : 2020 年 11 月 27 日（水）
講　　師 :  川内　潤氏（NPO法人となりのかいご代表理事）
参  加  者 :  本学教員 30 名（男性 26 名、女性 4名）
　　　　    本学幹部職員 15 名（男性 11 名、女性 4名）
　　　　　職員 3名（男性 1名、女性 2名）

アンケート結果

本 部　

2020 年 12 月 22 日 (　火　) 14:00　～ 16:00
参加者数  29 名 ( 教員 18 名、職員 9名 , その他 2名 )

on-line Carrer Café in Hyogo University
　日経ウーマノミクス・プロジェクト実行委員会主催のオンラインキャリアカフェを本学学生を対象に
開催し、大学 2年生 24 名が参加した。住友電気工業執行役員広報部長の國井美和氏を講師に迎え、会
社紹介、自身のキャリアパス、キャリアとは何かについて講演いただいた。参加した学生からは、目標
を持つことや偶然を受け入れながらも積極的な姿勢でいることの大切さを学んだという感想が寄せられ
た。コロナ禍で不自由な思いをしている学生にとっていい刺激になったようである。

女性研究者の研究発表

①タマシ・カルメン准教授 ( 国際商経学部 )「天神祭り」
②兼安洋乃助教（物質理学研究科）「超電導の理論研究」
③中出麻紀子准教授（環境人間学部）「本学における研究・地域貢献活動」
④片岡千明講師（看護学部）「血流系やサーモグラフィを用いたフットケアプログラムが 2型糖尿病
　　　　　　　　　　　　　患者のセルフケア能力に及ぼす影響」
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中出准教授の発表 意見交換会の
学長と内布室長
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NPO

(078)792-4822 women@ofc.u-hyogo.ac.jp

國井　美和　氏　（住友電気工業株式会社　執行役員広報部長）　

＜プロフィール＞
1994年度入社。大学は工学部計数工学、大学院は農学部応用生命工学を専攻。
自動車関連システムの開発・研究に 9年間従事。
2003 年に人事部へ異動し、技術系の採用、人材教育、ダイバーシティ推進
等を担当。昨年、広報部に異動。
今年子ども二人（22,19 歳）が家を出たため、自由な時間を満喫中。

on-line　Career　Café

以下の内容を記載し、メールの件名を「キャリアカフェ」と
して、男女共同参画推進室までお申込みください。　　　　
E-mail　women@ofc.u-hyogo.ac.jp 
ZoomURL をお送りします。
① 氏名（ふりがな） 　②　学部、学年

締切：202０年 1  ２月２２日( 火 )

兵庫県立大学男女共同参画推進室
Tel　078-792-4822  / E-mail　women@ofc.u-hyogo.ac.jp

•
•



オンライン　英語スキルアップセミナー

ひまわり

　日時：3月 9日（火 )13:30 ～ 16：10
　主催：男女共同参画推進室　、共催：本部産学連携・研究支援課
　講師：David Kipler 氏（カクタスコミュニケーションズ（株）学術出版トレーナー）

兵庫県立大学男女共同参画推進室　　〒651-2197 神戸市西区学園西町 8-2-1　
☎:078-792-4822　FAX:078-794-5575　E-mail  women@ofc.u-hyogo.ac.jp　　　https://www.u-hyogo.ac.jp/research/hmwr/index.html
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セミナー「コロナ禍からの私の Career の描き方」

分室の取り組み　

    日時：11 月 25 日（水）13：30 ～ 16：30
　講師：鴨谷香氏（キャリアコンサルタント、兵庫県立大学・神戸女学院非常勤講師他）
　内容 :  コロナ禍で悲観的になりがちな現状において「ありたい自分」にたどり着くための手段や道筋
　　　　を論理的に考えていく方法について講演されるとともに、国内外の男女共同参画関連の動きや
　　　　具体的な就職情報が紹介された。

冊子「災害時の子育て」

　日時：１月 17 日 15:00 ~17:00 （オンライン）
    講師 : 亀田佳代子氏（滋賀県立琵琶湖博物館上席総括学芸員）
　内容：前半は、女性研究者であり、滋賀県職員である講師が保育支援等の制度を含めた職場の現状と課
　　　　題、さらに今後の男女共同参画社会への展望を述べられた。後半は自身の「カワウの研究」を紹
　　　　介され、自然と人の共存の歴史や方法を生態学の視点から話された。アンケートでは、参加者の
　　　　多くはセミナーを有意義だと感じ、今後は男女への様々な支援と男性の協力が必要だという意見
　　　　が多かった。

本部　女性研究者支援

セミナー「男女共同参画とは？」 豊岡ジオ・コウノトリキャンパス　

神戸防災キャンパス

タマシ・カルメン先生が出演！

　本学女性研究者
をロールモデルと
した次世代女性研
究者育成事業とし
て、サンテレビの
番組で本学の女性研究者の活動を平成
15 年度から紹介している。　今年度は、
「第２回太田学長と女性研究者の集い」
でも発表された国際商経学部のタマシ・
カルメン准教授が出演し、自身の研究
やライフストーリーを語った。

①13:00 ～ 14:00　Lecture「カバーレターの執筆と査読者への回答」

②14:10 ～ 16:10　Workshop「プレゼンテーション」

神戸商科キャンパス　

　参加者：8名（教員 2名、大学院生 6名）
　内　容：30 分の講義の後、大学院生 4名が約 10 分間のプレゼンテーションを行っ
　　　　  た。発表者は事前に自身の資料を講師に送付し、当日は、英語の発音から 
                    ppt作成の注意点にまで大変丁寧な助言指導を受けた。全編英語によるワー 
                    クショップであったため、発表者が理解を深められるよう、当日の録画デー
                    タを実施日より 3か月間見られるようにした。参加者からは「ネイティブ
                    な先生からの助言は初めてで今後の英語発表に大いに参考になる」「今後
                   も継続してほしい」といった感想が寄せられた。

　参加者：20 名（教員 13 名、大学院生 7名）
　内　容：カバレターの執筆と査読者への回答に必要な細かい配慮やコツを丁寧　
　　　　かつ明確に解説するものであった。参加者の満足度は非常に高く、他の　
　　　　内容による英語論文執筆セミナー実施への要望が寄せられた。なお、本　
　　　　セミナーは、2021 年 3月 16 日～ 2022 年 3月 31 日の間、本学の教職　
　　　　員及び学生に向けにオンデマンド配信した。

　平成３０年７月の豪雨災害被災者の実体験に基づき、男女共同参画の視点から水害時の子育て支
援ガイド本を作成し、学内外に配布した。災害による学校・保育施設の被害と、それによる子育て
をめぐる問題への認識を深め、災害時の支援情報や対策を紹介している。冊子作成には、減災復興
政策研究科の学生が参加し、防災のみならず社会生活において男女共同参画視点の重要性を認識す
るよい機会となった。

2/14 （日）22：00 ～ 22：15
サンテレビ「しごとびと」

 

 

セミナー  13：30～14：45 

（休憩 15分）  

座談会   15：00～16：30 

1.2回生対象 

セミナー＆座談会 

  
 

 

 

申込み締切日 11月 13 日（金） 

 ） 

先着 20名 

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス

2021年  
3月 9日（火）　13:00 ~14:00

2021年 3月 9日（火）14：00～ 16：00

2 18

①　大学院生対象　　　　14：00～ 15：00
②　助教・ポスドク対象　15：00 ～ 16：00


