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兵庫県立大学女性研究者支援室 ニュースレター
兵庫県立大学女性研究者支援室 〒 651-2197 神戸市西区学園西町 8-2-1
TEL.078-792-4822 FAX.078-794-5575

平成２５年度 文部科学省科学技術人材育成費補助金
事業の目的

兵庫県立大学は、多様で優れた教育、研究、
社会貢献活動を促進するため、女性研究者の活
動を全学的にきめ細やかに支援する体制の構築に
取り組んでいます。
本事業では女性研究者支援室を中心に、研究
とライフイベントの両立支援、研究力向上支援、女
性研究者の採用や登用の増加、女性研究者の裾
野拡大を図ります。

主な取り組み

女性研究者の出産、育児、介護等のライフイベン
トと研究の両立を支援するための情報提供や相談
支援の体制を確立します。

○女性研究者研究活動支援システム

ライフイベントに直面する女性研究者の研究活動の
継続と進展を支援
するため、実験・デ
ータ解析等の補助
を行う研究支援員
を配置します。

○女性研究者に係る保育支援

本学が提供している出産等に係る支援措置のほ
か、保育施設を取りまとめたハンドブックの作成や病
児保育、夜間延長保育、学童保育等の利用者支
援を行います。

○女性研究者のロールモデル情報発信

優れた女性研究者の研究内容や経歴、女子学
生へのアドバイスを情報発信。
女子学生のキャ
リアデザインの構築
を支 援することで、
女 性 の大 学 院 博
士 課 程 進 学 者や
研究者の増加を促
進します。
第１回放送撮影風景

わたしたちは、女性研究者を応援します！

「女性研究者研究活動支援事業」に採択されました
達成目標

本事業では、平成２７年度に達成すべき数値目標
を掲げて取り組んで参ります。

○大学院博士課程女子学生比率の向上

研究者を目指す女子学生へのキャリアパス相談
や情報提供を行い、自然科学系の博士課程進学者
を増加させることで女性研究者の裾野の拡大を図り
ます。平成２７年度に理学系では30.0％、工学系で
は10.0％の比率を目指します。

○女性教員比率の向上

多様な視点や発想を取り入れて研究活動を活性
化させるため、工学、理学系を中心に女性教員の
採用を積極的に行い、女性教員比率の向上を図り
ます。平成２７年度に女性教員の在職比率 1.9％増
を目指します。

○競争的資金の申請・採択率の増加

女性研究者の研究活動の充実・深化を図るた
め、競争的資金の申請・新規採択率の増加を目指
します。申請率は1.6％増を、新規採択率は4.3％増
を目標とします。
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■お 知らせ
女性研究者研究活動支援事業 兵庫県立大学シンポジウム

無限∞に広がるリケジョの未来

女子学生
対象

「理系女性研究者のキャリアを語る」をテーマに、基調講演とパネルディスカッションを
通して女子学生へのアドバイスとメッセージを発信します。
◆日時＝ 3 月 9 日（日）13:30 〜 17:00（開場・受付／ 13:00）
◆場所＝ホテル日航姫路 藤の間（姫路市南駅前町 100 番）
◆内容＝基調講演１ 理化学研究所網膜再生医療研究開発プロジェクトリーダー 高橋 政代氏
「iPS 細胞の臨床応用−女性だからできること」
基調講演２ 名古屋工業大学大学院産業戦略工学専攻 教授 浜田 恵美子氏
「企業における研究開発とキャリアパス CD-R 発明の秘話」
パネルディスカッション 理系女性への企業の期待、理系女性の職場から、リケジョのキャンパスライフなど
パネラー ・山陽特殊製鋼人事グループ長 安達 恵理子氏
		
・富士通テン AS 技術本部チームリーダ 本田 加奈子氏（本学卒業生）
			
・兵庫県立大学大学院工学研究科 准教授 三浦 永理
			
・兵庫県立大学大学院工学研究科修士１回生 吉田 智美
			
・兵庫県立大学大学院物質理学研究科修士２回生 下垣 実央
司会

兵庫県立大学女性研究者支援室コーディネーター 川口 利奈

◆問い合わせ＝兵庫県立大学姫路工学キャンパス 女性研究者支援室

TEL.079-266-1661

若手女性研究者・研究者
を目指す大学院生対象

■ 兵庫県立大学女性研究者支援幹部職員研修会

■ 兵庫県立大学看護学部女性研究者ロールモデル提供セミナー

本学の幹部教職員と各キャンパス支援員、推進員等を対象
に、女性研究者支援の必要性や効果、具体的な支援施策につ
いて学ぶ研修会です。

育児・介護等のライフイベントと両立しながら活躍している身近
な女性研究者のロールモデルを提供。若手女性研究者や研究
者を目指す大学院生のキャリアパス設計とキャリア支援に役立て
るセミナーと懇談会を開催します。

幹部教職員等
対象

◆日時＝3月11日
（火）
15:00〜17:00
◆場所＝兵庫県立大学神戸商科キャンパス研究棟 Ⅰ115
◆内容＝第１部 女性研究者支援の必要性、効果
女性研究者支援推進における幹部教員の役割
名古屋市立大学における先進的な取組と実現までの
プロセス 等
講 師／ 名古屋市立大学女性研究者支援室長・学長補佐
北川 真理子氏
第2部 名古屋市立大学における支援施策、
施策実施の際に生じた課題や解決方法等のエピソード
今後の取組み 等
講 師／ 名古屋市立大学女性研究者支援室特任助教 佐藤 洋子氏
◆問い合わせ＝兵庫県立大学女性研究者支援室

◆日時＝3月17日
（月）
13:30〜16:00
◆場所＝兵庫県立大学明石看護キャンパス1F 多目的ホール
◆内容＝兵庫県立大学OGほか、活躍中の女性研究者を講師に招き、
前半はリレートーク形式での講演を、後半は小グループでの懇
談会を行います。
講師／兵庫県立大学大学院博士後期課程
（NTT東日本関東病院母性看護専門看護師・助産師）
長坂 桂子氏ほか
◆問い合わせ＝兵庫県立大学明石看護キャンパス

女性研究者支援室

リケジョ
必見！

TEL.078-792-4822

■ 女性大学院生キャリアパス支援講座

終了しました。

本学神戸情報科学キャンパスに在学する女性大学院生を対
象にしたキャリアップを支援する講座です。
◆日時＝2月26日
（水）
10:00〜17:00・27日
（木）
10:00〜17:00
◆場所＝兵庫県立大学神戸情報科学キャンパス624情報処理室
◆内容＝第１部 研究業績アップの説明会
「女性研究者を目指す院生が今後身につけておくべき
スキルと研究手法の確立について」
講 師／ 兵庫県立大学大学院
応用情報科学研究科教授 石垣 恭子
第2部 研
 究業績アップ支援ワークショップ
「テキストマイニングソフトを使用した、
テキストベースの
データ処理の技法の習得」
講 師／神戸市看護大学教授 服部 兼敏氏
第3部 女性大学院生キャリアアップ支援個別相談
◆問い合わせ＝兵庫県立大学神戸情報科学キャンパス

女性研究者支援室

TEL.078-303-1901

TEL.078-925-0877

公立大学法人

兵庫県立大学 ×

サンテレビ「
」に
本学女性教員が出演！！
本 学で 活 躍 中 の 女 性 教 員 の 研 究 内 容や 研 究 経
歴をはじめ、研究者を目指す女子学生へのアドバイ
ス、メッセージをサンテレビ「キラリ☆け いざ い 」
（ 毎 週日曜 2 2 : 0 0〜2 2 : 2 5 ）より発 信して いま
す 。第１回目の２月16日放送分には工学研究科の
三浦永理准教授が出演。3月16日には看護学部看
護学科の李錦純准
教授が登場します。
4月からは偶数月の
第3週目に本学が誇
る女 性 教 員 が 順に
出演の予定です。ぜ
ひご覧ください ! !
［前回の放送］http://www.sun-tv.co.jp/kirari/

