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ダイバーシティコンサルタントの北尾真理子氏
をお招きし、「より良い働き方・生き方へのヒ
ント」を学ぶセミナーを開催しました。ワーク・
ライフ・バランスを実現推進するための手法と
して、職場でのタイム・マネジメントのアイデ
アを知り、仕事と生活の調和を考えるよい機会
となりました。

タイム・マネジメントと
ワーク・ライフ・バランス セミナー
（水）
日 時 平成26年10月29日
14:00〜16:00

場 所 神戸商科キャンパス

教育棟ⅡＣ103 講義室

講師

株式会社ダイバーシティオフィス KITAO 代表取締役社長
ひょうご仕事と生活センター上席相談員

北尾

真理子氏

〜より良い働き方・生き方へのヒント〜

参加者 40名【教員27名、職員12名、大学院生1名】

参加者の感想

（アンケートより

抜粋）
講師の先生がご自分の
体験を含めて話して
下さったのがよかった
。
● 仕事とプ
ライベートの時間の分
け方で悩む
ことが多かったので、
今日のセミナーでの
お話は非常に有効なヒ
ントが頂けました。
ありがとうございまし
た。
● 時間管理
の大切さを再認識した
。
● タイ ムマ
ネジ メン トの アイ デア
が参 考に
なった。
●

姫路環境人間キャンパス

環境人間学フォーラム
個別相談会
ム
環境人間学フォーラ

日 時 平成26年11月13日（木）13:00〜17:50
場 所 姫路環境人間キャンパス講堂
※ポスターは 3 月末まで本部女性研究者支援室前
に掲示予定ですのでご覧下さい。

11 月のフォーラムでは「研究者へとつづ
く道」と題したポスターを展示し、環境人
間学部で活躍中の 3 人の女性教員へのイン
タビュー（研究者になるまでの道のりや研
究職のやりがい、学生へのメッセージなど）
を高校生と学部生、院生に紹介しました。
また、12 月には臨床心理士である岡山大
学の小畑千晴氏による個別相談会を開催
し、教職員・大学院生を対象として、家族間
や職場での人間関係やキャリアについての
相談を受け付けました。

個別相談会

日 時 平成26年12月10日（水）14:00〜16:00
場 所 姫路環境人間キャンパス D 棟 小会議室 1
講師

岡山大学

小畑

千晴氏
環境人間学フォーラム

さむーい冬はあったか読書！

女性研究者支援室ライブラリー
①

②

③

① 科研費獲得の方法とコツ 改訂第 3 版
実例とポイントでわかる申請書の書き方と 児島将康（羊土社）
② 大学教員準備講座

夏目達也ほか（玉川大学出版部）

③ 伝わるデザインの基本 よい資料を作るためのレイアウトのルール
高橋佑磨ほか（技術評論社）

女性研究者支援室から貸出可能な書籍の一部をご紹介
します。全キャンパス・研究所の教職員、学生の方も
利用できますので、ぜひご活用ください。詳しくは各
キャンパスの女性研究者支援室分室もしくは本部女性
研究者支援室までお問合せください。

④

⑤

⑥

④ 学生・研究者のための 使える !PowerPoint スライドデザイン
伝わるプレゼン 1 つの原理と 3 つの技術 宮野公樹（化学同人）
⑤ これから学会発表する若者のために - ポスターと口頭のプレゼン技術
酒井聡樹（共立出版）
⑥ 国際学会 English ポスター発表 C.S. ラングハム（医歯薬出版）

・学生・研究者のための伝わる ! 学会ポスターのデザイン術 宮野公樹（化学同人）
・これから論文を書く若者のために 大改訂増補版 酒井聡樹（共立出版）
・国際学会 English―挨拶・口演・発表・質問・座長進行 C.S. ラングハム（医歯薬出版）
・国際論文 English 査読・執筆ハンドブック C.S. ラングハム（医歯薬出版）
・国際学会 English スピーキング・エクササイズ口演・発表・応答
C.S. ラングハム（医歯薬出版）

他にもまだまだあります！

リケジョ必見！

予 定

女性研究者リーダー
育成セミナー

公立大学法人

兵庫県立大学
サンテレビ

に
大学における女性研究者の環境改善にご尽力された
佐々木成江先生を講師にお招きして、「女性研究者が
増えると何が起こるのか〜名古屋大学での取り組みか
ら見えてきたこと〜」を講演していただきます。
日 時

平成27年3 月4 日（水）13:30〜14:30

場 所

播磨理学キャンパス

対 象

教職員、大学院生

講 師

名古屋大学大学院理学研究科理学専攻生殖分子情報学

佐々木 成江
参加申込

准教授

電話またはメールで担当までご連絡ください。
担当：播磨理学キャンパス女性研究者支援室分室 真殿
matono@sci.u-hyogo.ac.jp TEL 0791-58-0101
2 月 20 日（金）申込締切

本学女性教員が出演！！
や研 究経
本学 で活 躍中 の女 性教 員の 研究 内容
生へ のア
歴を はじ め、研究 者を 目指 す女 子学
「キ ラリ
ドバ イス、メ ッセ ージ をサ ンテ レビ
25）内
☆け いざ い」（毎 週日 曜 22：00 〜 22：
マン」
のコ ーナ ー「 キラ リ・リー ディ ング ウー
学研究科
より発信しています。2 月 15 日には工
の古賀麻由子准教授が登場します。
女性 教
今後 も偶 数月 の第 3 週目 に本 学が 誇る
い。
員が 順に 出演予定です。ぜひご覧くださ

前回 の放 送

http://www.u-hyogo.ac.jp/research/hmwr/
rolemodel/index.html

