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日時

あいめっせホール
（イーグレひめじ３階）

場所

121 名
【教職員 80名、大学生・院生 12名、一般 29名】

参加者

本学は平成25年度に文部科学省女性研究者研究
活動支援事業（一般型）に採択され、女性研究
者の研究とライフイベントとの両立を支援して
きました。同事業が今年度で終了することから
～実におもしろい！女性研究者のしごと～
と題して総括シンポジウムを開催しました。

開会にあたり
清原正義理事長兼学長から挨拶がお

こなわれ、我が国の科学技術発展のためにはダ
イバーシティを推進する
必要があり、今後も大学
全体として男女共同参画
を進めていきたいと述

べました。

続いて、
東京大学大学院情報学
環及び生産技術研究所の大島
まり教授による基調講演では、
研究者になるまでの道のりとご
自身の研究内容、これからの科
学技術の在り方や女性研究者
の今後について話してい
ただきました。

休憩を
はさんで、女性研究

者支援室の櫻井麗賀コー
ディネーターから事業成果報告
がおこなわれ、3 年間の本事業の
取組みと女性教員の在職比率の変化
等について説明がありました。

パネルディスカッ
ションでは、女性研究者支援室室長の三

浦永理准教授によるコーディネートのもと、パネ
ラーとして大島まり教授、九州大学男女共同参画

推進室の上瀧恵里子
教授、兵庫県立大学
経営学部の加納郁也
准教授が登壇し、他大学や企業での女性支援の
取組みや今後の女性研究者支援のあり方に
ついて討論しました。

国立研究開発法人
科学技術振興機構で科学技術プログラム推進部主任調査員

の園田太郎氏からご講評をいただき、キャンパスごとにおこなわれてい
るきめ細かい支援への評価と、支援事業終了後の取組への期待の言葉が

述べられました。最後に、濵田道夫副学長の挨拶により
閉会となりました。



日　時 開催キャンパス 参加者数 講　師 概　要

7 月 23 日 神戸商科 ５人 Jaime Morrish
( ブリティッシュ･カウンシル )

1 人 1時間の個別指導
（論文添削、プレゼンテーション指導など）

9 月 17 日 明石看護 36人 西川マリ
（カクタスコミュニケーションズ ）

看護領域における英語論文執筆セミナー　
～アクセプトされる論文の書き方へ～

10 月 2日 播磨理学 ５人 Dean Southorn
( ブリティッシュ･カウンシル )

1 人 1時間の個別指導
（論文添削、ポスター添削など）

9 月 25 日 姫路環境人間 ５人 Dean Southorn
( ブリティッシュ･カウンシル )

1 人 1時間の個別指導
（論文添削、プレゼンテーション指導など）

12 月 16 日 神戸情報科学 14人 Dean Southorn
( ブリティッシュ･カウンシル )

アカデミック・ライティング・セミナー

1 月 6日 播磨理学 53人 西川マリ
（カクタスコミュニケーションズ ）

英語論文書き方セミナー
１、英語論文の基本（初級編）
２、論文投稿に備える（上級編）
３、パブリケーション・マナー

12 月 21 日 明石看護 ５人 Tom Price
（インターグループ）

1人 1時間の個別指導
（論文添削、プレゼンテーション指導など）

英語セミナー
今年度は計 7回の英語セミナーを開催しました。

・ 論文を執筆する際におかしがちな過ちと対処法に

　ついての話が役立ちました。

　（9月17日　明石看護）

・ 論文の各セクションで何を書くべきかや、 表やグラフを

　具体的にどう直せば良いのかわかった。

　（1月6日　播磨理学）

・ 英語 writing に関してネイティブスピーカーから英語で説明してもらいより

　理解が深まりました。 また、 ペアワークの形がとられており、 英語でディ

　スカッションをする経験ができました。 　（12月16日　神戸情報科学）

参 加 者 声の

環境人間学フォーラム
仕事と介護の両立セミナー

商科キャンパス

環境人間学部の教員の研究内容やこれまでの道の
り、研究者としての日常生活などをポスターで紹
介しました。併せて大学院への進学案内もおこな
い、キャリアパス相談を受け付けました。学部生
や院生そして高校生
らが会場を訪れ、ポ
スターに登場した教
員らと”将来の仕事”
について意見を交わ
していました。

“「その時」に備えて今か
らできること”と題して、
仕事と介護の調和を考え
るセミナーを開催しまし
た。講師の米村紀美氏か
ら介護の現状について話
を聞いた後、介護に関す
る不安や疑問について参
加者が意見を出し合い、

今のうちにできることは何かを話し合いました。

“「その時」に備えて今か
らできること”と題して、
仕事と介護の調和を考え
るセミナーを開催しまし
た。講師の米村紀美氏か
ら介護の現状について話
を聞いた後、介護に関す
る不安や疑問について参
加者が意見を出し合い、

今のうちにできることは何かを話し合いました。

平成 27年 11月 12日（木）
13:00 ～ 17:50
平成 27年 11月 12日（木）
13:00 ～ 17:50

姫路環境人間キャンパス講堂姫路環境人間キャンパス講堂

日時

場所

平成 27年 12月 2日（水）
15:00 ～ 17:00
平成 27年 12月 2日（水）
15:00 ～ 17:00

神戸商科キャンパス　研究棟Ⅰ　115会議室神戸商科キャンパス　研究棟Ⅰ　115会議室

日時

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
コンサルタント　米村紀美氏
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
コンサルタント　米村紀美氏

講師

場所

32名（教員22名、職員10名 ）32名（教員22名、職員10名 ）参加者

・ 論文の校正でネイティブに伝わりやすい表現を教えてもらい勉強

　になりました。 今後の論文作成にも活かしていきたいです。

　（9月25日　姫路環境人間）

・ 国際学会で発表予定のアブストラクトの添削をしてもらいました。 普段、 英文校正

　に出すことが多いのですが、修正（校正）済みの原稿を受け取るのと、目の前で直し

　ていただくのとでは、 全く身につきかたが異なると思いました。 （10月2日　播磨理学）

1 月 6日　播磨理学キャンパス
9月 25日　姫

路環境人間キャ
ンパス


