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型）

女性研究者研究活動支援事業（一般

３年間の主な取組みと実績
女性研究者研究活動支援システム
実験・データ解析等の補助を行う研究支援員をラ
イフイベント（育児・出産・看護・介護等）中の女
性研究者（配偶者が大学等の研究者である男性研究
者を含む）に配置することで、女
性研究者の研究活動の継続と進展
を支援してきました。研究支援員
は学部生や大学院生、ポストドク
ター等がつとめ、専門性などに基
づいて配置しました。
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女子学生比率の向上
女性研究者の裾野拡大のため、女子学生比率が特
に低い工学部では、高大連携シンポジウム、女子高
生と保護者対象の進学案内会などを開催して女子受
験生の増加を図ってきました。
女子の工学部入学者数は年々増加し、平成 27 年度
には10％を超えま
し た。一 方、工 学
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成 24 年度以降お
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であり、博士課程
8.3％
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への進学者増加が
H24
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望まれます。
工学部の入学者に占める女子の割合

本学は平成 25 年に文部科学省女性
研究者研究活動支援事業（一般型）
に採択され、女性研究者の活動を
全学的に支援してきました。

女性研究者に係る保育支援
子育て中の女性研究者（配偶者が大学等の研究者
である男性研究者を含む）を支援するため、夜間（延
長）保育、休日保育、学童保育、病児保育の利用料
を補助する保育支援をおこないました。また、利用
者から施設情報を収集し、女性研究者にとって利用
しやすい保育施設等を取りまとめたハンドブックを
作成しました（平成 28 年 3 月発行）。
支援内容

・夜間（延長）保育、休日保育、学童保育は
月 5,000 円を上限
・病児保育は 1 回あたり 2,000 円

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度
利用者数

4名

10 名

11 名

女性教員比率の向上
多様な視点や発想を取り入れて教育・研究活動を
活性化させるため、本学では女性教員の採用を積極
的におこなってきました。本事業開始時に女性教員
在職比率の目標値を定め、平成 24 年度（5 月 1 日
時点）の 19.8% から 3 年間で 1.9% の増加を目標
と し ま し た。平 成 27 22％
実績
目標
年度には目標を達して
21％
女性教員比率は 21.7%
となっています。ただ 20％
し、工 学 部 2％、理 学 19％
部 10％ な ど 工 学・理
学系の女性教員比率は 18％
依然として低く、これ
H24
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らの分野の女性採用は 実績 19.8％ 20.7％ 21.7％ 21.7％
目標
20.6％
21.1％
21.7％
今後の課題です。
女性教員在職比率の目標値と実績

本

部

本事業の活動を通して多くの女
性研究者と接し、そのパワフルな
生き方に話をしているこちらまで
エネルギーをもらうようでした。
その一方で苦労した話も聞き、環
境を改善していく必要性を感じま
した。本事業の取組みが少しでも
実を結び、将来 1 人でも多くの
女性が研究分野で生き生きと活躍
してくれれば嬉しく思います。
（コーディネーター）

神戸商科キャンパス

姫路工学キャンパス

推進員の活動を通して、女性教
員の方々の日頃の思いや苦労を伺
う機会が多くありました。水面下
に溜まっている諸問題について、
困難な状況を当事者の過大な努力
で乗り越えざるを得ない現状をど
う変えていけるのか。女性研究者
が増加し、より活動しやすく能力
を発揮しやすい環境をどう作るの
か。男性教職員と共に意識改革や
大学組織運営のあり方などを斬新
な視点から再
検討する必
要性を痛感
しています。
（推進員）

単身赴任をして研究を続けてお
られる女性研究者の方々、多くの
男子学生の中でキャンパスライフ
を満喫しているたくましい女子学
生、自分の将来の道を探り真剣に
大学選びをする女子高校生…。支
援員としてこの仕事に携わり様々
な方と出逢えたことで、私自身視
野が広がり、多くのことを学ばせ
て頂くことができました。
（支援員）

女性研究者研究活動支援に
ご理解・ご協力いただき
ありがとうございました！
女性研究者支援室は平成 25 年 10 月に大学本部で発足し、女性研究者研究活動支援に取組
んできました。さらに、県下にキャンパスが広がることから、きめ細かい支援を目指して各キャ
ンパスに女性研究者支援室分室を設けており、分室長である経営部長、推進員の教員、事務担
当職員、支援員らが協力して事業を推進してきました。
補助事業が今年度で終了しひとつの節目を迎えることから、分室のある８キャンパスのうち、
専任の支援員を配置している５キャンパスの分室と本部からメッセージをお届けします。
来年度は研究活動支援システムや保育支援など好評だった取組みを継続しつつ、新たな取り
組みも進めていきますので、ぜひご活用下さい。詳細は４月以降に順次お知らせします。

理学部で開催された女性研究者育成
セミナ―には、女性だけでなく多くの
男性研究者が参加され、女性の活躍す
る場の広がりが、社会に当たり前のこ
ととして受け入れられつつあると感じ
嬉しく思いました。学生が巣立ってい
く卒業の時期を迎え、若い世代の人々
が希望を持っ
て輝いて活躍
できる環境が
整っていくこ
とを願いま
す。
（室長補佐）

女子学生のためのキャリアパス相談会
を行い、将来に向けて真剣に取り組む学
生たちがこれからも一生懸命に進んでい
ただきたいと思いました。 （推進員）
女性研究者の方々が家庭と仕事や研
究との両立をされながら、日々奮闘さ
れている姿を真近で拝見し、自分にとっ
て良い勉
強と刺激
になりま
した。
（支援員）

お蔭様で明石看護キャンパスの特
性を活かしましたセミナーや、ロー
ルモデル放送等様々な開催に携われ、
想像以上に盛大な事業で大変貴重な
経験ができ、本当に感謝の気持ちで
一杯です。諸先生方の惜しみないご
協力ご指導、研究支援員の方々や関
係者の皆様の
温かいお手伝
いでサポート
を頂き、心よ
り御礼申し
上げます。
（支援員）

播磨理学キャンパス

姫路環境人間キャンパス

明石看護キャンパス

