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平成 25 年度から、男女共同参画にかかわる全学的なシンポジウムを開催しています。
今年度は高校生や大学生を対象に、理系への進学や研究職の選択を応援するため、理系研究者の魅力を伝えるプログラムを実施
しました。第一部では、企業・大学で働く理系の研究者に研究内容や働き方についてご講演いただき、第二部では高校生や大学
生と一緒に「わたしたちのいまとこれから」と題して、クロストークを行いました。
推進室
本部主催

女性研究者の魅力発信 〜リケジョのススメ！〜

日時：平成 28 年 10 月 22 日（土）13:00 〜 16:30
場所：あいめっせホール（イーグレひめじ）
参加者：108 名（学生 34 名、教職員 54 名、一般 20 名）
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基調講演１ 渡辺百合香さん（資生堂株式会社 化粧品開発センター）
「ワクワクをカタチにするものづくり〜感性と機能の融合〜」
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基調講演２ 高岡素子さん（神戸女学院大学 人間科学部 教授）
「理系女子 × わたしらしさ」
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キャリアパスショートセミナー
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日 時：平成 28 年 11 月 2 日（水）13:30 〜 15:00
場 所：播磨理学キャンパス 本部棟 202 講義室
講 師：瀧井智美さん
（株式会社 ICB・WLBC 関西代表）
参加者：45 名（学生 26 名、教員 7 名、その他 12 名）
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キャリアパス相談会 〜工場訪問〜

日 時：平成 28 年 11 月 4 日（金）
訪問先：グローリー株式会社
山陽特殊製鋼株式会社
参加者：10 名
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姫路環境人間Ｃ
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キャリアカフェ ＠環境人間学フォーラム

日 時：平成 28 年 11 月 10 日（木）13:00 〜 17:50
場 所：姫路環境人間キャンパス 講堂
参加者：110 名
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