ひまわり

男女共同参画推進室ニュースレター

HiMaWaRi

University of Hyogo Marvelous Women Researchers

Vol.20

発行：兵庫県立大学男女共同参画推進室
〒651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1
TEL：078-792-4822 FAX：078-794-5575

平成29年7月発行

今年度も、引き続き男女共同参画へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
男女共同参画推進室では、 全学シンポジウム、 研究力向上／ワーク ・ ライフ ・ バランスのためのセミナー、 女性研究者の裾野拡大の
取組のほか、 出産 ・ 育児 ・ 介護等のライフイベント時における研究支援員の配置、 保育料の一部補助等を行っています。
ご要望やアイデアがありましたら、 男女共同参画推進室または各キャンパスの分室まで声をお寄せください。

ごあいさつ

―― 室長 内布敦子（理事兼副学長）

内布敦子室長）

（理事兼副学長

平成29年4月から男女共同参画推進室長をさせていただいております内布です。 昨年度まで
室長であった片田前副学長につづき、 看護学部の出身で、 現在も看護学部教授として教育も
研究も行っています。 看護学部は、 女性研究者の方がメジャーで男性研究者の方がマイナーと
いう環境ですので、 むしろ男性教員が不利益を受けないように配慮しています。 出産や育児に
よる休業はあたりまえで、 女性研究者だから競争に不利という認識もありません。 ただし、 常時
複数の教員が休業していますので頻繁に非常勤の手配が必要になり、 上位教員は人探しに奔
走しています。
男女共同参画は女性そのものへの支援ばかりを考える傾向にありますが、 これからは女性支援
だけでなく、 男性が育児休業を取ることや休業中に学生への教育サービスが低下しないように多
少の無理をしている周囲の同僚 （男女問わず） をサポートすることにも目を向けなければなりま
せん。 さらに今後は出産育児だけでなく介護のための休業を取りやすくする時代にはいります。
性に関係なく働く人々がお互いに無理なく助け合う文化を作り上げて初めて成功と言えるでしょ
う。 男女共同参画の本来の姿にむけて、 この活動は次の時代に駒を進める時が来ています。
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女性研究者研究活動支援事業（一般型）事後評価を受けました
平成 25 年度に採択された 「女性研究者研究活動支援事業 （一般型）」 は、 平成 27 年度に補助期間が終了し、 約 2 年半の本学の
取組について文部科学省より評価を受けました。 評価はＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ（Ｓが最も評価が高い） の４段階で、 本学はＡ評価を受けました。
これまでの皆さまのご協力に御礼申し上げますとともに、 今後も継続して取り組んでまいりますので、 引き続きご協力お願いいたします。
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＜評価コメント＞
学長のリーダーシップの下、副学長と全部局長が参画する「女性研究者支援委員会」、副学長を室長とする「女性研究者支援室」
が中心となり、県内に広く分散する 8 つのキャンパスに「女性研究者支援室分室」を設け、各キャンパスの特性を踏まえた、
きめ細やかな支援を実施したことは評価できる。また、女性教員 30 名の採用、昇任による教授職への 8 名の女性の登用に加え、
大学全体の女性教員の競争的研究資金の採択率は目標値を上回り、採択額も大幅に増加しており、評価できる。
▶ 神戸大学を代表機関に、 関西学院大学とともに採択された 「女性研究者研究活動支援事業 （連携型）」 は、 平成28年度で補助
期間が終了しました。 これまでの取組について事後評価報告書にまとめ、 プレゼン報告にむけて準備を進めているところです。

平成28年度 実施報告
姫路工学Ｃ
分室主催

キャリアカフェ

工学部 （機械 ・ 材料） のオープンラボと同日開催で、 「リケジョのキャリアパス」 について気軽に
相談できるキャリアカフェを開催しました。 カフェのようにリラックスした雰囲気の中、 キャリアセンター
のスタッフや工学研究科の教員が、 女子学生の将来の不安などの相談にのりました。 また、 参加
者同士で情報交換も行われ、 お互いに良い刺激を受けた様子でした。
日時：平成 29 年 1 月 13 日（金）15:00 〜 16:30
場所：姫路工学キャンパス 3 号館 3 階会議室
講師：西尾通卓、米田セイ子（キャリアセンター）
藤原閲夫、三浦永理（工学研究科）
参加者：13 名（学部生 9 名、院生 4 名）
明石看護C
分室主催

┷ 参加者の声 ┷
・ 女子学生にフォーカスした話を聞く機会はあまりないので、 貴重な話を
聞けてよかったです。
・ 新たな方向性が見えたのでよかったです。

ランチタイム交流会

「女性研究者の心とからだのリラックス」 をテーマとした交流会を開催しました。 参加者による情報
交換や、 アロマハンドクリームを使用したワークショップが行われ、 教職員が交流を深めました。
日時：平成 29 年 2 月 7 日（火）
場所：明石看護キャンパス

関西電力主催

講師：黒田有里さん（研究支援員）
参加者：11 名（教員 6 名、職員 5 名）

関西電力 火力発電所 見学会

関西電力株式会社との共催により、 本学理系学生のための火力発電所の見学会を開催しました。
世界最高水準の発電設備をもつプラントや労働者の様子を見学できたことは、 学生にとって大変
貴重な経験となり、 キャリアデザインを考えるきっかけになりました。
日時：平成 29 年 2 月 13 日（月）
場所：関西電力株式会社 姫路第二発電所（LNG）
参加者：12 名（学部生 3 名、院生 4 名、その他 5 名）

