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４つの部会

男女共同参画推進のための取組み
各部局のニーズに対応した組織体制の構築を目指して

｢セカンド・ステージ」へ

分室

tel/fax. 078-803-5471

キャリア形成支援部部会
両立支援部会
調査・教育・啓発部会
加速プログラム運営部会

部会には全部局から選出された協力教員
（各１名）が参加しています

調査・教育・啓発部会長 ロニー・アレキサンダー（国際協力研究科教授）
「男女共同参画に係る点検・
評価および啓発」という「調査・
教育・啓発」部会に規定されて
いる任務は、今までの取り組み
を評価しつつ、神戸大学におけ
る男女共同参画をさらに確かな
ものにするためのものです。活動の内容は、必
要に応じて、変更していくことが前提となって
います。現在、主に三つの柱を中心に活動を行
なっています。まず、｢男女共同参画 Week｣の開
催に伴って、男女共同参画の意義を多くの人に
考えていただくため、昨年度はキャッチフレー
ズやロゴマークのコンクール、男女共同参画貢
献賞などを実施しました。二つ目は、情報発信
です。神戸大学の各学部・研究科のホームペー
ジから推進室へのリンクを貼っていただき、速

調査
教育
啓発部会
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やかにアクセスできることによって活動の周
知等を高めることを図りました。三つ目は、
調査機能です。今まではアンケートや理事と
の懇談会など、色々な形で情報収集が行われ
てきました。しかし、そこで得た情報は必ず
しもみなさんに還元され、役に立っていると
は限りません。そこで、皆様方が必要とされ
ている情報を迅速に提供できるように、情報
収集の形を再検討し、より有効に行ないたい
と思います。
神戸大学における男女共同参画を実現する
のは、みんなの仕事です。女性も男性も、誇
りを持って神戸大学コミュニティの一員とし
て仕事、研究、勉学ができるように、私たち
は皆様から頂いた情報を活かし、一緒に楽し
く環境整備をしていきたいと思います。

（Ｒｏｎｎｉ Ａｌｅｘａｎｄｅｒ）
1977年に来日。
1989年に神戸大学法学部助手として着任
し、
1993年に国際協力研究科教授になる。専門は平和学、
国際関係論。
｢安心・安全に生きること｣をテーマに、研究・
教育と共に平和活動の実践を幅広く展開している。
【写真】震災前に家があった場所に｢ポーポキ友情物語｣
プロジェクトで作った布を広げる
（仙台市若林区2011.8）

平成 25 年度 子育て中の男女研究者支援

０歳から小学３年生までのお子さんをお持ちの
研究者の皆さまに研究補助者の配置を支援します
来年度の支援希望者を募集中！

支援内容 研究補助者を①年間２４０時間②年間２８０時間
③年間３２０時間④年間３６０時間配置する

支援期間 平成 25 年４月〜平成 26 年３月末
対 象 者

３月８日(金）まで

子育て中の常勤教員。原則として週 38 時間以上勤務の
研究者で、夫婦ともに常勤、ひとり親家庭、パートナーが
学生・ポスドク、パートナーが病気療養中などの条件にある方

神戸大学ホームページ「教職員の方」から詳細をご確認下さい
http://www.ofc.kobe-u.ac.jp/topics/t2013̲02̲18̲02.html
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教育・研究サポート

専門的な知識をもちながら様々な事情で研究を中断
した人に、本人材バンクに登録してもらうことで、
再びその能力を発揮できる機会を提供します。また、
研究・教育をサポートする人材を求める本学の教員
に、実験補助・研究データ解析・統計処理・資料作
成・文献調査等ができる専門的な能力をもつ人材の
登録情報を提供します。

人材バンク

現在登録者を募集中です。
人材バンクの詳細は男女共同参画推進室ホームページをご覧下さい。

登録者
募集中

http://www.oﬃce.kobe-u.ac.jp/opge-kyodo-sankaku/aproach/jinzaibank.html
※本人材バンクは求人・求職に係る情報提供を行うものであり、斡旋を行うものではありません。
また、求人は本学教員のニーズに沿って行われるため、登録によってすぐに職が得られるわけではありません。
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着任教員のご紹介

女性研究者養成システム改革加速
「レボルーション！女性教員養成神戸スタイル」

京都大学大学院地球環境学舎博士後期課
程修了、博士（地球環境学）
。立命館大学
グローバル COE プログラム「日本文化デ
ジタル・ヒューマニティーズ拠点」PD、
同大学衣笠総合研究機構 PD、日本学術振
興会特別研究員 (PD)、オハイオ州立大学
客員研究員を経て、2012 年 9 月より自然
科学系先端融合研究環重点研究部助教。
農学研究科食料共生システム学専攻、地
域共生計画学研究室に所属。

昨年 9 月の着任当初は育児と研究の両立に不安を抱えておりました
が、様々な支援制度の恩恵を受け、周りの先生方から温かい励ましを
いただきつつ、良好な研究ベースを構築しています。専門は芸術・文
化を中心とした農村振興です。芸術・文化の公益性を科学の力を用い
て評価すべく、全国の事例を調査しています。神戸大学においても、
兵庫県下のため池を中心とした豊かな農村資源と、デザイン都市神戸
の文化資源を循環させる仕組を提案したいと考えています。

理科好きの女子中高生のための

第 7 回関西科学塾＠神戸大学
H24. 11 月 18 日
（日）

・・・・・・・・・・・・

松本 文子
(まつもと あやこ)

青木 画奈
（あおき かんな）
九州大学大学院工学研究科博士課程修了。
理化学研究所、東京大学生産技術研究所、
イタリア技術機構ナノテクノロジー研究
所を経て 2012 年 10 月より自然科学系先
端融合研究環重点研究部助教。工学研究
科電気電子工学専攻メゾスコピック材料
学研究室勤務。

中世ヨーロッパで作られたステンドグ
ラスの赤色や黄色は、ガラス中の金ナノ
微粒子が太陽光内の青緑色、銀ナノ微粒子が青色の光を共鳴吸収し、
これらの色の補色のみが散乱されるために見える色です。金属微細構
造に現れる共鳴現象はプラズモン共鳴と呼ばれています。私は、この
プラズモン共鳴を用いた光学材料の開発に取り組んでいます。このた
び助教に着任し、学生の研究指導に携わるようになり、研究活動を始
めたばかりの学生達の、新しいことに触れる喜び・興奮を目の当たり
にして、「科学は楽しい。」という気持ちを新たにしています。

キャリアカフェ 2012

イベント
開催報告

神戸大学で行った実験実習

関西科学塾は、関西の大学や
お酒の強い人、弱い人
企業等が連携して女子中高生
鍔木基成 理学研究科教授
に理系の研究・実験等の面白
X 線で見る宇宙（X 線天文衛星データの解析）
さを伝える体験型イベントで
伊藤真之 人間発達環境学研究科教授
す。神戸大学は初年度から参
動物の感覚 - 昆虫の目・鼻・口や脳を見てみよう 加しており、今回は 26 名の女
佐倉緑 理学研究科講師
子高校生が参加して 11 月に 5
温室効果ガスってなーに？
つの実験実習を行いました。
笠原俊二 自然科学系先端融合研究環准教授
高校生たちは大学の研究室で
宇宙から降り注ぐ素粒子「宇宙線」を視る
の実験実習を体験したり、実
青木茂樹 人間発達環境学研究科教授
験のサポートをしてくれた大
学生と交流することで、大学
第 5 回神戸キャリアアップカフェ
で研究をすることに対する関
心をより強くしたようでした。 空気は変わる、空気を変える！

キャリアについて考えよう
自分らしく輝きながら仕事も私生活も充実させるために

H25. 1 月 8 日
（火）
ダイバーシティコンサルタントの北尾真理子氏を講師
に迎え、これから就職をする学生を対象に開催しまし
た。北尾氏が語った「まずは自分自身をよく知ろう」
、
「迷った時には（自分自身に対し）
、自分の親友にアド
バイスするように考えよう」といった考え方は、就職
や進路に悩む学生にとって、とても参考になったよう
です。今回のキャリアカフェは初の社会科学系学部で
の開催となりました。

キャリアカフェ 2012

子育てドクターランチミーティング
H25. 1 月 29 日
（火）附属病院 D＆N plus ブラッシュアップセンターと共催
子育て中の女性医師２名が、
「私って結婚できるの？」
、

未来に向かって新しい風をつくるのはあなたです 「保育園，病児保育，シッターさんって？」というテー

H25. 1 月 15 日
（火）

X 線で見る宇宙：
「ティコの超新星残骸」画像を調べる

本セミナーは理系女性研究者のスキルアップ
を目的としています。日本大学の大坪久子氏
を講師に迎え、国内の女性研究者をとりまく
現状、女性研究者をめぐるバイアスとバリア、
バリアを超えるために何が必要かといったこ
とについてお話しをしていただきました。

男女共同参画推進室にお気軽にお立ち寄りください

男女共同参画推進室
本部事務棟２階
男女共同参画推進室分室 自然科学総合研究棟２号館 101

マのもと仕事と育児を両立していくためのコツについ
てお話しました。
多忙な医師の皆さ
んが参加しやすい
よう昼休み時間を
利用して開催しま
した。

神戸大学 男女共同参画推進室

男女共同参画推進室シンボルマーク

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1
TEL 078-803-5017／FAX 078-803-5285 分室 TEL ／FAX 078-803-5471
Email: gnrl-kobestyle@office.kobe-u.ac.jp
HP: http: //www.office.kobe-u.ac.jp/opge-kyodo-sankaku/index.html

