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ざくろの花 
花言葉：再生・希望 

公江 茂 事務局長  

メッセージ 
 今回は、公江事務局長にインタビューし、ご自身のワークライフバランス

の状況や働き方改革に対する考え方について語っていただきました。 

―― ワーク・ライフ・バランスに関連して心がけていることをお聞かせください。 
 実は現在、高齢で１人暮らしの実母のことがあり、実家と行き来しております。

もちろん仕事と家庭は別ではありますが、そのような状況ですので、プライベー

トと仕事が両立できるように、いっそう心がけています。事務局長という立場では、

学院長がよく言われているスピード感をもって、生産性をあげられるような体制

づくり、主に勤務に関わる諸制度や福利厚生面などのしくみを充実させていき

たいと考えています。            

  ―― 休日は、どのように過ごされているのですか。         

―― ご自身の若いころと比べて、ご自身の働き方は変わってきていますか。  
 以前は“９時－５時”どころか、朝９時から翌朝９時まで、つまり、“ずっと仕事”の毎日でした。個人の生き方とし

ては充実して成長感も持つことはできていましたが、家庭人としては課題が多かったと思います。現在は、教職

員の皆が自分の若いころのような状態にならないよう、職場の様々な環境を整えることが自らの重要な役割であ

ると考えています。 
 

―― 何か仕事観のようなものが変わったきっかけなどあったのですか。  
 現在の職責を担ったことはもちろん転機でありました。さらに、事務局長となって翌年、平成25年に「仕事と生

活のバランス企業」として兵庫県から表彰されました。そのことで改めてワークライフバランスの推進者であらね

ばならない、という思いをより強く持ちました。 
 

―― 最後に、特に事務職員に対してのメッセージをお願いいたします。  
 個人としては自らの職責を充分理解し、目的と成果を意識して仕事を進める姿勢を持ち続けて欲しいと考え

ています。そのためには専門性の研鑽が不可欠です。 

 一方で、仕事は一人ではできません。部署やチームなど、全体での貢献を高められるよう、自分の立ち位置を

考え、専門性をチームの中で発揮してもらいたいと思います。そのためには上司、同僚、先生方とのコミュニ

ケーションを良くすることも必須です。 

 自分のペースだけで仕事を進めることはいけません。 また、時間外を使うことを前提に仕事を組むようなこと 

 休みの日には、畑や庭など外に出て、自然の世話をすることが楽しみです。リフレッシュにもなっています。近

隣の仲間からも「ようやりはんな」と言われるくらい頑張っています。以前はよく釣りもしましたが、残念ながら河川

の改修などの開発が進んで“ポイント”がわらなくなってしまい、最近ではあまり行けていません。        

定例開催スキルアップ支援講座     

● 英書精読会 （毎月1回）  
    初級 「不思議の国のアリス・オリジナル」 ルイス・キャロル 著   
    上級 「現代的実存と倫理」 ポール・ラムジー 著   

● Ｓｋｉｌｌ Ｔｉｍｅ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ 
    英語でのプレゼンテーション練習や論文添削を行います 
    国際学会や海外研修に向けて、効果的な練習ができます 
 ※ 両講座の開催日時・申込みについては「女性研究者支援センター」のホームページをご覧ください 

は原則しない、という考えを強く持ち続けることも大事です。時間は限り

がありお金に変えられないものです。自分のキャリアを高める中で充実し

た時間を使って欲しいと思います。 

 教職員全員が“同じ方向を向いている”という気持ちが持てて、大きな

視野をもってそれぞれが役割を果たしていただければ、教職協働、偕和

一致が必ず実現できると考えます。知性、感性、徳性を教職員が率先し

て磨いていただきたいと思います。 

 ブラボラ田植え（丹波市） 



ひょうご理系女子未来塾 ＳＴＡＲＴ !! 

平成29年6月10日(土) 13：00～16：20 開催 
 講師 日本大学 歯学部教授  クライブ・ラングハム 氏 
 

女子中高生の理系進路選択支援プ ログラム ｲ ﾍ ﾞ ﾝ ﾄ 報告  

 受講生７名の方に、事前に英語で作成したプレゼン原
稿を発表していただき、ロールプレイング形式でプレゼン
技術や質疑への対応の仕方などプレゼンテーションのス
キルを分かり易く説明していただきました。 

スキルアップ支援講座 

国際学会プレゼンテーシ ョンセ ミナー /ワークシ ョ ッ プ   

第 ４ 回異分野交流会 

 平成29年7月15日 （土）  
    オープンキャンパスにおいて卒業生座談会を実施 
 平成29年8月3日（木）～4日（金） 
    丹嶺学苑においてサマースクール宿泊研修を実施 
    1日目 eco体験学習・グループワーク 
    2日目 グループワーク・理化学研究所スーパーコン 
         ピュータ「京」の見学 
 

 平成29年8月8日（火） 
   理化学研究所と共催で朝小サマースクールに出展 
 平成29年8月11日（金）            
   オープンキャンパスにおける「未来カフェ」の実施 
 平成29年9月24日（日） 
   オープンキャンパスにおける理系進路相談窓口を実施     
       

「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」に本学の企画が採択されました  
 

 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の次世代人材育成事業「女子中高

生の理系進路選択支援プログラム」平成29年度採択機関として本学が選ばれまし

た。同プログラムは、女子中高生の理系分野に対する興味・関心を喚起し、理系

分野へ進むことを志すために様々な取り組みを推進するものです。この採択を受

け、中高生を応援するさまざまな企画を開催しています。 

イベント報告                   

スタートアップ支援講座 

統計学セミナー 中級編   

平成29年9月12日(火) 13：30～16：45開催 
講師 武庫川女子大学 看護学部 清水佐知子 准教授 

平成29年8月5日(土)  12：00～16：10 開催 
主催 ： 神戸松蔭女子学院大学、奈良女子大学、 
      武庫川女子大学 
 
 本学を会場として、３大学の主催で「生活」「感性」「女
性」「科学技術」をテーマに、6名の研究者が研究発表を
行い、その後グループワークと発表を行いました。 

 アンケートや実験データを用いた研究の質をレベルアッ
プするために、今回は中級編を開催しました。前半は座学、
後半はパソコンを使用しての実技を実施しました。 



ランチミーティング                   

講師  アロマセラピスト 岡本 美帆子 氏 
 

 アロマセラピストとして活躍されている岡本美帆子さんをお招きし、 

アロマグッズの手作り体験を行いました。当日は１９名の参加があり、

忙しい毎日をアロマセラピーでリフレッシュする方法を学びました。

最初に先生から精油の選び方や効能の説明があり、次に自分の好

みに合った精油を調合。アロマスプレーとバスソルトを作りました。

参加者からは、「短い時間でリフレッシュできた」「自分だけのアロマ

を作ることができて感激した」などの声が寄せられました。 

講師 武庫川女子大学 食物栄養学科 今村 友美 講師 
 

 現役の大学ラグビー選手に栄養指導を行った実績を元に 

スポーツを楽しむ人のための栄養と食事についてお話しをし 

ていただきました。当日は11名の参加があり、「運動部の子供

にお勧めの食事は？」「成長期の子供に最適な食べ物は？」

など具体的な質問が相次ぎました。先生の紹介した「簡単！

缶詰メニュー」には、「おいしそう！」「作ってみたい」との声が

あがりました。 

第 １回  「 スポーツ  栄養と運動 」      
                           平成29年6月29日(木)  11：30～13：00 開催 

第 ２回  「 あ らゆるシーンでのアロマ 」  平成29年7月21日(金)  11：30～13：30 開催  

 若手研究者と副学長の意見交換を目的としたランチミーティング

を開催し、男性２名を含む６名の参加がありました。瀬口副学長ご

自身の子育てや留学体験と、参加者の皆さんの現在の状況を交え

ながら、ざっくばらんに語り合いました。終始和気あいあいとした雰

囲気の中、実りある交流ができました。 

第 ３回  「 副学長と楽し く語ろ う 」    
                      平成29年9月20日(水)  11：30～13：30 開催  
 

公開講座 「 介 護 を考え る 」   
介護が必要な家族を支えるには  
   
 平成29年9月30日(土) 13：00～15：00 

  講師  NPO法人 となりのかいご代表理事  川内  潤 氏 
  

 「もし、あなたの家族に今、介護がやってきたらどう対応すれ

ばよいのか」というテーマで、ご自身の現場での経験を交えな

がらお話ししていただきました。家族だけで介護をすると上手

くいかない理由や、介護虐待についてなど、介護をする側の

精神面にも触れた説明をされました。 

 先生からは「介護は家族だけで抱え込まず、プロである介

護スタッフにぜひ相談してほしい」との助言がありました。 

また、「『介護』と『自分の仕事や趣味』を両天秤にかけてはい

けない」、「自宅介護か、病院・施設での介護か、どちらを選

んでも悔いは残る」という言葉は心に響くものがありました。 
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〒663-8558 兵庫県西宮市池開町6-46 本館4階407号室 

学校法人武庫川学院 武庫川女子大学 

女性研究者支援センター 男女共同参画推進室 

TEL ：0798-45-3542 FAX：0798-45-3535 
Mail：gsankaku@mukogawa-u.ac.jp 

TEL ：0798-45-3737 FAX：0798-45-3535 
Mail：female_r@mukogawa-u.ac.jp 
URL ：http://www.mukogawa-u.ac.jp/~female_r 

阿曽 洋子看護学部学部長 

＜プロフィール＞ 

博士（医学）。大阪大学名誉教授。
保健師として７年のキャリアを積ん
だ後、母校である大阪大学医療
技術短期大学部にて、基礎看護
学の教育に取り組む。神戸市立
看護短期大学助教授、大阪大学
医療技術短期大学部助教授、大
阪大学医学部保健学科准教授か
ら大阪大学医学系研究科保健学
専攻教授を経て、現職。研究分野
は、基礎看護学。 

 今年も大変暑い夏でしたが、「ラビークラブ」ではベランダにプール
（？）を出し、水遊びを楽しんだり、段ボールでお家を作ったり、お絵かき
をしたり、暑さに負けず元気いっぱい遊びました。 
 10月からは、お化けカボチャや巨大なくもの巣が登場！ハロウィン気
分を盛り上げています。大きい子と小さい子が一緒に遊ぶ姿も多くみら
れるようになりました。仲よくしている姿は、とてもほほえましいです。 

仕事に臨むにあたって心がけられていることは何ですか 
 時間を有効に活用すること、物事の対処は迅速に行うこと、そして昨日のことを
引きずらないで、いつも新しい気持ちで臨むように心がけています。現在の立場
になって、その人の長所を伸ばすことができるようにと考えています。 

仕事をする上での苦労はどのように乗り越えてこられましたか 
 主には、他の学問分野の方々に看護学を理解いただくための苦労だったと思い
ます。そのことについては、理解を得るために可能な限りコミュニケーションをとっ
たり、講演会などに来ていただいたり、共同研究に加わっていただいたりしました。
また、同じ意見の仲間とともに知恵を出し合い、理論武装をするためのデータを収
集して理解を得るように考え、乗り越えてきました。 

 仕事と家庭を両立されるため何か工夫をされたことがあったら教えて下さい 
 私の時代は、夫婦共働きは妻のわがままと言いますか、ですから妻は家庭のこと
をすべて自分で行うということが当たり前でした。そのため、時間を合理的で、能率
的に使うにはどうしたらよいかということを常に考えて行動をしていたと思います。 
 また、子どもたちの理解が最も大事なキーポイントと思いましたので、職場の許可
を得て子どもたちを職場に連れて行き、母親の働く姿を見せました。これによって、
帰りが遅い場合などがあっても、子どもたちは「お母さんはあそこで働いている」とい
うイメージを作ることができ、安心してくれていました。  

後輩の皆さんにお伝えしたいことをお聞かせ下さい 
 家族の理解が、女性が働く場合に最も大事なことであると思います。家族の中でも子どもが理解してくれてい
ることは、母親にとって大きな励みになりますので、是非とも子どもに理解を得るための工夫をしていただきたい
と思います。  

女性が社会で活躍していくにはどうしたら良いと考えますか 
子育てや介護が女性に降りかかることが多いと思いますので、職場内での保育ができる施設・設備の設置、 
フレックスタイムでの勤務や自宅での仕事ができる労務管理システムなどの充実が望まれます。

 ご自身の強みは何だと思われますか 
色々なことを発想して実行に移していくことが好きなことと、粘り強いところかと思
います。 

＊ ラビークラブだより ＊ 

ベビーシッター派遣事業及び法人契約のご案内 

 男女共同参画推進室では、教職員の皆様の育児と仕事の両立のさらなる支援を行うため、内閣府が実施
するベビーシッター派遣事業の助成を受けています。ご希望の方に「ベビーシッター派遣事業利用割引券」
を交付いたしますので、ご利用ください。また、株式会社ポピンズとベビーシッター法人契約を結びました。
入会金・年会費が無料です。「ベビーシッター派遣事業利用割引券」も利用できます。 
詳細、利用申込みについては、男女共同参画推進室にお問い合わせください。 


