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メッセージ
平成29年度男女共同参画白書によると、働く女性の就業率（15歳～64
歳）は、昭和61年～平成28年の30年間に53.1％から66.0％と12.9ポイン
ト上昇しているとのことです。このデータをみる限りにおいては、女性の
職業への意識が高まっているように思われます。しかしながら、社会の
リーダー的立場で女性が牽引していく場面はまだまだ限られています。
したがって、今後は、さらに女性が多様で柔軟な働き方の選択肢が拡大
するとともに、より一層社会での活躍が望まれます。
本学においては、立学の精神を教育理念とし、創立以来、社会に有為
な女性の育成を目指す教育を推進してまいりました。これこそ、まさに男
女共同参画社会での女性の生き方の理念とも相通じるものと考えます。
まもなく創立80周年を迎えます。その間、名実ともに、グローバル社会で、
活躍している女性を多く輩出してきています。附属中学校・高等学校に
附属中学校・高等学校
おいても、大部分の生徒が大学進学を目指し、大学卒業後には必ず職
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業につくという職業女性の道を歩むことが当たり前になってきています。
それは、男女共同参画社会基本法が成立して20年近く経過し、その理念や考え方などが浸透してきた結果と
もいえるでしょう。またSSHの指定を受けて理数教育に力を注いできたことや、国際系の教育にも重心をおいた
教育を進めてきました。その結果として、興味・関心を持つ分野が多方面にわたり、文系とか理系とかの枠組
みを超えた幅広い分野に目を向けようとしています。予測不可能なこれからの社会に女性が活躍できるその土
台作りは中学校・高等学校の教育にあると確信しています。今後は、よき先輩のロールモデルを後輩が引き継
げるよう、その責任を果たしていきたいと考えています。

第２回 卒業生座談会

― これからの女性研究者育成の課題 ―
２０１８年２月２３日(金)

女性研究者支援センターでは、国内外で第一線の研究者と
して活躍する卒業生を招聘し、座談会を開催しました。第２回
目となる今回は、米ミドルベリー国際大学院モントレー校ジェー
ムズ・マーティン不拡散研究センターで研究と教育に携わる土
岐雅子さん(英米文学科卒)、米メイヨークリニックの研究員、浜
田直美さん(食物栄養学科卒)、小林製薬株式会社中央研究所
の研究戦略担当課長、河﨑美保子さん(薬学部生物薬学科卒)、
神戸大学大学院人間発達環境学研究科の研究員、田中美帆
さん(心理・社会福祉学科卒)が参加し、大河原量学院長、糸魚
川直祐学長、瀬口和義副学長らと語り合いました。卒業生達か
ら現在の仕事の紹介をしていただき、研究者としての喜び、仕
事とライフイベントを両立するための課題等を体験談を交えて
お話しいただきました。また、武庫川女子大学で得られた知識や出会いによって現在の基礎が培われたという
声が多く聞かれました。

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

女子中高生の理系進路選択支援プログラム
竹中大工道具館 見学・体験会

イベント報告

西宮市立西宮東高等学校 出前授業

２０１７年１０月２１日 （土）

２０１７年１１月１５日 （水）

日本で唯一の大工道具の博物館「竹中大工道具
館」において、見学・体験会を行いました。学芸員の方
の説明を受けながら、大工道具の展示や、迫力の建
築模型を見学しました。ワークショップでは、プロの大
工さんと一緒にカンナ削りを体験し、日本の伝統的な
ものづくりに触れました。

「建築と省エネ～ゼロエネルギー建築を目指して～」
をテーマに、本学建築学科講師の宇野朋子先生と、西
宮東高校卒業生である川崎佑華さん（本学大学院建
築学専攻）が西宮東高校で授業を行いました。１２月に
開催された「エネマネハウス２０１７」の取り組みも紹介さ
れ、生徒たちは興味深く話を聴いていました。

西宮市立上甲子園中学校 出前授業

兵庫県立明石高等学校 出前授業

２０１８年２月19日 （月）
１年生を対象に「トライやる・ウィーク」に向けての取り
組みの一環として、本学と学外４機関の9名の講師が
担当して、キャリア教育について学ぶ「職業体験授業」
を実施しました。受講した生徒さんは複数の講座を受
講することにより、仕事の違いについて学ぶことができ
たことと思います。

キッザニア甲子園

２０１８年３月５日 （月）

１年生を対象に本学情報メディア学科講師の和泉志
穂先生による「カラーマーケティング入門」、薬学部講
師の吉川紀子先生による「薬学研究者としての自身の
キャリアと現在の研究について」の授業を行いました。
受講した生徒からは「進路先として知らない分野がたく
さんあることがわかった」「自分の進路について考える
きっかけになった」等の感想がありました。

理系職業体験会
２０１８年３月１０日 （土）

キッザニア甲子園において、中学生を対象とした理系の仕事体験を行いました。こ
の企画は理系の仕事を体験することによって、科学やサイエンスに興味をもってもら
い将来の選択肢として理系進路への意欲を高めることを目的にしています。参加した
生徒の皆さんは「ロボットのプログラミング」や「せっけん工場」等５ヶ所の職業を体験し
「化学のことが少し分かった」。日焼け止めを作る体験をしたグループからは「成分に
ついて知ることができ、自分で選んで作れて面白かった」との感想が聞かれました。

イベント報告
働き方セミナー「居場所」のない男「時間」がない女 ～共に幸せになるために～
２０１７年１０月２３日（月）
講師 詩人・社会学者 水無田 気流 先生
國學院大学経済学部教授で、詩人・社会学者としてメディアでも活躍中の
水無田気流さんを講師にお招きし、「居場所のない男、時間がない女～共
に幸せになるために～」とのテーマでお話をしていただきました。日本の男
性・女性が置かれている現状の分析や、現代社会の抱える矛盾とその打開
策について、豊富な統計データを基に説明して下さいました。先生は、日本
型性別分業を乗り越え幸せになるためには、現在の社会制度を見直し、働
き方改革とともに暮らし方改革が必要であると、強調されました。参加者は
熱心に耳を傾け、「昔〜現在のCMを使い、話も理解しやすく、時間が経つ
のも忘れてしまうほどだった」、「男性だけではなく女性の意識も変える必要がある」「共に幸せになれる将来を掴
めるよう頑張りたい」など多くの感想が寄せられました。

関西圏女子大学連携プロジェクト 第5回 異分野交流会

２０１８年２月３日(土)

奈良女子大学、神戸松蔭女子学院大学、武庫川女子大学の３女子大学の取り組みとして「第５回異
分野交流会」が奈良女子大で開催されました。この取り組みは女性研究者が、連携機関の研究者や技
術者などと新たな共同研究を立ち上げることや、課題の発掘・計画提案などを支援し、研究環境の整
備とダイバーシティ化を目指すことを目的としています。今回は「美」「情報」「身体」「環境」を
テーマに、７名が研究発表を行いました。発表後はグループワークが行われ、活発な意見交換が行わ
れました。

ランチミーティング
第４回「絵本の読み聞かせ講座」（第６回育児交流会）
講師

教育学科非常勤講師

２０１７年１０月１３日(金)

中山 律子 先生

教育学科非常勤講師の中山律子先生にお越しいただき「絵本で子
育て～親子で絵本を楽しみましょう～」というテーマでお話をしていた
だきました。「いないいないばあ」「三びきのやぎのがらがらどん」などの
本を読みながら、読み聞かせのポイントや絵本の選び方を説明してい
ただきました。参加者からは「絵本は自然にそのまま読めばいいという
ことがわかった」「読み聞かせの大切さを再発見した」などの感想をいた
だきました。

第５回「リフレッシュ体操 ～ロコモチェックをしてみよう～」
講師

２０１７年１２月１３日(水)
オープンカレッジ所長 永田 隆子 先生

仕事の合間のリフレッシュをテーマに、体をほぐすストレッチやロコモティ
ブシンドロームの予防方法を指導していただきました。「歩幅測定」と「片足
立ち上がりテスト」で、各自のロコモ度の判定を行った後、ロコモトレーニン
グや椅子に座ったままできるストレッチを教えていただきました。参加者の
方からは、「楽に体を伸ばすことができた」「これからも体操を継続していき
たい」などの感想をいただきました。

第６回「研究とワーク・ライフ・バランス ―先輩研究者から聞く―」
２０１７年２月２０日（火）
講師

薬学部 名誉教授

石黒 京子 先生

先輩女性研究者の石黒先生から、研究、キャリア形成やライフワークバラ
ンスをお伺いしました。天然化学の研究を志されたのは大学院生の頃。と
にかく、実験や研究が楽しくてやってきましたとおっしゃる通り、若い時は、
研究三昧、マルチタスクで家事や育児をこなしてこられた日々だったそうで
す。石黒先生は、天然のかゆみ止め「ホウセンカの焼酎漬け」の効果の作
用メカニズムの解明をはじめ、幅広い研究テーマに取り組まれてこられまし
た。地道に実験や発表を積み重ねられ、これがキッカケになり、企業からの
オファー、共同研究など、ネットワークが広がり、研究がさらに展開して
いったそうです。一緒に研究をしてきた本学の院生は、素直で、きちんとした結果を出してくれました、こういうとこ
ろは女性の強みですねとおっしゃっていました。研究のテーマは日常にあり、だれもやっていないことを見つける
洞察力が大事、つねに複数のテーマを並行して進めておくといいと、アドバイスをいただきました。
キャリア支援部門では、少人数で先輩のお話を聞くランチミーティングを行っております。お話をしたい先輩が
いらっしゃいましたら、リクエストをお寄せください。

第7回「研究員支援制度とワーク・ライフ・バランス」
２０１８年３月９日(金)
研究支援員制度の利用者2名にお越しいただき、お話を伺いました。研究
支援員制度利用のきっかけ、業務支援の内容、利用した感想など、体験談
を交えてお話しいただきました。参加者の方からは「実際に利用されている
先生のお話が大変参考になった」などの感想をいただきました。

「ひょうご理系女子未来塾」の
WEBサイトを開設しました

研究員支援制度運用の
変更について
男女共同参画推進室では、出産・育児・介護のた
め十分な研究時間を確保できない研究者に対し研
究業務を支援する「研究支援員制度」を設けていま
す。利用者も増えてきていることから、平成30年度よ
り下記の通り変更します。

随時申請 → 年２回の受付期間を設ける

２０１７年１２月より、ＷＥＢサイトを開設しました。理系分
野を目指す女子中高生をサポートするさまざまな活動を
紹介しています。教職員の皆様も、ぜひご覧ください。

継続利用 → 年度更新 （年度毎に申請）

ひょうご理系女子未来塾

URL

検 索

http://www.mukogawa-u.ac.jp/~mirai/

Voice
私の両親は60歳を過ぎてからクルマの免許を取得した。父親が定年退職し、
時間の余裕も出来たのか、第二の人生をドライブして楽しみたいと思ったそう
だ。父親が免許をまず取得し、続いて、母親が取得した。夫婦で運転を交代し
ながら日本中をクルマで巡っていた。毎年、旅先から楽しそうな絵はがきが送
られてきた。
その両親も80歳を過ぎた頃、車検の更新を機会にクルマの運転をキッパリや
めた。父親は自分の意思でやめたが、母親は父親の決定を渋々受け入れて
やめた感じである。2年ほど前の話である。父親を見ていて、やめたことを後悔
している様子は全く感じない。散歩が趣味で、月に２回、梅田までカルチャー
教室に電車で通っている。一方、母親はクルマに依存した生活を送っていた
ようで、クルマのない生活にうまく移行できていない。日常の足がなくなったと
いう物理的な不便さの問題もさることながら、そもそも行動範囲が広く、社交的
西田 徹 先生
な母親は、知人を乗せてクルマを運転することに生きがいや張り合いを感じて
生活環境学科
准教授
いたようで、その喪失感を別のもので埋められないままのように見える。
写真は、この冬休みに行った淡路島の国営明石海峡公園である。特に今は子どもが小さいので、ドライブが一番
楽しい時期かも知れない。
さて、確かにクルマは危険な乗り物である。私もいつかはやめないといけない時が来ると思う。ただ、クルマをやめ
たことに未練があり、未だに話題にする母親を見ていると、やめ方を一緒に考えるべきだったと反省する。

ラビークラブだより
昨年の4月から、この１年間でグーンと成長した子ども達。歩けるように
なった子、離乳食が始まった子、お話がいっぱいできるようになった子、
絵や工作が上手になった子……たくさんの成長を見ることができました。
これからもかわいい子ども達の成長を一緒に見守っていきたいと思います。
ラビークラブ利用人数(延べ人数)
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1月
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合計

17

13

12

386名

学校法人武庫川学院 武庫川女子大学
〒663-8558 兵庫県西宮市池開町6-46 本館4階407号室
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女性研究者支援センター

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

男女共同参画推進室と女性研究者支援センターが共同でニューズレターを発行しております
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