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メッセージ 

 男女共同参画社会の実現をめざして、「基本法」が制定されたのが１９９９

年のことであるから、今年でちょうど２０年目を迎えたことになる。この間、男

女共同参画がどの程度日本の社会において進展したのか、それを正確に

判断するのは難しいかもしれないが、まだまだ取り組まねばならない課題が

残っていることは確かであろう。社会のそれぞれの分野において、その基本

理念の実現に向けて、鋭意、弛むことなく、努力していくことが求められてい

る。 

 女子学生の教育に携わっている者の立場から言えば、私は、男女共同参

画推進の根本理念となっている「女性のチャレンジ支援」に特に興味をもっ

ている。いま日本の社会は、「柔軟性」（フレキシビリティ）を配慮ないしは重

視し、それを可能とする社会へと変質・変貌の道を辿っているように思われ

る。大学では学習・研究テーマの選択においても、また卒業後は、職業の

選び方、労働のかたち、雇用の形態、家庭の築き方、生活のありよう、人生

設計の型、成人学習活動、等々においても、人は、自らの意思によって自

由に選択し決定することができる。この柔軟性に基盤をおく社会は、女性に

とっては決して不利な状況ではなく、より望ましい条件、より受け入れやす

い環境となり、自己実現がより容易な社会となるのではあるまいか。このとき、

大切なのは、「男女共同参画社会」の理念のひとつとして、 「自らの意思に 

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保された社会」の実現をめざすという言葉に

明記されている、「自らの意思によって」という心の姿勢であると思う。 

 じつは、「自らの意思」を十全に働かせるというのは、それほど容易なものではない。この精神の営みを鍛

えるには、「ものを考える力」が不可欠であろう。大学における教育・研究とは、自分でものを考える力を身に

つけさせ、自らの意思を実行できる力を養うことではあるまいか。女性における真のチャレンジ精神はここか

ら生まれてくるものと期待したい。 

玉井 暲  文学部長 

平成31年度(前期)  研究支援員制度 利用者募集のお知らせ 

ご利用者の声(抜粋) 

育児をしながら多くの研究業務をこなさな
くてはならない状況でしたが、研究支援員
のサポートに大変助けられました。本制度
に心からお礼を申し上げます。 

研究支援員としての経験を通じて、改めて
研究計画法や研究への姿勢などを学びまし
た。研究者を目指すものとして、大変良い
経験になったと感じました。 

柔軟性の社会を迎えて 

 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。申請資格や受付期間等に関する詳細については、
MUSESをご覧ください。 

       申込受付期間 ： 2019年2月18日～2019年3月9日 

   研究支援員の配置期間 ： 2019年4月1日～2020年3月31日 

        募 集 人 数 ： 年間15名程度 

        選 考 方 法 ： 書類審査   
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ひょうご理系女子未来塾    

キッザニア甲子園特別プログラム 

職  業  体  験  会  
西宮市教育委員会 出前講座 

キ ャ リ ア 教 育 研 修 会                 

附属中学校・高等学校 出前授業 

進 路 ワ ー ク シ ョ ッ プ        
         

 市内の公立学校教員55
名を対象に、本学キャリア
センター長の内田教授が
出前講義を行いました。
この研修会は、西宮市教
育委員会が実施する西
宮教育推進講座の一環と
して行われたものです。 

 女子中学生を対象とした
職業体験会「キッザニア甲
子園で考える この仕事は
文系？理系？芸術系？」を
開催しました。中学生たち
は「ビューティサロン」「医薬
研究所」「食品開発セン
ター」「ファッションブティッ 

 「キャリア教育の基礎工事」と題した講義では、学校現
場におけるキャリア教育の充実に向け、グループディス
カッションも交えながら、「自分で考える・自分の言葉で
話す・自分から動く」を自立と成長のサイクルとして、自
ら学ぶ力と自己肯定感を培う授業に日々取り組んでい
る様子を具体的に紹介されました。 

 附属中学校3年生約200名を対象に「進路ワークショッ
プ」を開催しました。本学図書課 川崎安子課長、食物
栄養学科 西澤果穂助手、薬学部健康生命科学科４回
生 生嶌千菜美さんによる、キャリアについての講話が
行われました。現在の仕事や研究内容、進路選択に
至った経緯や思い、大学で学ぶ楽しさなど、ご経験を 

10/29 

8/28 

ふり返りながら丁寧に語ら
れました。 
 聴講した生徒からは「高
校ではどんなコースを選
択したか」「管理栄養士と
栄養士の違いは」など、
たくさんの質問が寄せら
れました。 
 

ク」「住宅建築現場」「ピザショップ」の6つの仕事に挑
戦。体験後は食物栄養学科講師 長谷川裕紀先生に
よるキャリア講座が行われ、適性診断を元に将来の仕
事について考えました。 
 生徒たちからは「数学が苦手だから文系に行こうと
思っていたけれど、将来の夢が理系だと分かった」「ど
のような職業が自分に向いているのか分かり、将来に
ついて考えることができたので良かった」などの感想が
寄せられました。 

理化学研究所「京」 一般公開 

スペシャル広報チーム  見学イベント 

 スーパーコンピュータ
「京」の最後の一般公開に
先駆け、「スペシャル広報
チーム」による見学イベント
が開催されました。当日は
30名以上の中学・高校・大
学生が集まり、ひょうご理
系女子未来塾からも2名が 
参加しました。イベントでは普段は入ることのできない
計算機室の中に入り、間近で「京」を見学しました。見
学終了後は、それぞれの方法で広報活動を行いまし
た。 

11/10 

11/10 

ひょうご理系女子未来塾  出前授業講師  

ランチミーティング講師  

 ひょうご理系女子未来塾では女子中高生の理系分野への興味・関心を高め
ることを目的として、出前授業を実施しています。これまでに多くの方に兵庫県
下の中学校・高等学校で授業をしていただいています。講師をしていただける
教員・大学院生の方を募集していますので、興味のある方はお気軽にお問い
合わせください。 
 

 男女共同参画推進室では、幅広いテーマでランチミーティングを行っていま
す。講師をしてくださる先生を募集していますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。 

講 師 募 集 中 

昨年の出前授業の様子 
（西宮市立上甲子園中学校） 
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https://www.edusys.jp/mukogawa-u/mrikei/activities/images/21-2.jpg


ランチミーティング                   

第 3回  正しい怒り方  ～怒りの連鎖を断ち切ろう～    

第 4回  リフレッシュ体操  ～疲れ目・肩こりを改善しよう～  

2018 年 11月30日 (金)  

2019 年 1月 17日 (木)  

講  師  健康・スポーツ科学科  穐原  寿識  先生  

 怒りの感情と上手に付き合うことを目的として、「正
しい怒り方講座」を開催しました。イライラした気持ち
を冷静に受け止め、周囲に怒りを連鎖させない方法
を、具体例をあげて説明されました。参加者からは、
「とても分かりやすく、楽しく聞けた」「怒りを理論的に
分析して、ご説明いただいた」「さらに深く知りたいと
思った」などの感想が寄せられました。 
 

講  師  オープンカレッジ所長  永田  隆子  先生  

 疲れ目・肩こりの改善を目的として、簡単にできるスト
レッチ体操の指導をしていただきました。肩こり予防の
ストレッチや、疲れ目に効くツボ押し法を教えていただ
き、無理なく気持ち良く体をほぐしました。先生からは
「深く呼吸し、意識して体を動かすことが、肩こり改善
に効果的」とのアドバイスをいただきました。参加者か
らは、「少し動くだけで手足が温まり、目の疲れもすっ
きり軽くなった」「日常生活に取り入れやすい体操でよ
かった」などの感想をいただきました。 

 受講者募集中  定例開催スキルアップ支援講座     
 

 英書精読会 （毎月1回）  

  初級編では「不思議の国のアリス・オリジナル」（ルイス・キャロル著）、上級編では 
 「人格としての患者」（ポール・ラムジー著）の原文を、テキストに使用しています。 
 じっくりと読み進めていく中で、新たな発見や学びに繋がる講座になっています。 

 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、個別指導で行います。国際学会での発表や海外研修に  
 向けて、気になる箇所を再確認しながら、効果的な練習を行うことができます。 
 

  ※ 両講座の開催日時・申込については「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 

イベント報告  

関西圏女子大学連携プロジェクト 第 7回  異分野交流会  

 神戸松蔭女子学院大学、奈良女子大学、武庫川女子大学の３女子大学の取組みとして「第7回異分野交流
会」が本学で開催されました。今回は「つくる」「みつける」「ささえる」をテーマに、6名の研究者が登壇しました。本
学からは看護学科准教授の片山恵先生が「青年期成人の排便行動の実態調査」について、生活環境学科の三
井槙子さんが「天然染料の耐光性に関する研究」についての研究成果を発表されました。発表後のグループ
ワークでは、大学や研究分野を超えて活発な意見交換が行われました。 
 参加者からは「研究者の方と直接意見交換ができ、非常に有意義だった」などの感想が寄せられました。当日
は神戸松蔭女子学院大学学長、本学の瀬口和義学長、河合優年副学長のご参加もありました。 

2019 年 2月 3日 (日)  
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稲本 浄文 先生

薬学部 健康生命薬科学科 准教授   

 本学へ異動となってから、早いもので丸５年が経とうとしてい

る。生まれも育ちも生粋の東北人である私にとっての関西での生

活は、決して大げさではなく、はじめカルチャーショックの連続

であった。旅行や出張で日本の様々な場所に行く機会は多かった

が、やはり「その場所に住む」となると、勝手が違う。気候や言

葉遣いはもちろん、食文化、人の立ち居振る舞い、さらには街の

空気感など、自身がこれまで経験してきたものと微妙に異なるこ

とに多くの場面で気づき、それがストレスとなっていた。程度の

違いはあるが、１０年ほど前にアメリカ留学した際に、はじめに

感じた感覚に似ている。写真は、夏休みに実家へ帰省したときの

ものである。往復の移動は大変だったが、そこにいるとやはり居

心地のよさを感じた。 

 こちらに来て一番困ったのは、おそらく「子育て」だろうか。

何かあったときにすぐに何か頼める親族が近くにまったくおらず、

妻との二人三脚でこれまで何とかやってきた。インターネット上

で様々な情報が入手できる時代とはいえ、やはり頼れる生身の人

間が近くにいる安心感は別物だと痛感する。 

最近上の子が、繰り返し学習で有名なあの習い事をはじめた。

決して強制したわけではなく、本人がやってみたいというのが

きっかけだった。毎日家での宿題があるわけだが、間違った解答 

Voice 

ラビークラブだより

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 合計 

8 3 7 7 1 4 6 6 7 3 52 名

ラビークラブ利用人数（延べ人数）

やダラダラ集中せずにやっているのを見て、つい大きな声をあげてしまう。その後決まって、

「相手はまだ幼稚園児、自分が同じくらいのときなど、勉強などせず遊びほうけていただろう」

という自戒の念におそわれる。 

 以前所属していた研究室のボスに、「研究でも教育でも、学生の教え方に正解はない。それぞ

れの対象にあったオーダーメード型の指導が必要だ」と言われたことがあったが、おそらく子育

てもそうなのだろう。ただ自分は生まれつき怠惰な人間なので、手っ取り早く正解がほしいなぁ

と、いつも考えてしまう。暗中模索の毎日は、今後しばらく続きそうだ。 

 ようやく寒さも和らいできました。ラビークラブの子どもたちは、いつも
元気いっぱいです。プラレールや紙工作で遊んだり、天気の良い日
はお散歩に出かたりして、楽しく過ごしています。「ラビークラブに行く
のが楽しみ」と言ってくれる子もいて、とてもうれしく思います。これから
も、かわいい子どもたちの成長を一緒に見守っていきたいと思います。 


