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メッセージ
男女共同参画推進宣言の基本方針に立ち返る
2009年に80周年に向けて「男女共同参画時代に真に対応することがで
き、グローバルな視野を持った指導的女性を育成する」というビジョンが、
2013年12月には、男女共同参画推進宣言が出され、５つの基本方針が掲
げられた。
1. 男女共同参画に対する意識啓発の促進と啓発活動の強化
2. 男女共同参画の視点に立った現状分析と点検・評価の継続的実施
3. 教育・研究および就業並びに家庭生活の両立を支える体制の実現

矢野

裕俊 教育学部長

4. 学校運営の意思決定過程における男女共同参画の実現
5. 次世代育成に資する男女共同参画施策の展開

これらのうち、方針３では、保育ルーム「ラビ−クラブ」の設置、ランチミーティング、研究支援員制度、介
護・子育て・働き方相談窓口の開設、ベビーシッター派遣事業など、子育て支援に関して明らかな前進が
みられる。では、介護はどうか。介護と仕事の両立に直面する教職員が、悩むことなく働ける職場環境がど
れほど実現しているのか。また、方針４の「学校運営の意思決定過程における男女共同参画の実現」という
点ではどれほどの前進があっただろうか。学院創立80周年を迎えた今こそ、基本方針に照らした現状分
析・検証・評価をしっかりと行うこと（方針２）が100周年へと向かう次の一歩を踏み出すための出発点であろ
う。
「次世代育成に資する男女共同参画施策の展開」（方針５）のためには、何よりもまず教育をとおして本学
院に通う学生・生徒を「指導的女性」に育てるためのインパクトのある施策の立案が求められる。日本の女
子大学を更新する、という大きなミッションを自らに課した本学に、この点での立ち後れは許されない。男女
共同参画推進室が、2039年には何としても到達しなければならない具体的目標を大胆に設定し、点検・評
価を「継続的実施」しつつ、目標達成のためのパワフルなエンジンとして、牽引力となることを切に願う。

定例開催スキルアップ支援講座
● 英書精読会 （毎月1回）

初
上

級
級

「不思議の国のアリス・オリジナル」 ルイス・キャロル 著
「人格者としての患者」 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

ひょうご理系女子未来塾
附属中学校・高等学校

2/15

家庭教育講座

出前授業

（前号発行以降の取り組み）
附属中学校・高等学校

6/9

体験授業会

食物栄養学科

情報メディア学科

福尾 惠介 教授
「腸内細菌フローラの不思議」
保護者を対象とした家庭教育
講座の一環として、腸内細菌
フローラが健康に及ぼす影響
についての講演を行いました。
武庫女スマイルフェス

2/16~17

小学生の親子を対象に、体
験授業を実施しました。当日
は生徒40名、保護者50名が
参加し、光の色について学んだ後、分光器を作りました。
投射器を使っての実験では予想外の結果に「わぁー」と
驚きの声が上がりました。

親子で楽しむ☆わくわくワーク

6/23

情報メディア学科 和泉講師のゼミ生

「スライムづくり」
「万華鏡づくり」

ワークショップ

「作ってわかる光のヒミツ」
株本 訓久 准教授
理化学研究所研究員 「細胞ストラップをつくろう!」
小中学生を対象に、科学体験
授業と活動紹介を行い、200
名以上の参加がありました。生
徒たちはレジンストラップや分
光器を作りながら、身近に存
在するものと科学が結びつくこ
とを体験しました。

西宮市立上甲子園中学校
西宮市立学文中学校

2/25 3/13

トライやる・ウィーク

出前授業

中学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、 学内外の講
師が様々な職業について学
ぶ「職業体験講演」を実施しま
した。受講した生徒たちは企
業で活躍している方々の話に
聞き入り、積極的に質問をしていました。
西宮市立西宮東高等学校

未来塾シンポジウム

味の素株式会社 食品研究所 食品事業本部
商品開発センター 商品評価グループ長

三井不動産株式会社

関西支社

本学文学部 心理・社会福祉学科

附属中学校・高等学校
武庫川フェスティバル 体験授業

情報メディア学科

ららぽーと甲子園との合同イベント
にてワークショップを開催し、子ども
228名、保護者150名の参加があり
ました。子どもたちはスライムづくりと
万華鏡づくりに挑戦しながら、楽しく科学を学びました。

3/15

株本 訓久 准教授
「作ってわかる光のヒミツ」

三宅

8/7~8

内藤
亮 氏
三好 智子 助教

西宮東高校1、2年生の進路指導強化学習の一環として、
学内外の講師を迎え、シンポジウムを開催しました。第一
部では味の素(株)の三宅氏が「食品会社研究所の仕事」
と題し、ご自身の25年間の研究活動について語りました。
第二部では三井不動産株式会社の内藤氏と本学の三好
先生も加わり、生徒たちから質問を受けながら現在の仕
事内容 や職業 選択の経緯
についてお話いただきました。
参加生徒からは、「理系分野
での女性の活躍を知る機会
になった」「文系と理系の理
解は大事だと感じた」などの
感想が寄せられました。

わくわく自由研究2019

ららぽーと甲子園において、情報メ
ディア学科和泉講師のゼミ生を中心
にワークショップを開催しました。子
どもたちは「10円玉ピカピカ大作戦」
「ジュースからDNAを取り出そう！」な
どの自由研究に取り組みました。

8/9
裕子 氏

夏休み応援企画

丹波市・武庫川女子大学 連携事業

サマースクール

アシックス見学＆キャンパス見学会
丹波市の女子中学生を対象に、企業見学およびキャンパ
ス見学を実施しました。午前中はアシックススポーツミュー
ジアムを訪問し、スピード体感アトラクションを楽しみなが
ら最新のスポーツテクノロジーを学びました。午後から本
学に移動し、未来塾ボランティアの学生による大学紹介を
聞いた後、中央キャンパスと上甲子園キャンパスを見学。
各学科の魅力に触れながら大学生との交流を深めました。
参加した15名の生徒たちからは「いろいろなことが知れて
よかった」、「大学生と交流して関心が深まった」などの感
想が寄せられました。

8/26

西宮教育推進講座

キャリア講座

キャリアセンター長 共通教育部

内田 正博 教授「キャリア教育の基礎工事」

西宮市立の学校教員を対象に、西宮市総合教育センターにてキャリア講座を開催
しました。約50名の参加者は、児童・生徒の自立と成長に必要な力やそれらを促す
方法についての講義に熱心に耳を傾けておられました。終了後は「児童・生徒に与
える教師の役割をあらためて考える機会となった」などの感想が寄せられました。

イベント報告
英語コミュニケーションセミナー

2019年 6月 15日 (土)
講師 在日米国商工会議所 Women in Business 委員会委員長
マリアン・ジョーゲンセン 氏
英語でのコミュニケーションスキルの向上を目的とし、企業等の人材教育講師と
して活躍するマリアン・ジョーゲンセン氏を講師に迎え、より良い対人関係を構
築する方法について指導していただきました。当日は24名の教職員と大学院
生が受講し、英語でのゲームやワークを楽しみながら対人力を向上させる方法
について学びました。はじめに心理分析で自分の思考タイプを理解し、その後
相手の特性を理解する方法や人を惹きつける接し方を学習しました。体感型の
ワークを通して、参加者たちが笑顔で楽しそうに取り組んでいたのが印象的で
した。終了後は「楽しくわかりやすい説明だった」「コミュニケーションの取り方に
おいて解決策を見つけることができた」などの感想が寄せられました。

スキルアップ支援講座

スタートアップ支援講座
講師

統計学セミナー(実践編)

中国学園大学 現代生活学部 人間栄養学科

教授・博士（医学）・ 薬剤師

2019年 8月 29日 (木)

波多江 崇

氏

統計学の実践を学びたい方を対象に「統計学セミナー実践編」を開催し、
15名が参加しました。中国学園大学の波多江崇氏を講師としてお招きし、
統計の適切な流れである①データの集計（指標の選択）②正規分布に
従うかどうかの確認③統計解析（検定法の選択）④グラフの作成（グラフ
の選択）の順に沿って、エクセル統計ソフトを使った統計解析を教えて
頂きました。参加者からは、「エクセル統計ソフトを使って適切な統計を
行うスキルを身に着けることができた。早速明日から活用したい。」などの
感想が寄せられました。
（薬学部 吉田 都）

ランチミーティング
第1回
講師

アロマでリフレッシュ
アロマセラピスト

2019年 6月 28日 (金)

岡本 美帆子 氏

忙しい毎日の癒しや仕事の集中力を高めるため、アロマセラピストとして活
躍する岡本美帆子氏をお迎えし、アロマセラピーの効果や活用方法を紹介
していただきました。精油の選び方についての説明を受けた後は、各自で
「リラックス」「集中力UP」などの目的に合ったアロマスプレーを作成しました。
33名の参加者からは、「いい香りに包まれて気分転換できた」「とても楽し
かったのでまた参加したい」などの感想が寄せられました。

第2回

研究交流カフェ

2019 年 8月 29日 (木)
統計学セミナーの後に「研究交流カフェ」を開催しました。セミナー講師
の波多江氏、セミナーに参加した9名を含め、健康・スポーツ、薬学、食
物栄養、生活環境など各学科から16名に参加いただきました。参加者
のみなさんに自身の研究内容と研究での統計分析の利用方法などを
自己紹介いただき、お互いの研究のつながりを探りました。今後も、こ
のような学科を越えた交流会を設けますので、新たな分野の発見や研
究の異分野との共同研究の構築にご活用ください。
（建築学科

宇野 朋子）

Voice
みなさんは、男女共同参画推進室の仕事について、どんなイメージをお持ちでしょうか。
「こんな部署があるってすごいですね。どんなことされてるんですか」と名刺交換のたびに
聞かれます。1999年に男女共同参画社会基本法の制定以降、さまざまな法的整備がなさ
れ男女共同参画社会の実現及びダイバシティーの推進に向けての取り組みが進められて
いるにもかかわらず、高等教育機関において男女共同参画に関する部署が少ないのが現
状です。しかし本学は、2013年に男女共同参画推進室をいち早く設置し教職員の研究・業
務環境改善に取り組んでいます。
先日、ラビークラブ(学院内保育ルーム・一時預かり)が移転しました。縁側があり日差しが
男女共同参画推進室
たっぷりと入り込んでくる平屋の一軒家です。落ち着きのある室内で、引っ越しの片づけを
課長 本間 ひろみ
していてとても優しい気持ちに包まれました。私は2人(現在21歳・23歳)の子育てをしながら
勤務をしてきましたが当時は今ほどの子育て支援はなく、突発的な状況に陥った時に預け先を探すのが大変
でした。教職員のみなさんが、子育てだけでなく介護や自己研鑽など状況に合わせて支援を選択し、安心して
研究や業務に従事できるよう、さらに環境改善に努めていきたいと思っています。
私は、昨春採用され、社会人歴は35年目になります。これまで、民間で社会人の基礎を教えていただき、大学
職員となってからは長きにわたり学生生活やキャリア支援、企画や秘書など幅広く経験できました。また、「聴く」
ことを大切にしてキャリアカウンセラーとしての研鑽も続けています。そして今、新しい環境で新しい仲間と男女
共同参画の視点で大学を見る機会を得られたことをとても嬉しく思っています。
1年前、採用になって初めて門をくぐったときの写真が左です。桜が朝の静寂さ
を引き立て、これから始まる新たな道への期待と心地よい緊張を感じたことを覚
えています。
これからも固定観念を持たず、時代とニーズに合った取り組みができればと思
います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

令和元年度 文部科学省 科学技術人材育成費補助事業
「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)」が採択されました!
ラビークラブだより
ラビークラブは9月5日より新しい住所に移転いたしました。
移転の際には皆様のご協力を賜り、ありがとうございました。
これからも、子どもたちが楽しい時間を過ごせるようにサポー
トしてまいります。今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。
新しいラビークラブ

保育風景

募 集しています
ひょうご理系女子未来塾

研 究 支 援 員

ランチミーティング講師

出 前 授 業 講 師

出産や介護中の研究者のサポー
トをしてくださる大学院生の方
を募集しています。「研究支援
員を通じて多くの学びがあっ
た」「良い経験になった」等の
感想が寄せられています。

幅広いテーマでランチミーティ
ングを行っています。講師に
なっ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。

中学生・高校生対象の出前授業の
講師になってくださる先生・大学
院生を募集しています。これまで
に多くの先生が兵庫県下の中学
校・高等学校に赴き、講義を行っ
ています。

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
男女共同参画推進室 ・ 女性研究者支援センター
Mail : gsankaku@mukogawa-u.ac.jp

TEL ：0798-45-3542
FAX：0798-45-3535

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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