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武庫川女子大学大学院 修士課程 修了
弘前大学教授・弘前大学附属図書館長 博士（文学）

努力し続ける 能力と

周りからの支 えがなければ

チャンスは生 かせない。

郡　千寿子　こおり　ちずこ

■ 経歴 Profile

大学時代に「国語史」（厳しいと評判の

科目で受講生の半数しか合格しなかった）

で、100 点満点を頂き、担当の先生（大阪府

立大）から大学院進学をすすめられ、国語学

という学問世界の面白さに目覚めました。任

期付き助手を勤めた後、京都女子大、大阪

学院大、神戸学院大、神戸親和女子大等の

大学で非常勤講師を勤めながら研究を続け、

弘前大学教育学部の国語学教官公募に応

募。多数の候補者の中、厳しい業績審査を

経て助教授として採用されました。現在、教

授として教育と研究に従事する一方で、教育

研究評議員、附属図書館長として、大学の

管理運営の重責も担っています。

夢の実現のために努力したという思いは

全くありません。目の前の仕事に誠実に向き

合い、全力投球してきた結果、研究職に就く

問題にも興味の対象が拡がっています。

たつみ都志先生（現武庫川女子大教授）

から、助手時代に叱責されたことがあります。

「人としては「母」でもある貴女は立派かもし

れない。しかし、研究者としては誰もそんな

ことは評価しない。よい研究成果を出すかど

うか、業績だけが評価対象だ。」と。研究者

として認められるかどうかは、男女の性差も

家庭環境も無関係である、という当たり前の

ことを厳しくご教示くださいました。当時の

私は、育児や家事と仕事の両立に疲れ果て、

少し甘えた気持ちがあったのかもしれませ

ん。「女性は男性の 3 倍の業績がないと評価

ことができました。

仕事の期限や原稿（論文）の締切を守る、毎

年研究成果を公表する、他人が敬遠する雑

用雑務も快く引き受ける、を自身に課して実

践してきたつもりです。弘前大学に赴任後

は、教育と研究だけでなく、委員会などの諸

業務に携わる中からも多くのことを学ばせて

いただきました。与えられた職務に対してい

つも最善を尽くすことが何より大切だと思っ

ています。

 国語学は、緻密で地道な積み重ねが必

要な分野だったため、自分の性格に向いてい

ると考えて選択しました。日本最大の国語辞

典『日本国語大辞典１～13巻』の編集と語誌

執筆の仕事に携わり、それを契機に日本語

の歴史を解き明かしてゆく研究領域に魅了さ

れました。現在は、語彙と表記の相関性を

中心に日本語の変遷を研究する一方で、教

育学部の教員という立場から、言語教育の

Q 進路のきっかけは何ですか

Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

されない。」とも言われました。こうした周囲

の叱咤激励があったからこそ、どんな境遇

の中でも、仕事に対して厳しい心構えで頑

張ることができた、と心から感謝しています。

研究者は、目指して就ける職業ではありませ

ん。必死で努力しても、その姿勢や研究結

果を評価してくれる誰かがいてくれなければ

報われません。少ないポストを巡っての競争

も過酷です。周囲の支援や幸運など、様々

な要因が必要かもしれません。努力だけで

夢が叶うというのは幻想ですが、一方で、ど

んなに資質があっても、努力し続ける能力と

周りからの支えがなければチャンスは生かせ

ません。覚悟と気概をもって、精進されます

よう願っています。

A
A

A

A

1990 年
武庫川女子大学大学院修士課程修了

1990 ～ 1995 年
武庫川女子大学助手

1999 年
弘前大学教育学部助教授

2010 年
弘前大学教育学部教授

2012 年 2 月～
弘前大学　教育研究評議員　

2012 年 2 月～ 2014 年 3 月
弘前大学出版会編集長

2014 年 4 月～
弘前大学附属図書館長

2014 年 1 月～
全国大学国語国文学会常任委員

Q 研究者を目指す（後輩）女性へ
アドバイスをお願いします
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武庫川女子大学 文学部 英米文学科 卒業
武庫川女子大学 共通教育部 講師

きっかけはイ ギリスでの

カルチャーシ ョック。

西尾 亜希子　にしお　あきこ

■ 経歴 Profile

大学 2 年生を終えた後、1 年間休学し

てイギリスのケンブリッジに語学留学をし

ました。当時、外資系企業の秘書になり

たいと考えており、英語の勉強をしたり、

秘書検定を受けたりと準備をしていたの

ですが、どうしてもスピーキングに自信が

ありませんでした。スピーキング力をつけ

るために留学したのですが、留学先では

男性の前であろうと、年上の人の前であろ

うとまったく物おじせず自己主張する女性

に次々と遭遇しました。路上で夫をどなり

つけている妻にまで。（笑）そのような女

性の 存 在自体 がもう本当にカル チャー

ショックでした。私自身を含め、日本人

女性とイギリス人女性と何が違うのか、

教育やしつけのあり方の違いによるので

はないか等、毎日悶々と考えるようになり、

女子教育やしつけに関する本を片っ端か

ら読むようになりました。それでは飽き足

て、「一文字でも早く書いて、一秒でも早

く帰国しなければ」という状況でした。

雨漏れとネズミの足音がする寮での生活

も今では良い思い出です。

自分自身 が 女 性 であることが大き

かったと思います。自分のことでもある

のに、わからないことや解決しなければ

ならないことがありすぎます。例えば日

本人女性は高学歴化していますが、総じ

て低賃金にとどまっています。でも、結婚・

出産・育児への関心が強すぎて、そのこ

とを疑問視しない女性も多いようです。

らず、大学院に進学して勉強をすること

にしました。

「努力」とは言えないかもしれません

が、孤独と貧乏に耐えたことでしょうか。

孤独については、幼い頃から自他ともに

認める「ガキ大将」で男女に関わらず多く

の友達と常に遊んでいる（つるんでいる）

タイプだったのですが、大学院に進学し

たり、論文を執筆したりするには真逆の

生活を送らなければならないので、最初

は辛かったです。でも、大学院留学の準

備をする頃には孤独を楽しめるようになっ

ていました。夢に近づいている実感の方

が大きかったからでしょうね。

貧乏については、大学院留学期間中、給

付型奨学金を二つ受給していましたが、

それでも生活はぎりぎりでした。特に博

士論文を仕上げる頃は本当に苦しくなっ

Q 進路のきっかけは何ですか

Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

Q ON/OFF の切り替えのコツは？

疑問や問題がある限り、研究テーマがあ

るわけで、論文のテーマについてあれこ

れ考えるのが好きです。

10 歳の娘がソーイング、スイミング、

ボーリング、キッザニアと何にでも容赦な

く誘ってくれるので、OFF せざるを得ませ

ん。「えー、今だけは勘弁してー！」と叫び、

夫に助けを求めることもありますが、ニッ

チ時間の活用は上手くなりました。キッザ

ニアの保護者ラウンジにもよく出没してい

ます。

A
A

A

A

1991 年　武庫川女子大学文学部英米文学科卒業
1993 年　関西外国語大学大学院外国語学研究科言語文化専攻博士前期課程修了
1995 年　ロンドン大学教育研究所女性と教育専攻修士課程修了（ロータリー財団奨学生）
2001 年　ロンドン大学教育研究所教育学専攻博士課程修了（ブリティッシュ・カウンシル奨学生、PhD 取得）
2009 年　博士課程終了後、本学、大阪女学院大学、同志社大学等非常勤講師を経て現職
専門は教育社会学（高等教育とジェンダー）。
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武庫川女子大学大学院 文学研究科 英語英米文学専攻 修了
武庫川女子大学 文学部 英語文化学科 教授

これまで以上 に勉強して、

文学の面白さ を伝えて行きたい。

前原　澄子　まえはら　すみこ

■ 経歴 Profile

子どもの頃から、英文学の名作を原

書で読むことに強い憧れを持っていまし

た。英文科に入学すると、当時は英米の

詩集や小説を読む授業を数多く受けるこ

とができ、それらをもとに自分の興味の

幅を広げていきました。３年生になると、

英詩のゼミに所属する傍ら、大学院生の

輪読会に参加して、シェイクスピアを原

文で読むことに挑戦しました。卒業した

翌年に結婚し、７年の歳月を経て修士課

程に入学しました。理由は、ただ純粋に

学びたかったからです。シェイクスピアを

修士論文のテーマに選び、それが今日の

私の出発点となっています。

周囲の人々の支えによることを実感すると

きに、最も大きな幸せを感じます。女性

の生き方も多様化し、女性の数だけロー

ルモデルが存在して良い時代になりまし

た。どのような環境にあっても、柔軟な

発想をもって夢を追いかけ、チャンスが

到来した時に最大限の力を発揮すること

が大切だと思います。

 文学は人間の心の糧です。私の研究

対象は英国ルネサンス期の演劇ですが、

ひとつのことを夢中で追いかけてい

ると、あるチャンスが訪れた時に、自分

でも思いがけないほどの力を発揮して、

それを活かすことができるものです。私

の場合は、企業に勤める夫が英国に１年

ほど滞在した時に、現地の大学院で学位

を取るという貴重な経験に恵まれました。

今から思えば、あの留学は私の人生の転

機だったと思います。帰国しても研究を

続けるために、博士後期課程に進学しま

した。当時の本学には後期課程がありま

せんでしたので、関西学院大学大学院で

３年間を過ごした後、幸運にも専任のポ

ストに就くことができました。勤めて７年

目に完成した博士論文は、研究人生の新

たな出発点となりました。夢の実現にゴー

ルはありませんが、夢を追いかけるプロ

セスで幾度か努力が小さな実を結びます。

その結実が、人生のパートナーをはじめ、

Q 進路のきっかけは何ですか Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

そこには、異文化に対する不寛容とヒュー

マニズムのせめぎ合い ̶人種、宗教、ジェ

ンダー、戦争 ̶ といった、まさに今日の

私たちのテーマがあらゆる形で表現され

ています。今年度から母校の専任教員と

して後輩に接する機会に恵まれました。

これまで以 上に多くのことを勉強して、

文学の面白さを伝えて行きたいと思って

います。

A

A A

1984 年　
武庫川女子大学 文学部 英米文学科 卒業

1993 年
武庫川女子大学大学院 文学研究科 英語英米文学専攻 修了

1995 年
The University of Reading MA in The English Renaissance 
修了

1999 年
関西学院大学大学院 文学研究科 博士後期課程 英文学専攻 
単位取得満期退学

1999 年
国立明石工業高等専門学校 講師

2002 年
国立明石工業高等専門学校 助教授

2006 年
関西学院大学大学院 博士（文学）学位取得

2007 年
国立明石工業高等専門学校 教授

2014 年
武庫川女子大学 文学部 英語文化学科 教授（現在に至る）
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武庫川女子大学大学院  臨床教育学研究科 博士（教育学）
北海道教育大学 教育学部札幌校 専任講師

バスケットボ ールの

まだ知らない こと、新しいことを

発見するのが うれしくて、楽しい。

中道　莉央　なかみち　りお

■ 経歴 Profile

小学校から学部を卒業するまで、バス

ケットボールに明け暮れる生活でした。その

なかで、自己の技能の向上だけでなく、技

能を習得させる際の指導のあり方について

も考えてきました。卒業後は、学んだことを

生かせる保健体育科教員になりたいと考え

ていました。しかし、卒業が近づいてきたと

き、小・中・高の教育現場に出る前にもう少

し掘り下げた体育・スポーツの勉強をしたい

という気持ちが強くなり、大学院へ進むこと

を決めました。

当時の健康・スポーツ科学科は大学院

設置がまだ準備中でしたので、教育学科の

大学院に進学しました。選んだ研究テーマ

は、学部まで経験してきたいわば「健常者

のスポーツ」ではなく、「障がいのある人の

文法の復習や文献講読など、英語の基礎固

めのご支援をいただく機会にも恵まれました。

また、所属研究室の先生の海外研究協力者

のアテンドや国際大会に来ていた外国人役員

との交流は、とても良い経験になりました。

バスケットボールのまだ知らないこと、

新しいことを発見するのがうれしくて、楽し

かったことに尽きると思います。たとえば、

私が経験してきた「覇を競い合う時間」を

終え、ひとたびコートを離れて「一女性」に

スポーツ」、なかでもとくに車椅子バスケット

ボールについてでした。それも、コート上の

技能のことではなく、女性選手の「日々の暮

らし」の調査・分析でした。私にとっては未

知の領域だったので、文献を読み進めるだ

けでも大変でしたが、日本障がい者スポー

ツ協会、大阪市長居障がい者スポーツセン

ターなどの方 と々のご面識を深めさせていた

だく機会に恵まれました。障がいのある人を

対象とする際の倫理的な配慮や、国内で障

がい者スポーツが普及し始めた当時のご苦

労など、多くのことを教えていただきながら、

必死に勉強を続けました。

この過程で、障がいのある女性が行うスポー

ツの実態は国内のみならず、外国にも共通し

ていることが少なくないことがわかり始め、

日本以外の国も研究の対象にする必要性を

感じました。そこで、外国での調査を進める

ために、中学校の教科書を引っ張り出したり、

ジャパンタイムズを講読したり、英語を一か

ら勉強し直しました。授業外の時間でも英

Q 進路のきっかけは何ですか

Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

戻ったときの障がいのある女性の「生きかた」

について、考えさせられることが多かったか

らだと思います。とくに、“女性であること”

と “障がい者であること” から生ずる生活の

中での困難や不都合をみごとに乗り越え、

生き生きと過ごしておられる姿を知り、感動

することが少なくなかったからです。それに、

外国人選手も日本人選手と共通、類似した

社会観や将来観などを持っている実情を

徐々に深く広く知ることができたことも、研

究が続いた理由だと思います。

A

A

A
学歴
2007 年 3 月

武庫川女子大学 文学部健康・スポーツ科学科 卒業
2009 年 3 月

武庫川女子大学大学院 文学研究科 修了
2012 年 3 月

武庫川女子大学大学院 臨床教育学研究科 満期退学
2013 年 3 月

武庫川女子大学大学院 臨床教育学研究科 博士（教育学）取得

職歴
2009 年 4 月

武庫川女子大学 文学部健康・スポーツ科学科 嘱託助手
2011 年 4 月

武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部 嘱託助手
2012 年 4 月

北海道教育大学 教育学部札幌校 専任講師
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武庫川女子大学大学院 臨床教育学研究科
博士後期課程 単位取得満期退学

武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科専任講師

何か１つ でも

社会に貢献し うる

研究成果を残 したい。

竹内　美保　たけうち　みほ

■ 経歴 Profile

大学助手として勤務していた時に大学院

で学ぶ必要があると感じ、社会人として働き

ながら武庫川女子大学大学院臨床教育学研

究科修士課程に入学しました。大学助手の仕

事では、社会福祉士養成課程における実習マ

ネジメントや学生への実習指導ならびにケア

ワーク教育を経験させていただきそれをきっ

かけに、自分の職務を全うする力を養うため

に大学院に進むことに決めました。

当時は研究者の道は考えていませんでしたが、

修士課程修了後に講師になったため、必要に

迫られて博士後期課程へと進学することにし

ました。マックス・ウェーバーの『職業として

の学問』を読むにつれ、この僥倖に感謝しつ

つ、日々精進しなければと考えています。

研究者としての夢は、何か１つでも社会

に貢献しうる研究成果を残すことです。

使える対人援助技術へと昇華することを夢見

ています。

わが国の社会福祉士実習教育は体系化

され実習モデルが構築されましたが、福祉現

場では未だ手探りの状態であるといえます。

とりわけソーシャルワークとケアワークは学問

的にも実践的にもその関連性を認められつつ

も、専門職性の観点からそれらを分離させた

実習教育が行われています。特別養護老人

ホームなどの入所施設では、利用者と直接ケ

アを行う機会が少なくなり、このことが実習

生の学びにどのような影響を与えているのか

に関心を持っています。

実習教育の目的は、現場の営みを知り、専門

現在、相談援助実習におけるケアワーク体験

の教育的意義について研究しており、ケアワー

クがいかに有用であるのか、その原理を解明

し、理論構築をめざすことと、学生にソーシャ

ルワーカーの実践力をどのように身につけさ

せるのか、その方法論を模索しています。

また、武術の１つである合気の技をケアワー

カーやソーシャルワーカーを目指す対人援助

職養成のためのボディワーク・メソッドとして

応用できないかを探求しています。

合気を学ぶメリットは、相手の意識や動きに

対する受け止め方を身体感覚で学ぶことであ

り、相手を受容しながらこちらの意識や動き

も伝えていきます。

ある方法（技）を用いることで、皮膚の接触

と動作により人間の無意識や不随意筋に伝達

されて相手が動く（崩れる）という事実があ

ります。この身体からの接触によって人の意

識や行動を変えることができるのかを確かめ

るべく、日々、技術の修得に励んでいるとこ

ろです。秘技が科学的に検証され、だれもが

Q 進路のきっかけは何ですか

Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

職の技術を学ぶこと、対象者を支える方法を

学ぶことであり、利用者や職員との交わりか

ら大切なものを感じとって学ぶことです。そ

して、生きる人の温もりを感じ、優しい眼差

しで、一人ひとりの尊厳を理解することです。

人の強さと弱さを知り、優れた感受性、感応

性をもつソーシャルワーカーを養成すること

により、福祉現場で学生を指導してくださる

福祉職員の方々のお役に立ちたいと考えてい

ます。

新しいソーシャルワーク実習教育モデルは、

社会福祉学、介護福祉学、教育学、心理学、

身体学、物理学、宗教学、哲学などの学際的

な知見が必要と考えており、その奥深さへの

興味は尽きません。

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

A

A

A
武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科修士課程修了。同博士後期課程単位取得満期退学。
種智院大学仏教学部にて仏教と福祉を学び、卒業後、龍谷大学短期大学部専攻科にて介護福祉士資格を取得。介護福祉専門学
校専任教員、特別養護老人ホーム介護職員として従事。
関西福祉大学社会福祉学部助手、専任講師を経て、武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科専任講師となり、現在に至る。
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武庫川女子大学 文学部 健康スポーツ科学科 卒業
株式会社デサント

健康をサポー トする仕事なので

自身が健康で あるために

必要なことは 積極的に取り入れる。

芦田　悠　あしだ　はるか

■ 経歴 Profile

もともとスポーツをする事、観戦す

る事が大好きだったこともありスポーツ業

界をとにかく探しました。

また私自身が部活動で使用していたウエ

アーを作っている会社には特に興味があ

り、もっと身体の構造を考えた機能的な

ウエアーの企画ができれば面白いと思っ

たのも進路を決めたきっかけでした。

授業に出る、取れる資格は取得する、

興味のある授業は積極的に取る、部活動

は手を抜かない！特別なことはせず、本

当に基本的なこと・今の自分ができるこ

とを精一杯やっていたと思います。そうす

ることで本当にやりたいこと興味のあるこ

とやるべき事が何となく見えてきます。

あとは学生らしく、毎日を元気に過ごせ

きればそれは同時に健康をサポートする

ことに繋がります。そういったところにや

りがいと面白さを感じています。

まさに今一番課題にしていることです。

今までは１日の時間におしりを決めずにダ

ラダラしていた業務も定時で絶対に終わ

るという目標を決めて短期集中で業務を

こなそうとしています。そうすると定時以

降に時間ができ好きな事ができます。

私の場合はキックボクシングへ行って１日

の疲れを取ります笑。友達とおいしいも

のを食べに行ったりなどとにかく仕事漬け

の毎日にしないようにしています。

るように友達と楽しい話しをしたりおいし

いものを食べたりしていました。

 私は研究をしているわけではないで

すが姿勢インナーの企画に携わっており、

身体のメカニズムや姿勢をよくするための

筋肉、トレーニング方法などを常に意識

して勉強しています。

身体のメカニズムに関しては大学で学習し

ていたということもあり全体的なイメージ

は付きやすかったのですが、姿勢という

テーマに特化して勉強をすることで姿勢

が健康と非常に密接に関わっているとい

うことを知りました。勉強中の姿勢、デ

スクワークでの姿勢、歩いている時、ス

ポーツをする時、全てにおいて姿勢がそ

の人に与える影響は大きいのです。子供

から大人まで全ての人に美しい姿勢を提

供できるようなインナーをつくることがで

Q 進路のきっかけは何ですか

Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

健康をサポートする仕事なので自身が健

康であるために必要なことは積極的に取

り入れて毎日楽しく過ごせるように工夫し

ています。

A

A

A

A

2005 年
武庫川女子大学 文学部健康スポーツ科学科 入学

2009 年
武庫川女子大学 文学部健康スポーツ科学科 卒業 

2009 年 4 月
株式会社デサント入社

Q ワークライフバランスを実現していく
ために工夫・努力していることは？
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武庫川女子大学大学院  生活環境学研究科 生活環境学専攻
博士課程 単位取得満期退学

武庫川女子大学  生活環境学部 生活環境学科 講師

実際のフィー ルドに

できる限り足 を運ぶ。

水野　優子　みずの　ゆうこ

■ 経歴 Profile

大学時 代は文学部を専攻しており、

今とは異なる分野に進んでいました。し

かし、その就職先で都市計画やまちづく

り関連の多くの研究者と出会う機会を得

て、その調査や研究に携わっていく中で、

普段、何気なく暮らしている都市やまち

が古の時代から蓄積した知恵と工夫で創

られていること、そして進歩した現代に

おいてもなお多くの問題・課題を抱えて

いることを知らされ、強い関心を抱くよう

になりました。そのうち、自分のやりたい

ことはここにあると考えるようになり、あ

らためて専門的に学ぶため本学大学院に

進学することを決めました。幸い希望通

りに現職にも就くことができ、都市計画、

まちづくり分野の研究を継続しています。

情報交換する。また、知らない都市、行っ

たことのないまちへも実際に出向き、で

きるかぎりその場で五感を働かせる。公

言するほど上手くできてはいませんが、

このように心がけながら日々取り組んでい

ます。

日本では、少 子高齢化や人口減少、

インフラの老朽化等の社会的課題が顕在

化してきました。特に、計画的につくられ

たニュータウンや大規模団地では、これ

らの課題が先鋭的に表面化しています。

この研究分野は、緊急の課題を抱え、社

「夢の実現」というとなかなか答えづ

らいですが、「研究する上で心がけている

こと」は、実際のフィールドにできる限り

足を運ぶということです。

日常の業務は研究だけではありません。

研究に付帯する事務もあれば、教育職と

しての重要な役割もあります。働くという

ことは多忙なもので、それはどの職種も

同じでしょう。そうなると日常に追われ、

ついついデスクワークに没頭してしまいが

ちです。特に IT の普及により、研究室の

イスに腰掛けたまま、膨大な情報が得ら

れるようになりました。便利な反面、文

献資料やパソコンの情報が全てだと錯覚

してしまいそうになります。

自分の視野だけにとらわれず、学会や研

究会、プロジェクト等さまざまな場に出

かけ、研究者や関係者、生活者である住

民や事業者と接し、話を聞き、議論し、

Q 進路のきっかけは何ですか Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

会的な要請も高まっており、やりがいと

責任を感じています。

都市やまち、私たちの生活は、「つくる」

から「つかいこなす」時代への移行が求

められており、持続可能なまち、社会、

そしてそれを支える仕組みづくりを研究し

ていきたいと考えています。

A

A A

神戸女学院大学 文学部総合文化学科 卒業、武庫川女子大学大学院 家政学研究科生活環境学専攻修士課程 修了、同大学大学院 
生活環境学研究科生活環境学専攻博士課程 単位取得満期退学。博士（生活環境学）。
武庫川女子大学生活環境学部生活環境学科助手、助教を経て、2013年度より現職。
専門は、住環境計画、都市計画、まちづくり、住宅政策。計画的住宅市街地や集合住宅等を対象とした持続可能な住宅地や地域
コミュニティの形成・再生が主な研究テーマ。
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武庫川女子大学大学院 生活環境学研究科
食物栄養学専攻管理栄養学コース 修了

帝塚山学院 人間科学部 食物栄養学科 講師

調査では、い つも新しい発見や

解決すべき問 題点が

得られること が大変面白い

小林　知未　こばやし　ともみ

■ 経歴 Profile

臨地実習で保健所に行った際、同じ

兵庫県であっても、北部・中部・南部地域

ごとに子どもの生活習慣や運動能力、さら

に肥満児や痩身児の出現率が異なっている

ことを知り、その地域に適した政策が必

要であることを学びました。地域別に現状

を評価・分析し、改善する重要性を実感し

たことから、公衆栄養学に興味を持ち、も

う少しこの分野について知識を深めたいと

考えたため、大学院への進学を決めました。

チームメイト間で調査計画を話し合い、協

力しあって、調査を実施することが大変楽

しいです。

長期休みには、出来るだけ海外に行く

ことにしています。現地のスーパーマーケッ

トに行き、日本では見たことのない食材や

料理を見かけたら、購入し、調理し、食べ

てみるように心がけています。例えば、同

じ野菜であっても、日本と海外では味や色、

形が異なっており、大変興味深いです。牛

「夢の実現に向かって努力した」と言

いますか、現在も努力をしている途中です。

私自身、“自分に甘い” 人間であると自覚し

ておりますので、研究で上手くいかない時

にはそのことから逃げないように、“自分

に厳しく” あろうと心がけています。しか

し、一方で、あまり自分を追い込みすぎな

いように、適度に息抜きもするように気を

つけています。

現在、異なった背景を持つ対象者への

食事調査や生活習慣調査を行っておりま

す。同じ地域であっても、性や年齢ごとに

生活習慣や食事内容の問題点が異なるこ

とから、いつも新しい発見や解決すべき問

題点が得られることが大変面白いと思いま

す。また、調査はチームで行うことが多く、

Q 進路のきっかけは何ですか Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q 休みの日は何をしていますか

乳も日本と海外では全く味が異なっていま

す。海外でリフレッシュすると共に、論文

で書かれている海外の食事を自分自身で体

験することで、日本にいるだけでは学べな

いことについての知識を増やすようにして

います。

A

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

A

A A

2004 年
武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 卒業

2006 年
武庫川女子大学大学院 生活環境学研究科 食物栄養学専攻
管理栄養学コース 修了

2010 年
奈良女子大学大学院 人間文化研究科 博士後期課程 共生自
然科学専攻 修了
武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 助手

2013 年
武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 助教

2014 年
帝塚山学院 人間科学部 食物栄養学科 講師
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武庫川女子大学大学院 建築学専攻 博士課程 修了
武庫川女子大学 生活環境学部 建築学科 講師

建築家は個性 を磨くだけでなく、

環境や社会に 対しての

責任を果たす 必要がある。

森本　順子　もりもと　じゅんこ

■ 経歴 Profile

武庫川女子大学の助手に着任する前

は、建築士として民間企業でさまざまな

設計業務に携わってきました。日々の設

計業務をこなす中で、自分自身の知識不

足を痛感し、また現在の建築設計の在り

方に疑問を持ち始めていた時に、大学と

いう環境に戻ることができたことが博士

課程へ進学するきっかけとなりました。建

築は時としてその設計者よりも寿命が長

く、社会に対して大きな影響を及ぼす存

在となり得ます。そのため、建築家は単

にデザインに関しての個性を磨くだけでな

く、環境や社会に対しての責任を果たす

必要があります。理想の建築家像とは、

実務者であると同時に、学術的な研究者

でもあるべきという岡﨑建築学科長から

の助言もあり、研究者としての一歩を踏

み始めたところです。

 日本を代 表する建 築 家・村野藤吾

（1891 ～ 1984）の建築作品に表現されて

いる曲面の造形に興味を持ち、実際の建

築作品を実測調査するなどの研究をして

います。戦前から 60 年余りに及ぶ多彩な

創作活動を通して生み出された彼の建築

作品は、今でも社会に対し大きな影響を

与え続ける存在となっています。特に自由

な曲面の造形には独特の美しさがあり、

多くの人を引き付ける魅力があります。曲

面の空間は、人に対して「動き」や「柔ら

かさ」といった印象を与えます。なぜ曲面

の空間に引き付けられるのか、村野藤吾

まず、人脈を作ることからはじめま

した。一人で研究を進めるには限界があ

りますが、武庫川女子大学建築学科だけ

でなく、他の大学や研究機関の先生方か

らもご指導、ご協力を得られたことはと

ても幸いでした。研究の糸口が思わぬと

ころから見つかる場合もあるので、特に

他分野の研究者との交流は大切にしてい

ます。また自分自身の向上ために、自国

だけでなく海外の文化など、さまざまな

分野に興味を広げ、日々、挑戦し続ける

ように努めています。

Q 進路のきっかけは何ですか Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか Q 何故今の研究分野が面白いと

思いましたか の建築思想やデザイン手法を通して、美

しいと感じる曲面の空間についての法則

を見つけることに面白さを感じています。AA A

1996 年
京都工芸繊維大学卒業

1998 年
京都工芸繊維大学大学院 修士課程修了

2009 年
武庫川女子大学 生活環境学部 建築学科 助手

2014 年
武庫川女子大学大学院 建築学専攻 博士課程修了後、現職

博士（建築学）。専門は建築設計、建築設計学。
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武庫川女子大学 音楽学部専攻生課程 修了
武庫川女子大学 音楽学部 准教授

曲を理解し表現 できるように

なった時に感じ る喜びは

何物にも代えが たい充足感に溢れている。

多田　秀子　ただ　ひでこ

■ 経歴 Profile

幼い頃から音楽が大好きで、ピアノを習っ

ていましたが、小学校高学年では、トランペッ

ト鼓隊、中学・高校では吹奏楽部でフルート、

ピッコロを吹いて吹奏楽に情熱を注ぎ、幼い

頃からの憧れの教師になるために専門的に

習っていたピアノを専攻して大学に進学しまし

た。入学後の個人レッスンでピアノの音色、

表現力の豊かに魅了され、吹奏楽に熱中して

いた頃とはピアノへの意識が変わりました。ピ

アノを弾くことの楽しさを改めて味わったのが

きっかけで、ピアニストへの道にのめり込ん

でいき、たくさんの音色を出して音楽表現を

瑞 し々いものにするために、多くのタッチを習

得し、いろんな技術を磨き、貪欲に様々な曲

に挑戦しました。その練習を工夫することも

とても楽しく、やりがいを感じました。

学生時代は基礎を固めるために、基礎

中して練習することに徹しました。

充実したいい演奏を家族に聴いてもらい、次

の演奏会への理解を求めてまた次の課題に

挑戦する、という地道な積み重ねで家庭との

両立を図ってきました。家族の理解がなけれ

ばこんなに長く音楽に携われていなかったと

思います。

こうして苦労して積み上げ、経験してきたこと

を学生さんに伝授していける今の職業にはた

いへんやりがいを感じ、若い人材の成長が自

分の楽しみにもなっています。

結婚と同時に、家を守るために社会から

離れた状態になってしまいました。家で一人

練習、技術を向上させる練習曲、いろんなス

タイルの楽曲を熱心に練習し、休日は1日中ピ

アノに向かっていました。また、学生時代は週

に5日ほどコンサートに通いピアノ、声楽、オー

ケストラ、室内楽など多種多様の生の音楽に

接し、自分の肥やしになりました。ピアノのソ

ロ曲の他に、多くの伴奏の経験もしました。

ドイツリートは大学卒業後 3 年間、1年で200

曲ほどのペースで勉強し、たいへん苦しい思

いもしました。しかし曲を理解し表現できる

ようになった時に感じる喜びは、何物にも代

え難く充足感があり、もっともっとやり続けた

いという思いでいっぱいでした。その思いは

結婚してからも子育ての時期も絶えることな

く今日にまで至っています。しかし、その喜び

を得るためには練習が不可欠なので、家庭を

持ってからは新しいことへの挑戦や技術や音

楽性の向上のためにかなり苦労をしました。

子どもの幼い頃は自分のための時間を作り出

すのが一番難しく、何とかしてできた時間を

有効にするために、常に練習計画を立て、集

Q 進路のきっかけは何ですか

Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

ピアノを楽しんでいることもできたのですが、

多くの人と交流できる唯一の社会との接点と

して見出したのが「伴奏」の分野でした。伴

奏者として歌や楽器と共演することでお互い

に刺激し合い、理解し合い、一人では成し得

ない音楽を作り出すことができるところに魅

力を感じました。また、自分を必要とされて

いることにやりがいを感じ、どんどん面白く

なっていきました。やり出すと大変奥の深い

分野で、ただ単にピアノが器用に弾けるだけ

では伴奏にならない現実に直面し、多くの知

識、技術の必要性を感じ、一生探究していけ

る分野だと思っています。

A

A

A

1982 年
武庫川女子大学 音楽学部器楽学科 ピアノ専攻 卒業

1983 年
武庫川女子大学 音楽学部専攻生課程 修了

1983 年 ~ 1986 年
武庫川女子大学 音楽学部 非常勤助手

1994 年
武庫川女子大学 音楽学部 非常勤講師

2007 年
武庫川女子大学 音楽学部 専任講師

2012 年
武庫川女子大学 音楽学部 准教授
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武庫川女子大学音楽学部 声楽学科 音楽療法コース 卒業
NTT 東日本東北病院 音楽療法士

東北大学大学院 医学研究科 非常勤講師

「自分が 納得 できるまで

とことんやる 」ということを

常に考えてい る。

上田　智美　うえだ　ともみ

■ 経歴 Profile

今の進路へと第一歩を踏み出したの

は、高校1年の時でした。小さい頃からピ

アノを習っていましたので、音楽関係の職

業に就きたい、とぼんやりながらも憧れ

ていました。その一方、家族の影響を受け、

自分も顕微鏡を覗いたり、フラスコを振っ

たりする仕事がしてみたいとも思っていま

した。そんな時、テレビ番組で「音楽療法」

という言葉をはじめて耳にし、認知症の

高齢者が歌を歌い、昔の記憶を思い出す

姿をみて、あっけにとられました。これが

今の進路を選ぶに至った理由のひとつだ

と思います。音楽で心の変化（感動）がど

うして起きるのか、音楽の持つ効果につ

いて興味を持つようになり、音楽の研究

がしたいと思うようになりました。

のチャンスになったと思います。

研究始動から論文執筆の作業は労力

のいるものですが、そこには多くの人との

関わりが生まれます。同じ領域で研究を

する国内外の研究者と情報交換する機会

も多く、社会とのつながりが一気に広がっ

たことを実感できます。以前、「研究職は

泥臭いよ」と研究室の先輩から言われた

ことがありましたが、その言葉通り、毎

日遅くまで研究データとにらめっこし、や

り直しの連続です。ただ、この過程があ

るからこそ新しい発見へと到達できます

ので、その大変さが面白いのです。次か

今ここに立てているのは、「自分が納

得できるまでとことんやる」ということを

常に考えているからかもしれません。大

学院への進学については、医療現場で音

楽療法をするには医学知識を更に深める

べきと感じるようになり、医学部との共

通授業が選択できる医学系研究科への進

学を決意しました。これには迷いはあり

ませんでした。ただ、これまでと異なる

領域で進めるには、予想以上の努力が必

要でした。研究室内で飛び交う専門用語

が十分に理解できず、ディスカッション

は愚か音楽領域で科学研究をするにはほ

ど遠い状態でした。それに加えて、英語

が大変苦手でしたので、研究室で毎月あ

る研究進捗会での発表が英語と聞かされ

たときは相当焦りました。ほとんどが一か

らのスタートでしたので、辛いことも沢山

ありましたが、すべて自分が成長するため

Q 進路のきっかけは何ですか Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか ら次へと湧いて出てくる課題と疑問につい

てじっくりと時間をかけながら自分のもの

へと獲得していくことは、非常に遣り甲斐

を感じます。私の場合は、夢の実現へと

ようやく駆け出したばかりなので、これか

ら分野の発展に寄与できるよう努めてい

きたいと思っています。

A

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

A A

2008 年 武庫川女子大学音楽学部声楽学科（音楽療法コース）卒業
2013 年 東北大学大学院医学系研究科博士後期課程修了し、医学博士（障害科学）を取得
2013 年 日本音楽療法学会認定　音楽療法士を取得
2013 年 4 月 NTT 東日本東北病院にて音楽療法士として勤務。また、東北大学大学院医学研究科にて非常勤講師として勤務。
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武庫川女子大学大学院 薬学研究科 博士後期課程 修了
同志社女子大学 薬学部 医療薬学科 助教

経験の浅い自 分が簡単に

思い描ける人 生ではなく、

想像もつかな い人生を歩みたい。

小川　優子　オガワ　ユウコ

■ 経歴 Profile

学部生の頃は将来薬剤師として働くと

思っていましたし、そのつもりで就職活動

も行っていました。ところが配属となった

研究室での卒業研究が楽しくて、親の反

対を押し切って大学院に進学しました。２

年間の修士課程を終えた後、今度は博士

課程へ進学。その後ご縁があり、今の職

場でお世話になっています。学部生の頃は、

今の自分の姿を想像も出来ませんでした。

ただ、想像も出来ないことが起こるからこ

そ人生は面白いのかもしれません。経験

の浅い自分が簡単に思い描ける人生ではな

く、想像もつかない人生を今後も歩みた

いと思います。

研究の第一人者である早石修先生は、『睡

眠を研究すると眠れなくなる』と仰ってお

られますが、この言葉は至言だと思います。

私は女性ばかりの集団で生きて来まし

た。重い荷物を運ぶのも、壊れた機械を

修理するのも、瓶の蓋が開かない時に開

ける方法を考えるのも、全て女性の仕事で

した。対処方法を自分達で考え工夫して

来ました。困ったことがあれば、それは自

分の可能性を広げるチャンスなのだと思い

ます。

近年、様々なシーンで男女平等が謳われる

「努力」なんて大げさなものは何もし

ていません。そもそも「夢の実現」もして

いないと思います。今の自分が出来ること

を精一杯するだけです。

私は今、眠りに関する研究を行ってい

ます。『脳が発達すると睡眠が発達し、睡

眠が発達すると脳が発達する』と言われ

ていますが、高等生物であるヒトが生きて

いく上で睡眠は欠かせないものです。しか

し、「眠り」は脳の働きの中で最も重要な 1

つでありながら、最も理解されていない機

能です。夜が来れば当たり前の様に眠くな

りますが、その理由を明確に答えられる人

はいないでしょう。なぜヒトは眠るのか。

このテーマは奥が深く、21世紀に残された

最大の謎だと言われています。睡眠物質

Q 進路のきっかけは何ですか Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

様になりました。ただ、男性と女性は「同権」

ですが「同じ」ではありません。家事、育児、

親の介護等、女性だからこそ求められるこ

とが沢山あります。研究者を続ける上で、

女性には男性以上に多くの足枷があるかも

しれません。ただ、それを足枷と捉えるか、

自分の可能性を広げ、新しい何かを掴む

チャンスと捉えるかは、その人次第だと思

います。

この世に起こる全てのことには理由があ

り、それらは全て good reason だと言い

ます。辛い時にはどうしても大変な部分ば

かりに目がいきますが、そんな時こそ、そ

こに隠れている good reason を探してみ

てください。一緒に頑張りましょう。

A

A A

2002 年 3 月
武庫川女子大学薬学部薬学科卒業

2004 年 3 月
武庫川女子大学大学院 薬学研究科 博士前期課程修了

2007 年 3 月
武庫川女子大学大学院 薬学研究科 博士後期課程修了

2007 年 4 月
同志社女子大学薬学部　医療薬学科助手

2008 年 4 月
同志社女子大学薬学部　医療薬学科助教

Q 研究者を目指す（後輩）女性へ
アドバイスをお願いします

A
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武庫川女子大学 薬学部 卒業
㈱大塚製薬工場 鳴門研究所 再生医療研究室所属 研究員

誰も知らない ことを

自分の実験で 明らかに

できることの 面白さ。

 阿部　直美　あべ　なおみ

■ 経歴 Profile

薬学部に進学するきっかけは、単純に

生物という科目が好きだったことが理由で

す。ただ、本当に生物の面白さを知ったの

は大学に入学してからでした。それまでの

勉強は先生から教えてもらうものでしたが、

薬理学の研究室に入り誰も知らないことを

自分の実験で明らかにできることの面白さ

を知りました。このことが、医薬品を開発

する研究者の道に進みたいと考えるきっか

けになったのだと思います。けれど、実際

に進路を考える時期になると、自分が研究

者として生きていけるか自信が持てず、と

ても悩んだことを覚えています。その時、

一歩踏み出すきっかけを与えてくれたのは、

大学の恩師からいただいた言葉です。『目

の前の壁は、とても高く感じるものだ。け

れど、乗り越えてしまえば、意外と高くな

かったなと振り返ることの方が多い。』

今でも迷った時にはこの言葉を思い出し、ま

医療技術の開発を訴える姿でした。再生医

療領域が関わる疾患は、その多くが難治

性疾患です。難治性疾患は、原因不明、治

療方針未確定であることが多い疾患です。

そして、それらの疾患は、治療費としての

経済的な問題のみならず、介護等に人手を

要するために家族の負担が重く、精神的に

も大きな負担が掛かります。そんな疾患の

治療に向け世界で挑戦しているのが再生医

療領域であり、改めて自分の研究の意義や、

目指すべき方向性について考えさせられた

出来事でした。

ストレスを意識してしまうとそのことに

意識が集中してしまい、行動が停止してし

ずは前に進むことをモットーとしています。

本当に実現したい時には「夢」ばかりを

見ないように意識しています。時間は限ら

れているので、まず夢の実現のためにする

べきことに優先順位を付けます。そうして、

あとは目の前にある課題に順番に取り組む

ようにしてきました。この習慣は、今の研

究を進めていく上でも大きな糧となってい

ます。

現在、私は再生医療領域に関わる研

究に携わっています。私は、入社2年目で参

加した再生医療領域のある研究会で大き

な衝撃を受けました。それまでに参加した

研究会や学会では、大学や、企業等の研

究者の集まりでしたが、その会で目にした

のは、患者様自身、また患者様のご家族が

研究会に参加され、研究者に対して新たな

Q 進路のきっかけは何ですか

Q 夢の実現に向かって
努力したことはどんなことですか

Q ストレスをため込まないコツは

まいがちになります。そこで、最近は２つの

コツを実践しています。１つ目は、ストレス

に対する目線をもっと先の「目標（目指した

い理想とする結果）」に向けることです。つ

まり、今感じているストレスの原因は、目標

を達成するために正面から取り組まなけれ

ばいけないことなのか、あるいはそうでは

ないのかを最初に考えます。もし後者なら、

あまり悩む必要は無いことなので、何とか

やり過してしまえばいいのです。重要なの

は前者の場合です。その場合は 2 つ目のコ

ツとして、ストレスの原因を頭の中だけで留

めておくのではなく、文書に書き起こす作

業をします。そうすることで自分のやるべ

きことが 整 理され、「ストレス」は「課 題」

へと変わり、解決の糸口が見えてきます。
A

Q 何故今の研究分野が面白いと
思いましたか

A

A
A

2006 年
武庫川女子大学 薬学部 卒業

2008 年
大阪大学大学院 薬学部 修了

2008 年
㈱大塚製薬工場入社 鳴門研究所 探索創薬研究部 配属

2014 年
㈱大塚製薬工場 鳴門研究所 再生医療研究室所属 研究員
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武 庫 川 女 子 大 学  研 究 者 ロ ー ル モ デ ル ブ ッ ク A  B o o k  o f  R o l e  M o d e l s  f o r  R e s e a r c h e r s

女性研究者支援センター キャリア支援部門 キャリア支援部門の活動紹介

育児や介護に際し、女性研究者のキャリアを支援します

女性研究者の
キャリアの

継続・復帰を
サポート

若手女性研究者
スタートアップ

システム
理系論文の書き方、外部
資金の獲得など自立支援

のための講座を開講

キャリアパス
設計

セミナーや冊子で身近な
ロールモデルを紹介

女性研究者
交流サロン

研究やライフイベントの
情報交換の場となる
交流サロンの設置

研究支援員
制度

育児、介護と教育研究を
両立するための
支援員を派遣

キャリア
アドバイザー

キャリア相談を受付
女性研究者相談窓口
    female_r@mukogawa-u.ac.jp
☎ 0798-45-3737（内線 5073）
メール相談 件名に「相談申込」本文に「氏名・所属・相談内容」を記入の上、上記アドレスまでお送りください
電 話 相 談 直接上記の番号までお電話ください
対　　　象 本学女性教員、研究職志望の大学院生
相　談　例 ・進路・キャリア形成についての相談
 ・研究者の就職に関する相談
 ・出産・育児・介護等に関わる諸問題と研究等継続との両立についての相談
 ・海外留学についての相談
 ・困ったことがあるが、どこに相談すればよいのか分からない

結婚や出産などの不安があったが、話を聞き前向きに考えられるようになった

技術系公務員の方が具体的に
どのような仕事をされているのかを
知ることができて良かったです。

英論作成に
必要なポイントが分かってよかった。

スピーカ
ーの行動

力や

考え方が
エネルギ

ッシュで
、

自分では
思っても

みなかっ
たことを

たくさん
聞かせて

もらって

頭をなぐ
られたよ

うな

衝撃を受
けました

。

グループ
ワークを

したのも

良かった
です。

もし
自分
が結
婚し
たら
、

仕事
は続
けた
いと
思っ
てい
るの
で、

今日
は色々

な話
が聞
けて
なる
ほど
なぁ
と

思う
こと
がた
くさ
んあ
り、
楽し
かっ
たで
す。

両親
にも
重ね
なが
ら話
を

聞い
てし
まい
まし
た。

日頃、他分野の方と話す機会も

少ないため、とても刺激になった。

自分の中で、これまでと違った

ものの考え方が開拓されたように思う。

若手研究者
交流会

第1回
ロールモデル提供セミナー

報告1「女性研究者の生き方とは」
川口 真規子

（甲子園大学栄養学部 専任講師）
報告2「研究者として、母として」

鳥取部 直子
（九州保健福祉大学薬学部 准教授）

報告3「それぞれの強みを活かして！」
本仲 純子

（徳島大学 AWAサポートセンター
センター長）

第4回
ロールモデル
提供セミナー

「夫婦で研究を続けていくには」
塩出　雅

（武庫川女子大学文学部
日本語日本文学科 教授）

第3回
ロールモデル
提供セミナー

「私が選んだ「技術系公務員」という
働き方～公務員はつまらない職業なの
か？公僕生活15年から思うこと～」

鷲尾　真弓
（神戸市都市計画総局住宅部

住宅政策課住宅計画係長）

第1回
スタートアップ
支援講座

「助成金を獲得するために」
横川　公子

（女性研究者支援センター
プロジェクト推進支援室長）

たつみ　都志
（女性研究者支援センター 
キャリア支援部門リーダー）

第2回
ロールモデル
提供セミナー

「サントリーの清涼飲料の開発・
生産に携わって－仕事を通じて学
んだこと、考えたこと－」

 中嶋　悦子
（サントリー食品インターナショナル株式会社 

食品事業本部 食品事業部
開発生産推進部 顧問）

第2回
スタートアップ
支援講座

「英語論文の書き方セミナー」
ミリンダ・ハル

（カクタス・コミュニケーションズ
株式会社）

第3回
スタートアップ
支援講座

「英語でのコミュニケーションと
プレゼンテーション」

荒井ゆき江
（一般社団法人　日本プレゼン・ス

ピーチ能力検定 理事、神奈川
工科大学非常勤講師）

第4回
スタートアップ
支援講座

「英語論文の書き方セミナー」
西川　マリ

（カクタス・コミュニケーションズ
株式会社）

第5回
スタートアップ
支援講座

「理系論文の書き方セミナー」
谷本　敏子

（武庫川女子大学薬学部
薬学科教授）

第6回
スタートアップ
支援講座

「外部資金の獲得について」
横川　公子

（女性研究者支援センター
プロジェクト推進支援室室長）

たつみ　都志
（女性研究者支援センター
キャリア支援部門リーダー）
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