
文部科学省平成29年度｢男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業｣（採択校：国立大学法人 徳島大学）

徳島大学での、女性の学び支援のための研究協議会の開催
「四国地域連携による女性の学び支援のための研究協議会プロジェクト」

（2月2日、2月3日）で、発表しました。

ロールモデル講演会

｢女性研究者の仕事と生活の両立～体験とその工夫～｣

　事業の採択校である国立大学法人 徳島大学が、文部科学省平成29年度
「男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業」の委託を受けて開催
した、「四国地域連携による女性の学び支援のための研究協議会プロジェクト」
に、本学所属の女性研究者が参加しました。
　その中のロールモデル講演会では様々な経験談が紹介され、仕事と生活

（育児）の両立についてや、家庭内でのルール、また気持ちの持ち方からPTA活動
での経験談等、多岐にわたってお話がありました。女性研究者研究交流発表会では、
ショットガンプレゼンテーションにて各大学の研究者による研究発表があり、
本学所属の女性研究者も発表を行いました。

座長：

パネリスト：

香川大学 法学部 教授
男女共同参画推進室長　柴田 潤子

徳島大学病院 泌尿器科
　講師　山本 恭代
香川大学 工学部 電子・情報工学科
　講師　松下 春奈
愛媛大学 大学院 農学研究科 生命機能学専攻
　助教　米山 香織
高知大学 人文社会科学部 人文社会科学科
　准教授　関 良子

　「両立するためには、夫婦で同じだけの能力
を持つことが必要である。」という意見や、
PTA活動についての質問には、「PTA活動は
マニュアル化されている物が多いので、先生
とメール等でやりとりして乗り切った。」という
経験談もありました。 
　学会での一時預り保育の必要性については、

「保育環境を整えることは、女性の研究者が声
を上げることで可能になる。」と、先輩研究者と
しての発言もあり、「背中を押していただけた
気がする。」等のやりとりが見られました。

高知大学 地域協働教育学部門
開発と幸福、実験社会科学
　准教授　廣瀬 淳一

発表者：

徳島大学 医歯薬研究部 医学系 産婦人科学分野 助教　阿部 彰子
徳島大学 大学院 社会産業理工学研究部 知能工学分野 講師　伊藤 桃代
徳島大学 大学院 社会産業理工学研究部 理工学域電気電子系 准教授　上手 洋子
徳島大学 創新教育センター 助教　金井 純子
徳島大学 大学院 医歯薬学研究部 顎機能咬合再建学分野 講師　細木 真紀
徳島大学病院 泌尿器科 講師　山本 恭代
鳴門教育大学 大学院 学校教育研究科 特別支援教育 准教授　高原 光恵
香川大学 法学部 経済法 教授　柴田 潤子
香川大学 医学部 看護学科 慢性期成人看護学 教授　清水 裕子

女性研究者研究交流発表会

ショットガンプレゼンテーション①

ショットガンプレゼンテーション②

司会：

香川大学 男女共同参画推進室
特命講師・コーディネーター
　村上 弥生

香川大学 工学部 電子・情報工学科 講師　松下 春奈
香川大学 男女共同参画推進室 特命講師・コーディネーター　村上 弥生
愛媛大学 農学研究科 生物有機化学研究室 助教　米山 香織
高知大学 理工学部 化学生命理工学科 生命化学分野 助教　越智 里香
高知大学 人文社会科学系人文社会科学部門･哲学 准教授　小島 優子
高知大学 人文社会科学部 人文社会科学科・国際社会コース（英文学） 准教授　関 良子
高知大学 人文社会科学部 国際社会コース 講師　土屋 京子
高知大学 地域協働教育学部門･開発と幸福、実験社会科学 准教授　廣瀬 淳一

司会：

発表者：

発表者：
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