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男女共同参画推進室ニュースレター 

      

男女共同参画推進室をどうぞご利用ください！ 
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 香川大学の男女共同参画推進室は、今年で開設３年目を迎えました。相談・

啓発講座・託児サービス等、様々な取り組みを行っています。大学の学生・職

員・教員の皆様、常勤・非常勤を問わず全てのサービスをご利用いただけま

す。お部屋は、妊娠中の方の休憩室・ボランティア託児室としても使えます。

ホームページで情報配信中 http://www.kagawa-u.ac.jp/sankaku/ 

 

＊３月に大学会館１階におし

めかえシート設置、赤ちゃん

連れでも大丈夫 

推進室は託児室機能もありま

す。ヘルパーも利用可能。 

推進室サービス一覧 

○各種相談(ハラスメントも対応） 

○ベビーシッター券 

○託児事業 

○病児移送サービス 

○高校出前講座・啓発講座の開催     

                    等 



 

2 

無料託児イベント付き  病児移送サービス説明会！ 

児童文化研究会とは 

香川大学公認の学童ボラン

ティアサークルです。活動

は、学内に地域の子供たち

を招いて行事を行ったり、

子供会等から依頼を受けて

の出張活動したりしていま

す。児童文化研究会が行う

イベントは毎回大盛況で、

リピーターも大勢います。 

 

＜申込・問い合わせ先＞ 

＊男女共同参画推進室 

 内線：１０５５ 

＊医学部ＷＬＢ支援室 

 内線：３３０９ 

メール：

sankaku03@ao.kagawa

-u.ac.jp 

＊ホームページで申し込み

用紙配信中です。 

 

医学部で試行中の病児移送サービスが、 

                幸町キャンパスでも使えるようになりました。 

現在、幸町キャンパスでも登録を受け付けています。また、保育所年長から小学 

6年生の子どもであれば、子どもだけでのタクシー利用が可能となりました。 

 『病児移送サービス』説明会＆父の日にちょっと時間をプレゼント 

 新制度実施に伴い、無料の託児付サービス説明会を開催します。お子様は児童 

文化研究会の『わくわく広場』(学内探検)でお預かりします。(０才～４才は託 

児ボランティアが対応）説明会は３０分ほどで終了します。その他の時間はご 

自由にお過ごしいただけます。この機会に病児移送サービスにぜひご登録くださ

い。 

日時：６月１６日（土）9：00～１２：００ 集合場所：男女共同参画推進室 

対象年齢：イベント参加 保育園年長から小学６年生まで 

     別室での託児 ０～４才まで（先着１０名）兄弟で参加できます。 

参加の条件：病児移送サービス登録者もしくは登録予定者 

応募の締切：６月７日（木）までに電話かメールでお申し込みください。 

※ 説明会は①９：００～②１１：３０～（送迎の前後２回）登録済の方は、説
明会への参加は必要ありません。当日は、学内探検の企画になっており、ご両親
が普段働いている大学を見学していただける良いチャンスです。 

 

＊病児移送のご説

明と登録は毎日、

男女共同参画推進

室で受付ています。 
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 今回は、大学会館２階の

キャリアカフェを会場にお

借りして開催しました。

「人生とキャリア」の講義

で広報をさせていただき、

おかげさまで、女子学生だ

けでなく、男子学生の参加

もありました。 

 ご協力くださった皆様、

ありがとうございました。 

次回に 

ご期待ください！ 

  

10代からの就活デビュー 

～未来をひらく３つのレッスン～ 

レッスン１「夢をかなえる！決め手はコミュニ

ケーション力」 

日 時：平成24年4月25日(水) 

場 所：キャリアカフェ(大学会館２階） 

講 師：バーカー尚子さん 

参加者：学生30名(女子26名・男子4名)  

     教員3名、関係者1名  計34名 

学生内訳：教育学部14名 経済学部9名 法学部6名 不明1名  

   

卒業生のバーカー尚子さんを招いて、幸町キャンパスで初めてのキャリ

アデザイン講座を開催しました。 

講師は、香川大学法学部を卒業後、大手ショッピングセンター本社に就

職。東京でアメリカ人の夫さんと出会い、結婚を機に渡米。現在、子ども2人

とシアトル在住。お仕事は、プライベートジェットの機内デザインをしていま

す。 

日本の会社で働いているとき「この仕事はなんか違うな」と思い、結婚後

第1子を産んでから大学院に行き直しました。念願のインテリアデザインの

勉強しながら、第2子出産。卒業は少し遅れましたが無事卒業。その後、就

職活動に取り組み、厳しい競争を経てデザイン学校の教師になりました。し

かし、どうしてもデザインの現場の仕事がしたくなり、今の職場から誘いも

あって思い切って転職しました。 

バーカーさんからの大きなメッセージは、夢をあきらめないこと、そのため

にはしっかり努力を続けること。大学院でがんばって、納得のいく作品を作

ることが出来たので、自分に自信が持て、厳しい採用の面接でもいい結果

を出すことができ、念願の現在の仕事に繋がったそうです。 

勉強や仕事と育児、両立するためには、パートナーの協力もとても大き

く、夫さんはフィフティ・フィフティに家のことをやってくれているそうです。職

場でも、家庭でも、忙しくても、いつもオープンに話しあうことが大切。 

皆さんは若いのだから自分の経験を大切にしてほしい。旅に出て世界を

見るのもいい。バーカーさんがご自身の子ども達に伝えたいことは、“自分

の力で生きていけるように、自分に自信を持って生きて行ってほしい”。そし

て、今、一番大事にしたいのは“家族”。子ども達が独り立ちするまで、見

守ってやりたい。“人生を振り返ってみて、今一番、この仕事に満足してい

ます”とさわやかに力強く語られました。 

「向上心・探究心の高さ

にすごいなと思った。｣        

「講師の方の話を聞い

て“急がなくてもいいん

だ、しっかり自分と向き

合って本当にやりたいこ

とをする人生にしよう”と

思いました。」          

「今の自分には自信を

伝える力がないので、そ

れが出来るようになりた

い。｣          

「私も人生を楽しみた

い。｣ 

感 想 

幸町第1回キャリアデザイン講座 開催報告 



香川大学男女共同参画推進室 
 

香川県高松市幸町１－１ 

北5号館１階 

 

電話：０８７（８３２）１０５５ 

内線：1055 

FAX：０８７（８３２）１０５７ 

電子メール：  

sankaku-room@ao.kagawa

-u.ac.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 
 http://www.kagawa-u.ac.jp/

sankaku/ 

ベビーシッター券、今年も扱っています。 

新たに支援員・育成員が決まりました！ 
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男女共同参画支援員・育成員 

 支援員は両立支援のための企画

や事業の運営に参加し、育成員

は、学生などの次世代育成・確保の

取組の企画などに参加しています。

また男女共同参画推進委員会にも

参加します。 

支援員   

部局 職名 氏名 

教育学部 教授 岡 晋平 

教育学部 教授 青山 夕夏 

教育学部 准教授 松本 博雄 

法学部 准教授 平野 美紀 

経済学部 准教授 松岡 久美 

医学部 教授 窪田 泰夫 

医学部 教授 清水 裕子 

工学部 教授 石井 明 

農学部 教授 別府 賢治 

連合法務研究科 教授 柴田 潤子 

育成員   

部局 職名 氏名 

教育学部 教授 風間 喜美江 

法学部 准教授 平野 美紀 

経済学部 准教授 松岡 久美 

医学部 助教 森上 純子 

工学部 准教授 野々村 敦子 

農学部 准教授 野村 美加 

 男女共同参画支援員・育成員の先

生方は、推進室とともに事業を進め

ています。皆様の相談相手として、

メンターの役割も果たしています。

ご遠慮なくお声掛けください。 

 

男女共同参画推進室

室長 高木健一郎 

推進室 職名 氏名 

室員 副室長 長安 めぐみ 

室員 副室長 石井  明 

室員 技術補佐員 川田 靖子 

室員 技術補佐員 小野 由美恵 

室員 技術補佐員 香西 里紗 

カウンセラー 臨床心理士 中川 恵利子 

部局 職名 氏名 

研究協力G リーダー 谷本 伸夫 

人事G リーダー 枝川 幸司 

給与福利G リーダー 岡本 晃 

給与福利G サブリーダー 小西 誠二 

給与福利G グループ員 浅野 まみ 

 男女共同参画推進室では、財団法人こども未来財団の行っている「ベビー

シッター育児支援事業」を利用して、被雇用者が在宅保育サービスを利用す

る際の料金の一部を助成し、仕事と子育ての両立を支援する「ベビーシッ

ター育児クーポン発行事業」を実施しています。 

【利用対象者】本学に在職する職員 

      （非常勤の場合は社会保険加入者に限ります。） 

【対象となる子の年齢】0歳～小学校3年生 

          （障害のあるお子様は6年生まで） 

【使用条件】・仕事のための家庭内における保育 

      (家庭以外は利用不可) 

      ・保育所等への送迎 

      ・原則２時間以上の利用が対象 

【割引額】１日あたり1,700円（使用は1日1枚／1回につき 

     1,700円以上のサービスが対象） 

【ご利用方法】申込書（Webページよりダウンロード）を男女共同参画推進室にご 

       持参いただくか、学内便にてお届けください。 

詳細はホームページ、もしくは男女共同参画推進室までご連絡ください。 

～ベビーシッター料金が１７００円もお得になります～ 

〈利用者の声〉 

 初めて利用するシッターサー

ビスに不安もありましたが、

「保育サポートひまわり」から

きてもらっており、とても助

かっています。子どもの気持ち

を考えて、そして事故がないよ

うに配慮しながらお世話をして

いただいていることが分かり、

シッターサービスは安心して任

せられる強力なサポートです。 


