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 本年6月24日に「日本再興戦略改定版」が閣議決定されま

した。この中に、『２．担い手を生み出す ～ 女性の活躍促進

と働き方改革』として、「人口減少社会への突入を前に、女

性や高齢者が働きやすく、また、意欲と能力のある若者が将

来に希望が持てるような環境を作ることで、いかにして労働

力人口を維持し、また労働生産性を上げていけるかどうか

が、日本が成長を持続していけるかどうかの鍵を握ってい

る。」とあります。 

そのために新たに講ずべき具体的施策として、ｉ）女性の活

躍推進－①育児・家事支援環境の拡充、②企業等における女性の登用を促進する

ための環境整備、③働き方に中立的な税制・社会保障制度等への見直しがあげら

れています。2020年に指導的地位に占める女性の割合を30％にするという目標

値が掲げられています。現在、日本では『管理的職業従事者（企業の課長以上や

管理的公務員）』に占める女性の比率は11.1％と言われており、かなり高いハー

ドルが設定されています。私が通算3年ほど仕事をしていたカナダではかなり高

く36.7%という数字です。30年ほど前になりますが、初めての海外生活で、勤

務先のボスから、「この国ではバスに乗るときは女性とお年寄りには必ず席を譲

るんだよ」と言われ、お年寄りや女性が乗ってきたら声をかけて席を譲らなきゃ

とドキドキ緊張しながらバスに乗ったことを覚えています（笑）。実はカナダで

は多くの職場で女性が活躍しており、働きやすく、人に優しくといったところを

皆さんが心がけているということを実感しました。いろいろ困ったときに相談に

行くと親身になってゆっくりした英語で説明してくれました。いつも、お先にど

うぞ“Go Ahead”が出てきますし、何かしらちょっと失敗したときでも“Nice 

Try”と励ましてくれます。 

 香川大学の男女共同参画推進室では両立支援事業、大学間連携・地域連携支援

事業、女性研究者キャリア形成支援事業を行っており、これらの活動を通じて、

男女とも年齢にかかわりなく、人に優しく、共に生き生きと楽しく仕事が出来る

環境を作ることが出来るよう心がけていきたいです。よろしくお願いいたしま

す。 

 

香川大学男女共同参画推進室長 早川 茂 
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Afternoon Meeting  vol.１ 開催報告  

歓迎！新任教員の皆さん 

 平成2６年4月2４日、幸町キャンパス研究交流棟において、新任教員の研修

会が開催されました。男女共同参画推進室も学内の制度について説明した「ワー

ク・ライフ・バランス応援ハンドブック」、休日出勤時の託児事業、学内シンポ

ジウムの報告書で情報提供をさせていただきました。 

 昼休みは「歓迎！新任教員の皆さん」ということで、男女共同参画推進室でラ

ンチ交流をしていただきました。ゲストに教育学部の小方朋子先生、経済学部の

松岡久美先生をお呼びして、ランチを共にしながら和やかな時間を過ごしまし

た。 

日時 ：平成26年4月24日（木） 12：10～13：30 

テーマ：Afternoon Meeting  「歓迎！新任教員の皆さん」 

ゲスト：小方朋子先生（教育学部准教授）、松岡久美先生（経済学部准教授） 

参加人数：7名（内4名が新任教員） 

母校である香川大学に、四月か

ら勤務するようになりました。

新しい職場に変わり、本当に分

からないことだらけですが、周

りの先生方に支えられ毎日過ご

しています。 

 

今回のアフタヌーンミーティン

グでは、楽しくランチを食べな

がら先輩教員の心強いアドバイ

スなども聞くことができ、楽し

く有意義な時間となりました。

これからも、このようなホッと

できる場所を提供していただけ

ると大変ありがたいです。 

 

教育学部 高木愛  

学内では普段は話さないような

トピックも多く、大変楽しい時

間を過ごさせていただきました

。 

 

スウィーツごちそうさまでした

！ 

 

 

経済学部 青木宏之 

訪問を通して、olive 

heartの活動を知りました。 

乳児の授乳スペースや各部局ご

とに子育て支援を目指した場が

整備されてきており、非常に心

強いです。 

        

お昼の休憩時間にも関わらず男

女共同参画推進室の皆様に温か

く迎えて頂き感謝いたします。 

 

農学部 豊田 鮎 

～Afternoon Meeting～

歓迎！新任教員のみなさん
ランチを取りながら、先輩の先生とおしゃべりしてみませんか。

 日時 H２６年４月２４日(木)１２：１０～１２：５５

 場所 男女共同参画推進室 北５号館１階

 対象 新任教員

 主催 男女共同参画推進室

 ゲスト 教育学部 小方朋子准教授

経済学部 松岡久美准教授

ランチをご持参ください。おいしいお茶を準備してお待ちしております。

どうぞお気軽にご参加ください。

☆昼食時12：00～会場を開放しています。

Afternoon Meeting って？ 

 男女共同参画推進室では、

定期的にAfternoon Meeting

を計画しています。 

お弁当を持ち寄って、色々な

テーマで交流し合います。

ちょっと物知りな教職員の先

輩をお呼びして、情報提供も

していただきます。 

自分の仕事だけやっていると

気づけない部分を発見できた

り、思わぬアイディアが閃く

かもしれません。 

どうぞお気軽にお越しくださ

い。（男女共同参画推進室） 
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   幸町キャンパス中央図書館 

   男女共同参画コーナー開設 

 今年も中央図書館の男女共同参画コーナーでは、国立女性教育会館 NWEC

から女性問題や男女共同参画がテーマの専門書をお借りして、皆さんへ貸し出

しています。レポートに役立つと大変好評です。ぜひご利用ください。 

 貸出方法は通常の貸出方法と異なっておりますので、窓口までお問い合わせ

ください。 

 ☆最新の専門書が取りそろっています。どうぞご覧ください。 

男女共同参画週間を開催しました 

 内閣府男女共同参画局では毎年6月23日から29日までの1週間、「男女共同参

画週間」を実施しています。男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、

それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには政

府や地方公共団体だけでなく、国民の皆さん一人ひとりの取組が必要です。私た

ちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？ 

今年度のキャッチフレーズの募集テーマは、男性がもっと家事・育児・介護・地

域活動に関わりたくなるようなキャッチフレーズ。選ばれたキャッチフレーズは

こちら！ 

男女共同参画推進室の開室時間が変わります 

 7月から男女共同参画推進室の開室時間が変わります。開室時

間は9：00～12：00です。12：00以降にご用のある場合は、

内線（1055）もしくはメール（sankaku-room@ao.kagawa-

u.ac.jp）までご連絡ください。お急ぎの場合は法人本部2Fの研

究協力グループまでお越し願います。託児スペースや休憩室は今

までと変わりなくご利用いただけますので、ご遠慮なくお申し付

けください。                       

今後も香川大学の“何かのときの親切係”となれるよう努力を続

けて参ります。引き続き男女共同参画推進室をどうぞよろしくお

願いします。 

第二弾 9月末まで キャリア・しごと、世代論、男女共同参

画、セクシュアリティ 

第三弾 １２月末まで 理科系、メディア、恋愛、家族、社会、

男女共同参画 

第四弾 3月末まで 理科系、ファッション、貧困・格差、家

族  
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 ベビーシッタークーポン発行中！ 

 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。 

【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。 

学生託児サポーター大募集です！ 

【利用対象者】 本学に在職する職員（非常勤含む） 

（※社会保険加入者に限ります。） 

【対象児童年齢】 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） 

・保育所等への車での送迎と家庭での見守り 

・原則２時間以上の利用が対象（昼夜間も対応可能） 

【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）    

【対象事業所】 保育サポートひまわり 

（事業所FineStyle 高松イオン内） 

 香川大学男女共同参画推進室では平成22年度より学生による託児ボランティア

登録を実施しています。学内の短時間預かり保育や休日出勤時などの託児等に協力

いただける学生を募集します。イベントの前にご連絡しますので、ご都合の合う時

間帯にボランティアとしてぜひ参加してください。登録は簡単！事前にお申込みい

ただき、下記の説明会に参加すればＯＫ！（参加できない方には説明会のDVDを

ご用意しております） 

登録は男女共同参画推進室

(sankaku-

room@ao.kagawa.ac.jp）

宛にお名前とご連絡先をご記

入の上送信してください。後

ほど詳細をお知らせします。 

日程 時間 科目 担当者 

7月23日(水) 

13：30～16：00 

香大っこサポーター 

説明会 

北3号館1階 313教室 

13：30～14：00 香大っこサポーターの活躍の様子 サポーター代表 

14：00～14：30 仕事も家庭も、安心して続けるために 男女共同参画推進室 

14：30～16：00 
託児ボランティアってなに？ 

～子どもと楽しく安全に過ごすために～ 

託児ボランティアあゆみ 

梶ヶ谷真知子さん 

DVD受講 

1 子どもの発達と遊び 
香川大学教育学部 

松本博雄 准教授 

2 大学研究者の仕事と研究そして暮らし 
香川大学農学部 

野村美加 教授 

3 共稼ぎの課程のイクメンパパのとりくみ 

香川医療生活協同組合 

法人組合員活動部 

岸本大助さん 

4 子どもの病気と看護基礎知識 

へいわこどもクリニック 

病児保育はとぽっぽ 

増本正子さん、大江久海子さん 

10月1日(水）託児実習 

北3号館1階 313教室 

（幸町キャンパス） 

10：00～14：30 半日託児体験実習 協力：託児ボランティアあゆみ 

お申込みをお待ち

しております！ 


