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Ⅳ－９ 情報交換 
（１） 他機関における「女性研究者支援モデル育成」事業の視察 
①平成２１年度実施 
 

概要 女性エンジニア育成支援シンポジウム 翔け！輝け！女性エンジニア 

実施日 2009 年 8 月 8 日(土) 15:30～17:40 

場所/主催 名古屋大学 / （社）日本工学教育協会，東海工学教育協会  

参加者 沖 陽子（男女共同参画室長） 

実施内容 シンポジウム参加 

 
概要 広島大学男女共同参画推進室 視察 

実施日 2009 年 8 月 27 日(木) 

場所/主催 広島大学  

参加者 早川 みどり（総務・企画部主査），居安 裕美（総務・企画部事務職員） 

実施内容 情報交換 

 
概要 第一回九州アイランド女性研究者支援シンポジウム 

女性研究者にエールを！～多様性を活かしたコミュニティからの発信～ 

実施日 2009 年 9 月 5 日(土) 13:20～17:50 

場所/主催 宮崎市宮日会館 11 階ホール / 宮崎大学 

参加者 早川 みどり（総務・企画部主査），増田 治美（男女共同参画室事務職員） 

実施内容 シンポジウム参加，ポスター展示 

 
概要 第 7 回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム 持続可能社会と男女共同参画

実施日 2009 年 10 月 7 日(水) 10:00～17:30 

場所/主催 東京工業大学蔵前会館 / 東京工業大学 

参加者 富岡 憲治（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加，ポスター発表 

 
概要 名古屋大学男女共同参画推進シンポジウム 

女性研究者のキャリア深化のためのシステム改革 

実施日 2009 年年 10 月 30 日(金) 13:00～17:20 

場所/主催 名古屋大学野依記念学術交流館 / 名古屋大学 

参加者 田中 宏二（理事・副学長 岡山大学ダイバーシティ推進本部長） 

実施内容 シンポジウム参加，ポスター発表 
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概要 「三世代サポート型佐大女性研究者支援」キックオフシンポジウム 

 

実施日 2009 年 11 月 6 日(金) 16:00～18:00 

場所/主催 佐賀大学 本庄キャンパス / 佐賀大学 

参加者 五福 明夫（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加 

 
概要 日本化学会西日本大会 2009 第１回男女共同参画シンポジウム 

 

実施日 2009 年 11 月 7 日(土) 11:00～14:20, 16:50～18:20 

場所/主催 愛媛大学城北キャンパス / 愛媛大学 

参加者 本水 昌二（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加，パネルディスカッション, ポスター発表 

 
概要 第２回金沢大学女性研究者支援シンポジウム 

女性研究者のキャリア継続 ～社会・制度・パートナーの役割 

実施日 2009 年 11 月 9 日(月) 13:30～17:00 

場所/主催 金沢大学 自然科学大講義棟  / 金沢大学 

参加者 中谷 文美（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加 

 
概要 女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウム 

女性研究者支援の新時代をむかえて 

実施日 2009 年 11 月 25 日(水）・26 日(木) 

場所/主催 日本大学会館 / 日本大学 

参加者 沖 陽子（男女共同参画室長），早川 みどり（総務・企画部主査） 

実施内容 シンポジウム参加，ポスターセッション，採択機関の取組報告 

 
概要 東京医科歯科大学 女性研究者への革新的支援 

健康・多様性・生産性を高めるワーク・ライフ・バランス施策 

実施日 2009 年 12 月 3 日(木) 13:00～16:00 

場所/主催 東京ガーデンパレス / 東京医科歯科大学 

参加者 富岡 憲治（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加，ポスター展示 
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概要 新潟大学「キャンパスシッターによる育成・支援プラン」第２回シンポジウム

女性研究者が活躍できる大学をめざして 

実施日 2009 年 12 月 8 日(土) 14:30～16:50, 17:30～19:30 

場所/主催 新潟大学 総合教育研究棟 / 新潟大学 

参加者 本水 昌二（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加，ポスター展示 

 
概要 第１回中四国男女共同参画シンポジウム 

第３回広島男女共同参画シンポジウム 元気な大学は，地方の活力 

実施日 2009 年 12 月 21 日(月) 13:00～17:00 

場所/主催 ホテルグランヴィア広島 / 広島大学 

参加者 本水 昌二（男女共同参画室員） 

増田 治美・松田千寿栄（男女共同参画室事務職員） 

実施内容 シンポジウム参加，パネルディスカッション参加 

 
概要 日本物理学会シンポジウム 

ポジティブ・アクション－加速する女性研究者育成事業と今後の展望－ 

実施日 2010 年 3 月 20 日(土) 9:30～12:15 

場所/主催 岡山大学創立５０周年記念館 / 日本物理学会 

参加者 沖 陽子（男女共同参画室長） 

実施内容 シンポジウム参加，講演（岡山大学の女性研究者支援モデル） 
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Ⅳ－９（１）② 平成２２年度実施 
 

概要 平成 22 年度男女共同参画社会づくりに向けての全国会議（内閣府） 

話そう，働こう，育てよう。いっしょに。 

実施日 2010 年 6 月 22 日(火) 13:00～16:30 

場所/主催 メルパルクホール東京 / 内閣府 

参加者 藤井 雅美（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加 

 
概要 日米シンポジウム 女性研究者のエンパワーメントと新領域創成に向けたワー

クショップ～日米シンポジウムのプレ会議として 

実施日 2010 年 7 月 5 日(月)・6 日(火) 

場所/主催 国立女性教育会館 

参加者 藤井 雅美（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加 

 
概要 社団法人地盤工学会 第 45 回地盤工学研究発表会 特別セッション 

テーマ：地盤工学会におけるダイバーシティの実現 

実施日 2010 年 8 月 19 日(木) 

場所/主催 愛媛大学 

参加者 沖 陽子（男女共同参画室長），本水 昌二（男女共同参画室員） 

実施内容 参加，講演（岡山大学の女性研究者支援モデル） 

 
概要 シンポジウム２０１０ 今何が必要か 各大学の取り組みに学ぶ 

実施日 2010 年 9 月 13 日(月) 14:00～16:45，17:00～18:30 

場所/主催 仙台国際センター 

参加者 本水 昌二（男女共同参画室員）  

実施内容 シンポジウム参加，パネル展示 

 
概要 「持続可能な女性研究者支援，筑波スタイル」第２回シンポジウム 

女性研究者のワーク・ライフ・バランス 

実施日 2010 年 9 月 30 日(木) 13:15～17:15 / 2010 年 10 月 1 日(金) 10:00～12:15 

場所/主催 筑波大学 大学会館 / 筑波大学 

参加者 保坂 雅子（男女共同参画室員）  

実施内容 シンポジウム参加，パネル展示 
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概要 女性研究者支援システム改革プログラム 事業合同シンポジウム 

未来を築く女性研究者の飛翔に向けて 

実施日 2010 年 10 月 5 日(火)・6 日(水) 

場所/主催 京都大学百周年時計台記念館 / 

京都大学女性研究者支援システム改革プログラム 

参加者 沖 陽子（男女共同参画室長），早川みどり（総務・企画部総括主査）， 

保坂 雅子（男女共同参画室員），藤井 雅美（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加，ポスター発表 

 
概要 第８回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム 

男女共同参画と社会 

実施日 2010 年 10 月 7 日(木) 10:00～17:30 

場所/主催 独）理化学研究所 和光研究所 /  男女共同参画学協会連絡会 

参加者 保坂 雅子（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加，ポスター発表 

 
概要 東京都市大学国際シンポジウム 男女共同参画社会における女性研究者のエン

パワーメント ～国内外の研究環境の比較～ 

実施日 2010 年 10 月 8 日(金) 14:00～17:00 

場所/主催 東京都市大学世田谷キャンパス / 東京都市大学 

参加者 藤井 雅美（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加 

 
概要 ＴＥＮＣＯＮ ２０１０特別企画 パネルディスカッション 

アジア諸国に学ぶ女性のキャリアの築き方 

実施日 2010 年 11 月 23 日(火) 14:00～17:30 

場所/主催 福岡国際会議場 / TENCON2010，九州大学，IEEE R10 WIE，IEEE JC WIE

参加者 保坂 雅子（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加 

 
概要 第２回 中国四国男女共同参画シンポジウム 持続可能社会に向けての男女共

同参画 ～女性研究者支援モデル育成事業から見えてきたもの～ 

実施日 2010 年 12 月 1 日(水) 13:00～17:15 

場所/主催 松江東急イン / 島根大学 
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参加者 本水 昌二（男女共同参画室員） 

保坂 雅子（男女共同参画室員） 

門脇 孝弘（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加 

 
概要 筑波大学男女共同参画推進室 視察 

実施日 2010 年 12 月 3 日(金) 

場所/主催 筑波大学 大学本部  

参加者 小畑 千晴（非常勤 コーディネーター） 

実施内容 情報交換 

 
概要 徳島大学ＡＷＡサポートシステム キックオフシンポジウム 

ＡＷＡ(OUR）ＳＴＹＬＥの研究者支援確立をめざして 

実施日 2010 年 12 月 7 日(火) 15:00～17:30 

場所/主催 日亜メディカルホール / 徳島大学 

参加者 本水 昌二（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加，パネル展示 

 
概要 香川大学男女共同参画推進室 視察 

実施日 2011 年 1 月 14 日(金) 

場所/主催 香川大学 幸町北５号館 

参加者 小畑 千晴（非常勤 コーディネーター） 

実施内容 情報交換 

 
概要 島根大学男女共同参画推進室 視察 

実施日 2011 年 1 月 18 日(火) 

場所/主催 島根大学  

参加者 小畑 千晴（非常勤 コーディネーター） 

実施内容 情報交換 

 
概要 筑波大学男女共同参画推進室 

平成 23 年度ＮＷＥＣフォーラムに関する打合せ・情報交換 

実施日 2011 年 2 月 8 日(火)・9 日(水) 

場所/主催 筑波大学 男女共同参画室 

参加者 小畑 千晴（非常勤 コーディネーター） 
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実施内容 打合せ・情報交換 

 
概要 秋田大学 国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」 

実施日 2011 年 2 月 21 日(月) 13:30～16:00 

場所/主催 ホテルメトロポリタン秋田 3 階ジュエル 

参加者 保坂 雅子（男女共同参画室員） 

実施内容 シンポジウム参加 

 
概要 金沢大学 キャリアデザインラボラトリー 視察 

実施日 2011 年 2 月 22 日(火) 

場所/主催 金沢大学 

参加者 保坂 雅子（男女共同参画室員） 

実施内容 情報交換 

 
概要 富山大学 男女共同参画推進室 

実施日 2011 年 2 月 23 日(水) 

場所/主催 富山大学 

参加者 保坂 雅子（男女共同参画室員） 

実施内容 情報交換 

 
概要 四国女性研究者フォーラム 

実施日 2011 年 2 月 23 日(水) 13:30～16:30 

場所/主催 高松シンボルタワー 国際会議場 6Ｆ 

参加者 本水 昌二（男女共同参画室員） 

小畑 千晴（非常勤 コーディネーター） 

実施内容 シンポジウム参加，パネルディスカッション 

 
Ⅳ－９（２）本学の取組への他大学からの視察 
① 平成２１年度実施 

開催日 内容 

2009/12/17 岡山市男女共同参画社会推進センター 真邊和美企画調整監他 来学 

2010/2/23 岩手大学男女共同参画室の方々来学 

2010/2/24 秋田大学男女共同参画推進室の方々来学 

2010/3/19 日本大学 女性研究支援推進 大坪ユニット長 来学 

2010/3/19 独立行政法人 産業技術総合研究所 男女共同参画室 澤田室長 来学 
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Ⅳ－９（２） 
②平成２２年度実施 

開催日 内容 

2010/5/18 大阪教育大学教育学部 小松孝至准教授 来学 

2010/7/2 文部科学省科学技術・学術政策 中岡政策課長 来学 

2010/12/2 愛媛大学男女共同参画推進室の方々来学  

 
 


