
【かいのき児童クラブ冬休み利用受付開始】＆【ダイバーシティ NEWS No.3（2020年 11月 4日）】 配信 

 

 

岡山大学教職員、学生のみなさま 

 

岡山大学 ダイバーシティ推進本部です。 

ダイバーシティ推進本部では、本学の教職員や学生の皆さまが、 

研究、業務、勉学に励むことのできる環境作りを整備するための活動を実施しております。 

本部署の活動を広くみなさまに知っていただくために、「ダイバーシティ NEWS」を定期的に配信しています。 

 

今回は「学童保育施設 かいのき児童クラブ令和 2 年度冬休み利用者募集」及び 

現在募集中の事業等及び本部署の活動をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。 

 

Latest news and events on Diversity at Okayama University.  

Today’s topics are as follows. For more details, please visit each website below. 

・Now recruiting children for Okayama university on-campus ‘Kainoki Kid’s Club’, 2020 winter. 

・Let us give you an update on the programs under recruitment and introduce the activities by the Organization 

for Diversity Management, Okayama University.  

 

 

------------------------【新しい募集事項】------------------------ 

 

▶学童保育施設 かいのき児童クラブ令和 2 年度冬休み利用募集 

岡山大学に身分を有する職員、学生等の小学 1～小学 6 年生の児童を対象に、 

岡山市立小学校が冬休みの期間、学童保育施設かいのき児童クラブへの利用申込を受け付けます。 

詳細については下記 Web サイトをご確認下さい。 

https://www.okayama-u-diversity.jp/birth-childcare-nursing-care-support/childcare-facility/kainoki-jido-

club/enrollment-guide/ 

【申込方法】 

・Web サイトを参照の上、Moodle の専用フォームよりお申込みください。 

【申込期間】 

令和 2 年 11 月 2 日（月）～令和 2 年 11 月 17 日（火）17 時締切 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

-----------------------【イベント申込】----------------------- 

 

▶第 2 回サイエンス・ライブ参加者募集 

本学では、将来を担う中高生が研究者と接しながら、学問や最先端の 

研究の内容を体験することによって、科学に対する興味を持っていただくことを 

https://www.okayama-u-diversity.jp/birth-childcare-nursing-care-support/childcare-facility/kainoki-jido-club/enrollment-guide/
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目的として、「おかやまサイエンス・トーク＆トライアル」を毎年開催しております。 

今年度は、新型コロナ感染症拡大防止のため、8 月にオンラインで開催しました。 

好評のうちに終了したサイエンス・トーク＆トライアルのプログラムの内、 

「サイエンス・ライブ（女性研究者による座談会のライブ配信）」の第二弾を開催！ 

岡山大学の若手女性研究者 4 名が高校生や保護者のみなさんのご質問に 

ライブ配信でお答えいたします。ぜひお気軽にご参加ください。 

詳細については下記 Web サイトをご確認下さい。 

https://www.okayama-u-diversity.jp/event/science-talk-trial/information/ 

【テーマ】好きなことを追求したら、気がつけば、大学の研究者 

【日時】令和 2 年 12 月 23 日（水）19:30～20:15 

【対象者】高校生、中学生、保護者、学校や塾の先生等 

【開催方法】ZOOM での開催を予定しています。 

【締切】令和 2 年 12 月 18 日（金） 

 

▶第 1 回 ワークライフ・サポートセミナー 参加者募集 

高齢化が進んでいる現在、介護は大きな社会問題となっています。 

この度、ケアラー（介護者）の支援を積極的に推進している 

日本女子大学名誉教授（一般社団法人 日本ケアラー連盟代表理事）の 

堀越栄子先生によるワークライフ・サポートセミナー「ケアラー（家族等無償の 

介護者）に社会的支援を」をオンラインで開催します。 

「ケアラー：家族等無償の介護者」には、いまだ介護は家族がするものという 

考え方のもと、ケアラー自身に焦点を当てた社会的支援の手はほとんど及んでいませんが、 

この度、全国で初めて「埼玉県ケアラー支援条例」が制定されました。 

ケアラー支援の最新情報に触れながら、多様なケアラーの現状と課題、 

ケアラーを社会的に支援する必要性や支援についてご講演いただきます。 

詳細については下記 Web サイトをご確認下さい。 

https://www.okayama-u-diversity.jp/event/news/5830/ 

【テーマ】ケアラー（家族等無償の介護者）に社会的支援を 

【日時】令和 2 年 11 月 20 日（金）17:30～19:00 

【開催方法】ZOOM での開催を予定しています。 

【講師】日本女子大学 名誉教授、一般社団法人 日本ケアラー連盟代表理事 

堀越 栄子 氏 

【締切】令和 2 年 11 月 17 日（火） 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

-----------------------【募集中の事業】----------------------- 

 

＜… 男女ともに利用可能 …＞ 

▶令和 2 年度 研究支援員事業 募集（R2/12/28 までの随時募集） 

https://www.okayama-u-diversity.jp/grant-support-activities/research-support-staff/ 
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▶令和 2 年度 ベビーシッター派遣事業割引券の発行（R3/3/23 までの随時募集） 

https://www.okayama-u-diversity.jp/grant-support-activities/babysitter-support/ 

 

＜… 女性のみ利用可能 …＞ 

▶令和 2 年度 復職支援助成金 募集（R2/12/11 までの随時募集） 

https://www.okayama-u-diversity.jp/grant-support-activities/reinstatement/ 

▶令和 2 年度 女性教員支援助成金【マネジメント力向上支援型】 募集（R2/12/11 までの随時募集） 

https://www.okayama-u-diversity.jp/grant-support-activities/grant-female-faculty/management-skill/ 

▶令和 2 年度 女性教員支援助成金【他機関訪問型】 募集（R2/12/11 までの随時募集） 

https://www.okayama-u-diversity.jp/grant-support-activities/grant-female-faculty/travel-expenses/ 

▶令和 2 年度 女性教員支援助成金【国際学会発表型】 募集（R2/12/11 までの随時募集） 

▶令和 2 年度 女性教員支援助成金【国際学会発表型（次年度予約）】 募集（R2/12/11 までの随時募集） 

https://www.okayama-u-diversity.jp/grant-support-activities/grant-female-faculty/international-travel-

expenses/ 

 

＜… 保育所関係 …＞ 

▶令和 2 年度 なかよし園 随時募集（入園希望月の 2 カ月前の 10 日締） 

https://www.okayama-u-diversity.jp/birth-childcare-nursing-care-support/childcare-

facility/nakayoshien/enrollment-guide/ 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------【ダイバーシティ推進本部の活動のご紹介】-------------- 

 

▶ますかっと病児保育ルーム 

鹿田地区には、本学に勤務する教職員等の児童が病気となった際に、 

専任の看護師・保育士が病中・病後のお子様をお預かりする「ますかっと病児保育ルーム」を設置しています。 

COVID-19（新型コロナウイルス感染症）対策としてお預かりする疾患を制限させていただきます。 

Web サイトに掲載しております「症状の受け入れ基準」をご確認頂き、必ず前日までの予約をお願いいたします。 

また、病児保育受付トリアージ・シートのご記入をお願いします。 

発熱や感冒症状があるなどトリアージ・シートで症状などの当てはまる方は病児保育をご利用いただくことができません。 

記入したトリアージ・シートは病児保育利用時にご持参ください。 

お不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。 

https://www.okayama-u-diversity.jp/birth-childcare-nursing-care-support/childcare-facility/muscat-byoji-

hoiku-room/ 

 

▶女性研究者のためのメンタープログラム 

赴任後間もない教員や研究者を目指す大学院生は、研究活動をはじめ、 

学内での様々な活動やキャリア形成、進路への不安、心配など、相談相手が必要な場面に直面することがあります。 

本プログラムは、メンティー（相談希望者）の相談内容や希望に応じて、男女共同参画室所属の 

コーディネーターがマッチングを行い、メンター（メンティーの相談に対応する研究者）を紹介します。 
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https://www.okayama-u-diversity.jp/consultation/mentor/ 

 

▶ダイバーシティよろず相談プログラム 

本学教職員や研究者（大学院生を含む）は、出産、育児、介護、看病等、業務遂行、研究・教育活動、 

ワークライフバランスに関係する様々な問題に直面することがあり、一人では問題の解決が難しく、相談相手が 

必要な場合があります。 

本プログラムは、相談者（相談を希望する人）の相談内容に応じて、男女共同参画室所属の窓口担当が 

対応する場合と、必要に応じて窓口担当よりアドバイザー（相談を受ける人）を紹介し 

個別に面談する「個別相談」や出産、育児、介護、男女共同参画等をテーマとした「図書の貸出」等を行っております。 

https://www.okayama-u-diversity.jp/consultation/about-yorozu/ 

 

▶吉備の国女性研究者・技術者ネットワーク 

岡山大学内外の女性研究者・技術者を対象に研究者間の情報網の拡大、研究スキル向上、 

共同研究シーズの開拓などに寄与することを目的として構築したネットワークの参画者を募集しています。 

興味のある方は、男女共同参画室（sankaku1@adm.okayama-u.ac.jp）までお問合せ下さい。 

 

▶求人登録バンク 

研究支援員事業の利用者支援等のため、研究業務に特化した求人を掲載し、 

研究補助者を確保することを目的とした求人情報掲載システムを設置しています。 

（研究支援員事業利用者以外も利用可） 

https://www.okayama-u-diversity.jp/grant-support-activities/recruitment-bank/ 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

今後とも、ダイバーシティ推進本部の活動へのご協力よろしくお願いいたします。 

ダイバーシティ NEWS のバックナンバーはこちらに掲載しております。 

https://www.okayama-u-diversity.jp/diversity-news 
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