
News Letter
宮崎大学清花 Athena サポート室

2009 年  4月

№2

第1回シンポジウム「研究者としての女性のチカラ」

を開催しました。
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　1月15日木花キャンパス附属図書
館3階視聴覚室にて第1回シンポジウ
ム「研究者としての女性のチカラ」
を開催しました。学内ばかりではな
く、遠方の大学や研究機関からも多
数のご参加をいただきました。

　第1部「企画展」
では、視聴覚室前
のフロアにて本学
を含む他採択機関
の活動に関する資
料のパネル展示を行いました。

　第2部「本学における取組と現状
」では、開会に先立ち住吉学長が挨
拶し、昨今の医師不足の問題と絡め
　　　　　　　　　て本事業に伴う
　　　　　　　　　意識改革の重要
　　　　　　　　　性についての話
　　　　　　　　　がありました。
　　　　　　　　　　また、清花ア
　　　　　　　　　テナサポート室
の伊達室長より「逆風を順風に　宮
崎大学女性研究者支
援モデル」の事業申
請となった経緯から
これまでの活動内容、
また今後の事業の実
施予定などの紹介を行いました。
　次に平成20年11月
に木花キャンパスで
行いましたアンケー
トについて本事業推
進メンバーの医学部
医学教育推進センター小松弘幸准教
授より報告を行いました。アンケー
トの結果報告では、全学の女性研究
者への支援に関する意識の調査結果
や、現状の問題点などについて報告
を行いました。

各学部や性別での違い等を報告し、
対立構図を作らない・無知・無関心
からの脱却・男性も出産・育児に関
わりやすい環境作り・組織的な支援
ときめ細かな個別支援の両立の必要
性を感じました。
　今回、特別講演としてアスビオフ
ァーマ株式会社より取締役兼バイオ
創薬センター長である薬学博士の大
末和廣先生より「社会人になる女性
研究者の皆さんへ、私の助言」と題
しましてご講演いただきました。　
　これから、社会人になるための心
構えや企業としてどのような人材を
必要として
いるか、ま
たリーダー
になるため
に求められ
ているもの
は何かなど、
学生はもちろんのこと教育者にも刺
激になるお話でした。
　他採択機関をはじめとした関係機
関の方々、また多数の学生の参加で
、本学の女性研究者を取り巻く現状
と支援を理解してもらうことができ
ました。

女性研究者支援　国
際交流ミーティング
- Round-table Talk 
on Women support -
を開催いたします。
日時：4月8日18:00～
場所：清武キャンパ
ス総合教育研究棟1階
プレゼンテーション
ルーム
参加無料・軽食有
ほとんどを英語での
テーブルトークにな
ります。
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サポート室室員によるコラムです。
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第2回大学院研究者支援セミナーを開催しました。

科学体験学習を開催しました。

　2月 10日清武キャンパス総合教育研究棟 1階プ
レゼンテーションルームにて第2回大学院研究者
支援セミナーを開催しました。
　当日は高校生や大学院
生、教員など約40名の
方がご参加くださいまし
た。
　前半は「目指せ未来の
研究者！」として宮崎北
高等学校サイエンス科
（平成20年度、夢・創造「サイエンスコンクール」
　　　　　　　　　　　　最優秀賞受賞）の女子
　　　　　　　　　　　　生徒を招き、「モデル
　　　　　　　　　　　　マメ科植物ミヤコグサ
　　　　　　　　　　　　を用いてメンデル遺伝
　　　　　　　　　　　　学を学ぶ」と題した研
　　　　　　　　　　　　究成果報告を行ってい
　　　　　　　　　　　　ただきました。未来の
　　　　　　　　　　　　研究者たちの堂々とし

た、素晴らしいプレゼンテーションに、参加者は
　　　　　　　　　　　皆熱心に耳を傾け、その
　　　　　　　　　　　レベルの高さに驚かされ
　　　　　　　　　　　ました。
　　　　　　　　　　　　後半は特別講演「脂肪
　　　　　　　　　　　組織で一体何が起こって
　　　　　　　　　　　いるのか？」と題し、東
　　　　　　　　　　　京医科歯科大学難治療疾
患研究所の小川佳宏教授にご講演いただきまし
た。
　どうして肥満ができるかなど、高校生から大学
院生、教員に至るまで、
幅広い聴衆を対象とし
た講演をいただき、サ
イエンスに対する興味
を引き出すと共に、活
発な質疑応答が行われ
盛況のうちに終了いた
しました。

　3月 4日・5日・8日の 3日に分け宮崎市の 3校
（宮崎北高校、宮崎西高校、宮崎南高校）の生徒
さん44名を招いて、木花キャンパスにて科学体
験学習を実施しました。大学の施設を実際に利用
して実験や実習を行い、自然科学への興味を深め
てもらうというもので、参加した生徒は農学部・
工学部フロンティア科学実験
総合センターの会場で計9講
座に分かれて受講しました。
参加者からは、「ここでしか
できない体験ができ、非常に
よかった」「今日の体験で自
分の進路がはっきりしました
」「理科が身近に感じられた」、「次回もぜひ参加
したい」などの声が寄せられました。

講座タイトル
＜3月 4日＞
①「五感で探る動物の異常」 
　　　　　　　農学部 日高 勇 先生
②「君にも出来る遺伝子多型解析」
　　　　　　　農学部 佐伯 雄一 先生
③「身近な物質の化学分析」
　　　　　　　工学部 大榮 薫 先生
④「植物バイオテクノロジーを学ぶ」
　フロンティア科学実験総合センター
　　　　　　　　　　　明石 良 先生
＜3月 5日＞
⑤「配偶子のＡＴＰ量測定」
　　　　　　　農学部 続木 靖浩 先生
⑥「肥満マウスの血糖調節」
　　　　　　　農学部 中原 桂子 先生
⑦「あなたも牛の獣医師さん」
　　　農学部 上村 涼子・北原 豪 先生
⑧「森林生態系と環境問題のかかわり」
　　　　　　　農学部 高木 正博 先生　
＜3月 8日＞
⑨「天敵の行動に植物が及ぼす影響」
　　　　　　　農学部 大野 和郎 先生
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皆さんいかがお過ごしですか？あっという間に平成２０
年度も終わり、女性研究者支援事業も２年目の正念場を
迎えることになりました。今後ともご協力よろしくお願
いします。さて、今回は、研究者として最近ちょっと元
気になった話題を提供します。今年の１月２３日から４
日間、神奈川県の湘南国際村で開かれた日本学術振興会
主催の日仏先端科学シンポジウムにchairとして参加し
てきました。日本、フランスのさまざまな分野（たとえば、
物理、工学、数学、経済学など）の若手研究者４０名ず
つが一堂に会し、４日間缶詰めで行われました。今回は、
８つある分野の中の「Medical/Neuroscience」（テーマ；
Molecules Affecting Behavior）の chairでしたので、
この分野および自身の研究を紹介しつつ、日仏2名のス
ピーカーの話にうまくつなげること、ディスカッション
をまとめること、この2つの役割がありました。ただしゃ
べるだけというのはある程度場数を踏んではいるもの
の、全く異なる分野の参加者に理解してもらえるよう工
夫しながらセッションをオーガナイズするという経験は
初めてでしたので、ある程度準備が必要だったのですが、
原稿を作ったところまでがやっとで、後は移動中に練習
するという突貫工事にならざるを得ませんでした。しか
し、未だにこんなことがあるのかと思うのですが、羽田
に着陸する際に床に落ちた原稿がどうしても見つから
ず、乗務員全員で探してもらったのですが、結局、「紛失」
ということで泣く泣く機体から降ろされてしまいました
（大阪ミナミのカーネルおじさんは最近出てきましたが、
私の原稿どうなったかなー）。しかも
事前にいただいていた分野別の順番
では発表は最終日となっていたはず
なのに、前夜祭会場で渡されたプロ
グラムでは「翌日の朝」となってい
ました。（後で聞くと、このシンポジ
ウム、全員最後まで参加することを
徹底させるため、本物のプログラムは現地で渡すそうで
す。）「かなりまずい！」と思いましたがとっとと開き直
ることに決め、午後１０時に寝ました（それにしても早
すぎ）。おかげで翌朝は窓から富士山を眺めながら、「成
せばなる」といった根拠のない自信に包まれ、実際、何
とかなりました。一仕事終えた後は、他の分野の発表を
思いっきり楽しむことができ、充実した４日間でした。
そして、何といっても最終日のフランス大使館でのパー
ティーでは、本場のワイン、チーズ、料理に加え、ノー
ベル物理学賞を受賞された小林　誠先生とお話しするこ
とができ、終わってみれば「感激」といった一言で４日
間を締めくくることができました。「研究者」をやって
いればいいこともありだなーと思いながら、今日もラッ
トに餌をやり話しかけたりしています。というわけで、
２１年度もサポート室の発展と「自分ならではの研究」
の展開に邁進していきたいと思っています。よろしくお
願いします。
（お詫び）「シリーズ今夜のおかず」のコーナーは、都合
によりお休みさせていただきました。「すでにネタ切れ
か？」ですって？違います！ネタがありすぎて選べな
かっただけです（怪しい）。    　　　　　　　　（伊達）

ずっと以前から行ってみたいと言いながら、いまだに
行ったことのない国があります。
それはイギリスの西に位置する小さな島、アイルラン
ド！
アイルランドが生んだ世界的ミュージシャンにＵ２やエ
ンヤがいます。特にエンヤはケルト音楽をベースにした
どのジャンルにも入らないような独特なものがありま
す。演歌しか知らないと思っていた私の母が「この人の
曲、大好きなの♡」とＣＤまでもっていたのには、本当
にびっくりしました。
３月１７日はセント・パトリックス・デイというお祭り
です。これはアイルランドにキリスト教を広めた聖職者・
聖パトリックの命日であり、ひょっとするとクリスマス
より盛り上がる？かもしれない大切な日なのです。１０
０万人が参加するのですから、きっと大変なにぎわいで
すね！！また、アイルランドのみならず、世界各地でお
祭りが催され、日本でも東京・原宿で毎年緑色のものを
身につけた人がパレードを行います。（貧困や飢饉に見
舞われた時代以降、希望と自然の象徴とされた「緑色」
のものを身につけることで、アイルランドの人達は頑

張ってきたそうです。）
　私は一度、日本に住むアイルランド人のお宅でのセン
ト・パトリックス・デイを祝うホームパーティにお邪魔
したことがありますが、緑色でかわいらしくフェイスペ
インティングした女性が出迎えてくれ、アイリッシュダ
ンスのビデオを見せてくれました。そういえば、最近ま
で放送していた仲間由紀恵さんのドラマではケルトのこ
とがよく出てきて、アイリッシュダンスも踊っていまし
たよね。
　このほかにもアイルランドを象徴するものとして、妖
精・アランセーター・アイリッシュパブ・ケルト十字架・
タラの丘などが挙げられますが・・・アイルランドには
妖精がいます！「妖精が通りますよ～」という看板があ
るのです。
詩人・イエイツの妖精物語も素敵ですが、近年リバイバ

ル映画となった「フィオナ
の海」には妖精伝説の要素
が満載ですので、興味のあ
る方はぜひご覧ください。
　ちなみに女優の鈴木保奈
美さんは「素敵すぎてあま
り人に教えたくない」程、
アイルランドが好きだと
言っていました。　　（外）

ブルーベリー・・・ツツジ科スノキ属　眼精疲労や視力
回復など、目の健康に効果があるとされ
ているが、高い抗酸化作用を持つ有効成
分が含まれているため、生活習慣病やガ
ン、動脈硬化の予防にも効果があると期
待され注目されている食べ物。
視力回復！日頃から視力低下で悩むとこ
ろに救い魔法の果実。早速、畑を借りて
育ててみることにしました。畑を耕し、
8本の苗を植えることができました。苗

こんにちは、今回はOffice2007になって新しくなった
機能を少しご紹介したいと思います。例によって「んな
こと知っちょるよ～」って方は飛ばして読んでください。

一番目につく新しい機
能はメニューがリボン
になったことですね。見やすくなったのか見づらくなっ
たのかは賛否が分かれるところだと思います。でも私は

発見させてくれます。
次にあげるのはマウスを合わせるとスタイルや書式が
どのように変わるか確認できるライブプレビュー機能で
す。変更を確定する前にイメージを確認できるので、こ
の機能は多様しています。
個人的に気に入っているのが配布準備で
す。個人情報の削除や以前のバージョン
との互換性チェック機能などがまとまっ
ています。
新しい機能はまだまだありますがなくな
ってしまった機能もあります。その話はまたの機会にで
きればと思っています。　　　　　　　　　　　（柳田）

は50センチほどで思ったよりも背丈
は小さいけど、なんと１年目から実
が実るらしいです！果樹といえば「桃
栗３年…」なんて言われるぐらい大
変なのに、ブルーベリーは３年も経っ
たらジャムが作れるほどの収穫も夢
じゃないとか。春に花が咲き、収穫
は７月だそうです。パイやマフィン
に入れたり、チーズケーキやヨーグ
ルト，アイスクリームに添えたり、
手軽に使えておいしくて体にもとっ
てもよいブルーベリー。今からとて
も楽しみです。 　　　　　　（齋藤）
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リボンになったことよりコマンドにマ
ウスを合わせると解説が出るのがうれ
しいです。初心者の方にはうれしい機
能ですよね。また、今まで使ってきた
人にもこんな機能があったんだぁと再



子育てバッジシールを作りました。

木花キャンパスにサポート室開設のご案内

学生アテナサポーター募集!

サポート室の利用状況

〒889-1692
宮崎県宮崎郡清武町大字木原 5200宮崎大学医学部内

7232）59（ 線内  2521-58-5890：XAF&LET
http://www.miyazaki-u.ac.jp/~kiyohana/
E-Mail：info-athena@med.miyazaki-u.ac.jp

清花 Athena サポート室
編集後記
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男性・女性を問わず子育て中の教員や研究者が自信を持って仕事ができる環境をつくるために、
周囲に育児に対する理解を促し、また深めてもらう目的で「子育てバッチシール」「子育て応援
バッチシール」を作成しました。
ピンク・・・育児中の女性（ママ）用
黄色・・・育児中の男性（パパ）用
緑・・・育児応援団用
＊シールは名札の右下もしくは左下に張って下さい。

5月に清武キャンパスに続き、木花キャンパ
スにもアテナサポート室が開設されます。
木花キャンパス・サポート室では、子育て
・介護相談ができるほか保育園や介護施設
などの資料を揃えております。また、搾乳
室も設置しております。
ぜひ一度お立ち寄りください。

様々なイベントの企画運営、行事などに一緒に参加・協力してくれる学生さんを募集しておりま
す。宮崎大学の学生さんであれば性別・年齢は問いません。
興味のある方お待ちしております！

英語学習
演習室

エレベー
ター

ホール

清花Athena
サポート室
木花分室 教育文化学部　実験研究棟3F

サポート室もＨ19年 9月に開設して約半年が経過しま
した。
これまでのサポート室の利用状況を報告します。
（2/28現在）

NewsLetter第2号をやっとお届けすることが
できました。4月からは女性研究者支援事業
も2年目になります。また、新しく室長補佐
も加わり、さらにパワーアップして様々な情
報をお届けできればと思っております。本誌
は季刊での発行ですがWebページには随時情
報を載せています是非、ご覧ください。

利用者数（休憩室・搾乳室）　91人
相談件数　22件
内容　・保育施設について
・学童保育施設について
・介護について　　　など


