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 Athena のうごき

全編英語で進められたこのセミナーですが、後半は

各学部から参加した学生が英語による質疑応答を行

い、 大 い に 盛 り

あ が ま し た。 セ

ミナー終了後も

Duchesnes 先 生

を囲んで会話に

花が咲いていま

した。

平成 20 年度奨励賞受賞者が
決定しました

4 月 27 日に宮崎大学学長室において女性研究者奨

励賞表彰式を行いました。この賞は、優れた研究業績

を挙げた女性研究者に奨励賞を授与することにより、

女性研究者の研究の質や意欲の向上、さらには自己実

現の支援を目的としています。

平成 20 年度は 8 名の応募者からフロンティア科学

実験総合センターの上地珠代さん（研究課題：リボソー

ムの異常と疾患）と医学研究科博士課程３年の直野留

美さん（研究課題：新規タキキニンペプチドの疼痛系

への関与）が受賞者に選ばれ、住吉学長が賞状と記念

品を授与し表彰しました。お二人へのインタビューを

ホームページで紹介しています。ぜひご覧ください。

ベルギーの講師を招いたミーティング
多くの方にご参加いただきました

4 月８日に宮崎大学にて、国際交流セミナー「Round-

table Talk on  Support」を開催し、約 30 名が参加し

ました。伊達室長より日本の女性研究者に関する状況

や宮崎大学での取り組みなどを紹介した後、ゲストと

して迎えたベルギーの医師・研究者である Christiane 

Duchesnes 先生から、ベルギーの女性研究者の割合な

ど歴史的背景を含めご講演いただきました。

木花キャンパスにもサポート室が
オープンしました

こ れ ま で 清 武

キャンパスに設け

た Athena サポート

室を活動拠点とし

てきましたが、こ

のほど木花キャン

パスにもサポート

室を開設し、5 月 14 日に開所式を行いました。当日は、

住吉学長をはじめ、理事、木花キャンパスの３学部長

等が出席しました。両キャンパスにサポート室を設置

したことにより、女性研究者支援の全学的な取組みに

一層弾みがつくものと期待されます。

清武キャンパス同様、搾乳室や休憩室、相談スペー

スを設けるとともに、学内の方なら誰でもお茶を飲み

ながら気軽に交流できるスペースも設けています。

□場所□
木花キャンパス
教育文化学部
実験研究棟 3 階

□時間□
月  9:00 ～ 12:00
火～金 9:00 ～ 17:00



～特集～

宮崎大学における女性研究者のための助成事業
宮崎大学では、女性研究者支援の一環として、公募によるさまざまな助成事業に取り組んでいます。
支援の内容やこれまでの実績を採択者・受賞者からの声とともにご紹介します。

上記に関する詳しいお問い合わせは研究協力課研究協力係研究推進担当まで（0985-58-7113）

●国際学会派遣の公募

国際的レベルの研究者を育成し、研究の質を向上

させるとともに自己実現を支援するため、女性研

究者を対象とした国際学会派遣者を年 2 回に分け

て公募しています。平成 20 年度は 2 名の派遣が採

択され、21 年度もすでに５名の派遣が予定されて

います。

対象となる女性研究者：教員、医員、ポスドク、修
士・ 博士課程の女子大学院生

＊採択者の声＊
　当大学に国際学会派遣公募の制度があったことによ

り、安心して海外の学会に出向き、世界の研究状況と研

究者、その社会を私もまた五感で多くのことを感じとる

ことができました。私のこれからの研究と動向に大変有

意義なものとなりました。

＜医学部博士課程３年　矢野陽子さん＞
※矢野さんの国際学会体験記はホームページでご覧いただけます。

●出産・育児・介護中の女性教員に対する
　研究補助者雇用

　出産・育児・介護に直面する女性教員に対し、研

究活動への影響を最小限にし、出産・育児・介護と

研究を両立するための一助になるよう研究補助者の

雇用を支援しています。平成 20 年度は３名、21 年

度は６名の女性研究者に対して研究補助者を配置し

ました。

対象となる女性研究者：教員・非常勤を含む研究者

＊採択者の声＊

　補助者との二人三脚の研究を開始して早

6ヶ月。補助者認定を受けた当時、新テーマ

を立ち上げたばかりで、ようやく実験器材は

揃ったものの、たった一人で細々と研究を始

めていたところでした。力強いパートナーを

得て、今後は研究成果をともに分かち合うべ

く、邁進する毎日です。

＜人獣共通感染症教育プロジェクト助教　上村涼子さん ＞

＊受賞者の声＊

　私が選ばれるとは思っていなかったので、

受賞には驚いています。うれしいです。今後は、

研究を仕事と出来るような人(研究者)になり、

研究成果が多くの方に役立てられるような研

究ができるよう努力したいですし、そのよう

な研究ができたら幸せです。

＜医学研究科博士課程３年　直野　留美さん＞
※平成 20年度受賞者へのインタビューはホームページでご覧いただけます。

●女性研究者奨励賞授与

　女性研究者の研究の質及び研究への意欲の向上

を目的として、独自の研究能力を有する優秀な女

性研究者に対して奨励賞を授与するものです。平

成 20 年度は 8 名の応募者から 2 名の方が選ばれま

した。

対象となる女性研究者：教員、医員、ポスドク、修
士・博士課程の女子大学院生（各研究科長からの推
薦による）

●ＴＡ・ＲＡ（女性枠）経費の公募

　本学で実施するＴＡ（Teaching Assistant：大学院生が学部生の実験、演習等での教育補助業務を行い、教員・研究者とな

るためのトレーニングと経済支援制度）、ＲＡ（Reseach Assistant：大学院生が研究補助業務を通じて研究者としての業績

を身につけるための経済支援制度）について、女子大学院生を対象とした女性枠を設けています。

対象となる女性研究者：修士・博士課程の女子大学院生（各研究科長からの推薦による）

●研究助成費の公募

　女性研究者が自由な発想で自発的に研究活動を行うことにより、研究の質を向上させるとともに自己実現を支援するため、

女性研究者に対して研究助成費を公募しています。平成 20 年度は 30 名、21 年度は 31 名の女性研究者に対して研究助成

費が配分されました。
　　対象となる女性研究者：教員、医員、ポスドク、修士・博士課程の女子大学院生　

写真右から：上村助教と研究補助者の宇田津さん

直野さんと西森教授 ( 医学部 神経生物学分野 )



宮大で Jump!
～宮崎大学で活躍する女性研究者たち～

ミニトピックス

の横顔－宮崎大学子育て応援プロジェクト

宮崎大学で研究に取り組んでいる女性は現在 275 名（教員 86 名、院生 189 名）。でも、

実際にどんな女性がどんな研究で活躍しているかは意外と知られていないのではないで

しょうか。そこで、このコーナーでは宮崎大学で活躍する女性研究者を紹介します。

このコーナーでは宮崎大学で配布中の「子育てバッジ・シール」
「子育て応援バッジ・シール」を利用している人にスポットを当てます

農学部応用生物科学科　准教授　河原　聡さん

医学部内科学講座循環体液制御学分野

特任助教　永田さやかさん

－研究内容を教えてください。
　未知の生理活性ペプチドの探索を
行っています。主に血圧を調節する
因子に関して、診断薬や治療薬とな
る物質の探索および病態生理学的意義を明らかにする
のが研究テーマです。

－この研究に携わってみていかがですか？
　高校時代に遺伝子組換え食品に興味を持ち、食品工
学科へ進学しました。その後、アレルギーを抑える遺
伝子組換え食品から人の体の仕組みへと興味が移って
いき、現在に至っています。他学部からの進学にもか
かわらず、こうして臨床系の講座で研究ができている
のは指導教員の教授をはじめ、周りの方々のおかげだ
と、本当に感謝してします。

－研究者を目指す女性へのアドバイスを！
　研究者に限らないことですが、“ あきらめない ” こ
とが大切だと思います。山はたくさんありますが、乗
り越えれば世界は広がります。女性の結婚・出産・育
児が仕事のブランクにならないような環境づくりも少
しづつ広がっていますので、研究者への道を “ あきら
めない ” で下さい！

　子育てシール・バッジの配布が進んでいます
　宮崎大学で働く教職員や研究者、大学院生がより仕事や研究をしやすくなる環境

づくりの一環として、今年 3 月より「子育てシール・バッジ」「子育て応援シール・バッジ」を配布しています。

現在、約 600 個を配布しており、学内でも名札のシール・胸元のバッジを目にする機会が多くなりました。この

活動については県内の関係機関にもポスターの掲示をお願いし、宮崎大学の取り組みとして地域へ発信しています。

教育文化学部音楽教育講座

准教授　藤本いく代さん

－研究内容を教えてください。
　「歌嫌いをなくしたい」という思
いから “ 初心者への短期発声指導
法 ” を。そして演奏内容を充実させ
るために、“ 西洋的発声における日本語の表現 ” と “ 近・
現代声楽曲の演奏表現 ” を研究しています。

－音楽を始めたきっかけは？
　とても引っ込み思案だった私を、母が少年少女合唱
団に入れ、小学 3 年から中学 3 年までやりました。本
格的に音楽の道へ進もうと考えたのは高校生のときで
す。合唱が盛んな高校だったので、環境に恵まれてい
ました。

－仕事にやりがいを感じるときは？
　研究という意味では “ 自分という楽器 ” を聴いてい
ただき、評価してもらうことが一番ですが、最近は、
学生に教えること、そしてその成長をみることが楽し
みです。「歌は苦手」と言っていた学生が「歌ってたの
しい！」と言ってくれると本当にやりがいを感じます。
学生には演奏を通して素晴らしいと言われる喜びを感
じて欲しいですね。

絵に描いたような昭和親父。５歳と２歳、２児の育
児は妻に完全依存。家族には、単身赴任家庭のような
生活を強いています。裁量労働の身で仕事を言い訳に
するのは反則だと分かっていますが、やはり状況が許
さないことが原因。末端の人々は、頭数不足に伴う過
剰な仕事にいつも追われているのが現状なのです。

妻が体調を崩した折は、育児の大変さを知る良い機
会でした。仕事を夕刻で切り上げ、早々に帰宅。纏 ( まと )
わる２児を振りほどきながらの家事と子ども達の世話。
興奮してなかなか寝付かぬ子らを寝かせた後、深夜の

仕事再開。ほんの２，３日経過しただ
けで、家中が合戦場のごとき荒れ野原。

後日、戦場跡を片付けながら妻が私
に浴びせかける罵詈雑言も心地よく、
家族の健康に心から感謝しました。そ
の後、私も少し反省。とは言え無理せ
ず、１日１回の家事手伝いと週末の育児参加が今の目
標。そして、細やかな誓いを忘れぬための黄色いバッジ、
なのです。
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イベントなどの
お知らせ

～逆風を順風に～
事業担当教員からのメッセージ

平成 20年度から始まった女性研究者支援事業です

が、2年目の今年度はすでに大学院生参加の国際交流

ミーティング開催、子育てバッジ・シールの配布、女

子大学院を含めた女性研究者への各種助成の公募、女

子大学院生に対するサポーター制度導入などが行われ

ており、昨年度をよりパワーアップした事業展開を

行っております。

特に 9月 5 日には今年度の最大イベントとして、

九州大・熊本大・佐賀大・長崎大との共催でシンポジ

ウムを開催することが決定しています。私たちスタッ

フ一同はこのシンポジウムを成功させるために準備を

進めています。私が担当している第１部では、宮崎大、

熊本大、九州大の若手女性研究者チームの企画・進行

による高校生対象の交流イベント「女性研究者と話そ

う～研究するってどんなこと？～」を実施します。宮

崎県でご活躍の若手女性研究者（宮崎県農業試験場勤

務）をゲストとしてお招きし、研究内容はもちろんの

こと、研究とは何か？研究の楽しさや苦労話など、ざっ

くばらんに高校生のみなさんと対話できる内容を企画

しています。県内外問わず多く皆様のご来場をお待ち

申し上げております。お気軽にお越しください。

私はこの事業を通して魅力ある素敵な研究者に出

会う機会を得てパワーをたくさんいただいており、本

事業に関われることにとても感謝しています。私が所

属している工学部は学生も研究者も女性の少ない学部

です。小さい所帯だからこそ柔軟にいろいろなことが

できそうです。ご協力いただける皆さんと知恵を出し

合って情報発信していきたいですね。

工学部物質環境化学科　助教　大榮　薫
宮崎発！第 1回女性研究者支援シンポジウム

　来る 9 月 5 日（土）、「宮崎発！第１回九州アイランド

女性研究者支援シンポジウム」の開催します。県内外の

関係機関にもご協力いただきながら、九州ならではの女

性研究者支援の在り方について考えるものです。テーマ

に関心のある方はもちろん、「女性研究者支援ってどんな

ことするの？」という方もお気軽にお越しください !

日時：平成 21年 9月 5日（土曜日）10:00 ～ 18:00
場所：宮日会館 11階ホール（入場無料）

詳しいお問い合わせは清花 Athena サポート室まで

編集後記＋α

木花キャンパスにサポート室を開設して 2か月が過ぎました。こちらでは、体調がすぐれないので「ちょっと休憩したい」
という方のためのリクライニングチェアや搾乳室を設けております。女性研究者の身近な交流の場、情報収集の場としても
ご活用ください。

また、今回より News Letter をリニューアルいたしました。活動報告に加えて女性研究者紹介や「子育てバッジ・シール」「子
育て応援バッジ・シール」を利用している人にスポットを当てたコーナーなど、今後も宮崎大学の“声”を発信したいと考
えております。ぜひ皆様の“声”を清花 Athena サポート室にお聞かせください。お待ちしております。




