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国立大学法人宮崎大学　清花 Athena サポート室

http ://www.miyazaki -u .ac . jp/~kiyohana/
E-mail :  info-athena@med.miyazaki-u.ac. jp

 Athena のうごき

7 月 29 日に宮崎県立高千穂高等学校にて、「科学の
扉は誰にでも開けられる！－科学実習と座談会－」と
題した出前授業を開催しました。

これは次世代育成事業の一環として開催したもの
で、宮崎大学からは 13 名（教職員 4 名、学生 9 名）
が参加し、同校の生徒 30 名とともに、微生物に関す
る実験と遺伝子に関する実験に取り組みました。

今まで使ったことのない大きな顕微鏡や、めずらし
い実験器具の数々に「すごい！」「おもしろい！」と
感嘆の声を挙げながらも、楽しくかつ真剣に実習に取
り組む様子が各所で見られました。生徒のほとんどが
本格的な科学実験へは初めて参加したとのことでした
が、「楽しかった」「また参加したい」と科学への関心
を深めている様子でした。

その後開催した座談会では、生徒 10 名・保護者 9
名が参加し、本学教職員・学生と意見交換を行いまし

た。現役大学生を
前に、大学生活や
進路、研究に関す
る質問が次々に飛
び交い、あっとい
う 間 の 1 時 間 で
した。

次世代育成事業　
宮崎県立高千穂高校に行ってきました

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を開催
パネルディスカッションで活発な意見交換が行われました

Athena サポーター制度が
スタートしています

　9 月 3 日に宮崎大学にて、農
学研究科を対象とした Athena
サポーター制度による交流会
を開催し、教員や女子大学院生
など約 20 名が参加しました。
　平成 21 年 10 月現在、本学には 191 名の女子大学
院生が在籍しており、大学院全体の 26.6％を占めて
います。従来に比べ、その割合は増えているものの、
キャリア形成の先例となるロールモデルの存在や気軽
に相談できる環境が十分に整備されているとは言えま
せん。本制度はその状況を改善しながら、女子大学院
生が研究に専念できるよう支援するためのものです。
　工学研究科、教育学研究科でも交流会を開催してお
り、この制度を活用してもらうための小冊子「徹底活
用ガイド」も作成し、対象学生に配布しています。参
加者からは「普段話す機会がないのでとてもよかった」

「他の研究科の学生
ともぜひ知り合い
たい」などの感想
が寄せられ、ネッ
トワークの広がり
が期待されていま
す。

　9 月 5 日に宮日会館にて、「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」を開催し、学内外から 236 名の方の参加がありました。
　午前・午後の 2 部構成で開催したこのシンポジウムでは、九州・沖縄の国
立大学 8 大学より理事・副学長にご登壇いただき、パネルディスカッション
を行いました。各大学の特徴を紹介した後、女性研究者の比率増加に向けた
取り組み等について討議され、厳しい現場の状況も話題に上がりました。
　その他、このシンポジウムの詳細は次ページの「特集」で紹介します。



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 277 名（教員 86 名、院生 191 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

　清花 Athena サポート室ではどんなこと

に取り組んでいるのか、また、どのように

利用できるのかなどについてわかりやすくご紹介したリーフレットを作成いたしました。

　やさしいペパーミントグリーンを基調とした素敵なリーフレットに仕上がっていますので、

ぜひご覧ください。ご希望の方は、サポート室までお問い合わせください。

農学部　食料生産科学科動物生産科学講座　動物環境管理学分野

教授　長谷川  信美  さん
【略歴】
宮城県仙台市生まれ。東北大学農学部卒業。帯広畜産大学大学院畜産学研究科修士課程修了。
土谷特殊農機具製作所・東北オリオン株式会社勤務。1992 年 博士（農学）東北大学。
1995 年 宮崎大学農学部助教授。2007 年 准教授。2009 年 教授。
1994 年 第 17 回日本畜産学会東北支部賞（学術賞）受賞（乳牛の生産性に関する行動学的研究）。

　「逆風を順風に、宮崎大学女性研究者支援モデル」育成事業がスタートして 1 年半がすぎま
した。幸いにも全学の協力で木花・清武両キャンパスに清花 Athena サポート室が開設され、
伊達紫室長を始めとするサポート室スタッフの皆さんの尽力により順調に事業が進められ、先
日の「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」も充実した内容となり、
大変喜んでいるところです。
　昨年 4 月本プロジェクトのヒアリングを受けた際の裏話を一つ。審査委員長から、「九州は
昔から男尊女卑の傾向が強いので、このような事業は難しいのでは？」と言われ、プレゼンを
された住吉昭信学長（当時）は、すかさず「そんなことはありません。私は 3 人の娘を育てま
したが、高校までは親と一緒に住むこと、大学からは自由にそれぞれの道を選択することとし、全員に実践させて
きました。…」と答えられ、これが採択へとつながったのかもしれません。
　ところで目下、3 歳になる孫娘家族が同居しています。宮崎で生まれ、生後 3 ヶ月からしばらく外国生活をして
いましたが、帰国して既に 1 年以上が経ちます。子育てがこれほど大変なものであったかと改めて（初めて？）再
認識したところです。3 歳児の言語能力の発達は素晴らしいものがあり、理路整然と（彼女なりに）やり込められ
る日々が続いています。還暦を過ぎ、子育て（孫育て）の勉強中です。

－研究内容を教えてください
　わが国の家畜生産は、集約的生産方式による輸入穀
物の大量消費、環境問題、食品の安全性、家畜の福祉
といった多くの問題を抱えています。そこで、低投入
持続型家畜生産方式、動物福祉、地球環境保全をテー
マとして、幼齢造林地放牧における牛の行動、阿蘇草
原放牧牛の行動、飼育環境が牛の行動とストレスに及
ぼす影響について研究を行っています。

－研究の道へと進まれたきっかけは？
　放牧管理の仕事をした時に「大学で何を学んできた
んだろう」と強く感じ、帯広畜産大学の修士に入り直
したことです。修士を出た後は、民間企業に勤めてい
たのですが、帯広畜産大学との共同研究によりオラン
ダから入れた給餌装置の実験を行うことになり、研究
生として大学に籍を置きながら、10 年間二足のわら

じで頑張りました。それから仙台に移り、東北大学大
学院研究生として博士論文をまとめました。

－仕事・研究のやりがいは？
　実験計画を自分で立て、結果が出る。その結果が社
会のいろいろなものと関わり、社会を動かす土台へと
繋がる。それがとてもおもしろいと感じています。

－研究者を目指す女性へメッセージをお願いします
　男性であれ、女性であれ、研究者になることは難し
いことかもしれません。研究の道半ばにしてあきらめ
る人もたくさんいます。しかし、今は先が見えなくて
もあきらめなければチャンスは必ず来ます！特に最近
は、前向きな女性が多く、修士の女子学生の比率は確
実に増えているのを感じます。自分が「正しい、やり
たい」と思ったことは、例え困難があったとしてもあ
きらめずに頑張ってください。

宮崎大学長　菅沼 龍夫さん

リーフレットが出来上がりました



　シンポジウムの最後には、住吉学長提案により、
「Women Support 宮崎宣言」を参加者一同で採択し、
これからの女性研究者支援について連携して行って
いくことを確認しました。（左は宣言全文）
　なお、本シンポジウムは九州における女性研究者
支援を継続的に開催地を九州各県の持ち回りとして
年 1 回の開催を目指しており、来年度は佐賀大学主
催において開催予定となっています。

　休憩を挟み、文部科学省「女性研究者支援モデル育成」事業に採択された九州内の 5 大学（熊本大学・
九州大学・宮崎大学・佐賀大学・長崎大学）より活動の報告が行われました。各大学の特色を生かした取り
組み報告に対して、会場からは保育園の設置状況などさらに具体的な情報を求める質問も出ました。
　その後、主催 ･ 共催大学に大分・鹿児島・琉球の 3 大学を加えた 8 大学の理事 ･ 副学長により、女性研
究者の比率増加に向けた取組みや、働きやすい、研究しやすい環境整備について様々な意見を交わしました。
女性研究者の比率増加については、「採用枠の設定などの積極的な取り組みが必要」「男性に対する働きかけ
が欠かせない」などの意見が出されました。また、働きやすい、研究しやすい環境の整備については、柔軟
な勤務体制の構築や子育て支援を充実させる必要性を訴える意見が挙がる一方で、会場からも地域など学外
と連携する必要性を提案する声も出され、今後の取り組みの広がりに期待が高まりました。

　最後には、「多様な社会を構築するためにも、さ
らなる女性の力を引き出し、ともに教育研究に取り
組むが大切」というコーディネーターの締めくくり
により熱い議論が幕を閉じました。

活動報告とパネルディスカッション

Women Support宮崎宣言

第 2 部「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～」

　第 2 部は、来賓として宮崎県の河野俊嗣副知事をお迎えし、住吉昭信学長
（当時）の挨拶により華々しく開会しました。特別講演では文部科学省生涯学
習政策局の板東久美子局長に「女性研究者のさらなる活躍を目指して」とい
うテーマでお話いただきました。女性研究者を取り巻く現状や、我が国全体
の男女共同参画の潮流を踏まえ、これからの女性研究者支援のあり方や大学
間のさらなる連携の重要性について多くの示唆に富んだ内容でした。

特別講演

 ～特集～
 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

　去る 9 月 5 日、宮日会館にて、「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」（主催：宮
崎大学、共催：熊本大学男女共同参画推進室、九州大学女性研究者キャリア開発センター、佐賀大学女性研究
者支援室、長崎大学女性研究者支援センター）を開催しました。このページではその模様を詳しくお伝えします。

　第 1 部では、九州大学・熊本大学・宮崎大学に所属する若手女性研究者による交流
企画を行いました。企画を担当した研究者自らが日常の様子や研究内容などをスライド
で紹介し、進路選択を控えた中高生や大学院生、一般の方など幅広い来場者の関心を呼
んでいたようです。また、ゲストとして登場していただいた宮崎県総合農業試験場の本
田由美子さんには、ご自身が取り組む花きの品種改良に関する話題や、職場における女
性研究者の活躍についてお話しいただきました。終了後の会場ロビーでは、企画した研
究者も交えた会話に花が咲き、文字通りの「交流企画」が実現しました。

第 1 部「女性研究者と話そう ～研究するってどんなこと ? ～」

Women  Support 宮崎宣言
　わたしたちは、女性研究者支援を推進するために、一人ひとり
が抱く「希望」と「勇気」に支えられた多様性という幹から、大
きな実りを得ることを目指しています。
　女性、男性を問わず、すべての人の多様性を認め、活かしてい
くことにより育まれるより豊かなアカデミアの創出へ向けて、第
1 回九州アイランド女性研究者支援シンポジウム参加者が一丸と
なって邁進することを宣言します。

１．わたしたちは、女性研究者支援におけるネットワーク
づくりを積極的に推進します。

２．わたしたちは、働きやすい、学びやすい環境づくりを
積極的に推進します。

平成 21 年 9 月 5 日
第 1 回九州アイランド女性研究者支援シンポジウム

参加者一同



　富士ゼロックス株式会社　人事部の夏井孝子さんをお招き

し、「企業研究者セミナー」を開催いたします。

 国立大学法人宮崎大学　清花 Athena サポート室
木花キャンパス　〒 889-1692 宮崎県宮崎市学園木花台西 1-1　Tel&FAX：0985-58-7508　内線：(92)7508
清武キャンパス　〒 889-1692 宮崎県宮崎郡清武町大字木原 5200 　Tel&FAX：0985-85-1252　内線：(95)2327
http://www.miyazaki-u.ac.jp/~kiyohana/　E-mail: info-athena@med.miyazaki-u.ac.jp

イベントなどの
お知らせ

宮崎大学「清花祭」企画展
「ママ、パパありがとう－お仕事おつかれさま－」

にお越しください

親しみやすくサポート
室の取り組みを紹介する

「Athena Cafe」を開催し、
大変好評を得た昨年の清
花祭医学展。今年はさらに
内容を充実させました。

今 年 は「 マ マ、 パ パ あ
りがとう－お仕事おつか
れさま－」と題したパネル展を行います！なんと、本学に所
属する教職員や大学院生のお子さんから、働くママやパパに
向けた感謝や応援の気持ちにあふれた温かい作品をたくさん
いただきました。

素敵なかわいい作品展です。飲み物を準備してお待ちして
おりますので、ぜひお越しください。
日時：11月 21日（土）9～ 17時・22日（日）9~16時　
場所：宮崎大学清武キャンパス　
　　　医学部講義実習棟 2階　202 教室

昭和 57 年 10 月。船塚旧キャンパスに助手として

赴任した最初の申し出は、会計係に「あの私、女です」

だった。共済組合員証の性別欄が男だったのだ。無

理もない。その頃、旧教育学部の女性教員（研究者）

は６名くらいだったし、前任者が男性だったことも

ある。旧宮崎医科大に、ラテン語の非常勤講師とし

てうかがった最初の授業でも、教室に入るなり学生

が声を上げて驚いた。「女だ〜」。ここでは「竹井な

るよし先生」として浸透していたらしい。

女性研究者の割合が 10％に満たなかった 27 年前。

大学院設置などもあり、教育文化学部でようやく

25％に達したものの、大学としては、いまだ 13％

代で推移している。

国連開発計画指数によると、長寿、教育、所得で

みた昨年度の「人間開発指数」は、日本は 179 カ国

中 8 位であるのに対し、政治、経済活動への女性の

参画状況を示す「ジェンダー・エンパワーメント指数」

は、108 カ国中 58 位と、先進国中極めて低いとさ

れる。ついに国連の女性差別撤廃委員会から勧告を

受け、とくに意思決定機関に女性を増やすためのタ

イムテーブルを 2 年以内に文書で提出するように求

められている。

昨年度から始まった本学の女性研究者支援モデル

育成事業は、そうした時代的背景の中で、まさに時

宜にかなう先進的な取組みと言える。当面大学とし

て女性研究者 15％を目指すことの後押しのお手伝い

ができればと思う一方で、子育て世代の女性だけで

なく、男性研究者の育児参加をも応援していきたい。

    教育文化学部　教授　竹井 成美

　すっかり秋だと思っていたら、デパートなどの店頭では暖房器具や冬物衣料を目にするようになりました。サポー

ト室でもあたたかい空間づくりを目指し、ほっとできる飲み物コーナーを設けております。お茶やコーヒーなどお好

みの飲み物を楽しみながら研究者のネットワークづくり等にぜひサポート室をご利用いただきたいと考えております。

　今年も残すところあと 2 カ月余りとなりました。年内にも各種セミナーや交流会などを企画しておりますが、その

模様は随時ホームページなどでご紹介いたしますので、そちらもぜひご覧ください。

企業交流セミナーを開催いたします
「企業の子育て・介護支援の現状」

～逆風を順風に～
事業担当教員からのメッセージ

編集後記＋α

　富士ゼロックスの人事担当者をゲストにお招きし、子育て
や介護に取り組みながら働くことについて考えます。これか
らのキャリアを一緒に考えてみませんか？
　日時：平成 21年 11 月 9日（月曜日）16:40 ～
　場所：宮崎大学　附属図書館 3F　視聴覚室

大学院研究支援セミナーも開催決定！

　優れた女性研究者に贈られる「猿橋賞」を今年受賞した塩
見美喜子さん（慶應義塾大学医学部特別研究准教授）を迎え、
最先端の研究内容はもちろん、研究者としての生き方につい
てもお話しいただきます。昨年度大好評だった中高校生等に
よる研究発表も行う予定です！
　日時：平成 21年 12 月 3日（木曜日）17:30 ～
　場所：宮崎大学　附属図書館 3F　視聴覚室

たけい　しげみ


