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宮崎大学清花 Athena サポート室

News Letter
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
平成 21年度奨励賞表彰式が行われました 伊達室長が入学式で新入生に対する

メッセージを送りました
　3 月 26 日、本学
学長室において女
性研究者奨励賞の
表彰式を行いまし
た。この賞は、優
れた研究業績を挙
げた女性研究者を
対象に更なる意欲
の向上を目的とし

て設置したもので、平成 21 年度が 2 度目の表彰とな
ります。
　平成 21 年度は、農学部獣医学科の中原桂子准教授

（研究課題：ペプチドホルモンの新規生理作用の探索と
作用機序の解析）、山口大学大学院連合獣医学研究科博
士課程（本学在学）の園田紘子さん（研究課題：急性
腎障害の診断治療に関する研究）、医学系研究科博士課
程の川口真紀子さん（研究課題：Hepatocyte growth 
factor activator inhibitor type 1(HAI-1) とその標的プ
ロテアーゼの生体内意義に関する研究）が受賞者に選
ばれ、菅沼学長より表彰状と記念品が授与されました。
　受賞者の園田さんは「皆さんに支えられたおかげで
根気よく研究を続けることができ、研究成果が出せた
のだと思います。今回の受賞を励みに研究者として社
会に貢献できるよう努力していきたいです」と感想を
寄せてくださいました。受賞者のコメントは順次ホー
ムページにてご紹介する予定です。

 　4 月 5 日、宮崎市のフェニックス・シーガイア・リ
ゾートワールドコンベンションセンターにおいて、平
成 22 年度宮崎大学入学式が挙行され、新入生 1,409
名が保護者らとともに記念すべき一歩を踏み出しまし
た。本入学式では、伊達室長が講話者の一人として登
壇しました。
　昨年度の入学式に続いて 2 度目の登壇となった伊
達室長は、入学式資料の一つとして新入生に配布した
清花 Athena サポート室発行の小冊子「宮大式 Athena
ドロップス」を紹介しながら、女性研究者支援や働き
やすい環境づくりを目指すサポート室の取り組みとし
て、「子育て応援シール・バッジ」や「学生サポーター
gufo（ぐーふぉ）」、高校生を対象とした次世代育成事
業などについて説明しました。
　また、日本における男女共同参画の推進状況が世界
的にまだ十分でないことにも触れ、「男女問わず関心
の あ る 人 は ぜ ひ
来室してほしい。
本 学 の よ り 学 び
や す く、 働 き や
す い 環 境 を 作 る
た め に も 一 緒 に
頑 張 っ て い き ま
し ょ う 」 と 呼 び
かけました。

　清花 Athena サポート室では教職員を対象としたさまざまな相談に対応していますが、相談体制の充実を目指して、昨
年 12 月から社会保険労務士による専門相談会をスタートしました。主に育児休業に関する相談が多く寄せられ、
これまで以上に詳細な情報が得られるとご好評いただいています。
　さらに、相談会に併せたミニセミナーも計 7 回開催し、延べ 42 名の方に参加していただきました。社労士から

のお役立ち情報を聞いた後、ワーク・ライフ・バランスや出産・育児・介護等に
関する話題について、参加者が昼食をとりながら気軽に語り合う交流の場ともな
り、とても有意義な時間となりました。

開催月 テーマ
12月 ワーク・ライフ・バランスって！？
1 月 なるほど！出産・育児の制度について
2 月 いざという時のために　認知症と介護休暇について
3 月 いざという時、あなたは仕事を続けますか！？

社会保険労務士による相談会とミニセミナーを開催しました



～特 集～

たくさんの若い芽をはぐくむために

―― 女性研究者支援から生まれる次世代育成へ
　宮崎大学では、 女性研究者支援事業の一環として次世代育成に取り組んでいます。 「女性研究者を

支援するのに、 なぜ次世代育成なの？」 と疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれません。 今回の特集で

は、 この次世代育成にスポットを当て、 平成 21 年度の取り組みを紹介しながら、 女性研究者支援事業

とのかかわりについて考えます。

■なぜ次世代育成なの？

女性研究者支援の一環として次世代育成に取り組む
背景には、長期的な展望に立った人材育成の必要性が
あります。

子どもたちの「理科嫌い」、「理系離れ」が深刻化す
る中で特に、女子は男子に比べ、自らの進路を考える
上で理系への進学を躊躇しがちな傾向が見受けられる
ようです。その理由としては、将来的な家庭との両立
への不安やロールモデルの不在などが考えられていま
す。こうした状況を踏まえて、文部科学省でも女子中
高生が理系分野に関心を持ち、理系分野を志すチャン
スを支援する事業に取り組んでいます。女性の科学技
術分野への参画については、我が国が進める男女共同
参画社会形成の観点からも促進すべき重要課題となっ
ているのです。

こうした中、「今以上
に多様な研究者に活躍
してほしい！」と考え
ている宮崎大学として
も、科学や研究の楽し
さに気付くチャンスを
幅広く提供することで、
性別を問わず科学を志
すことや研究することをキャリア形成の選択肢にして
もらいたいと考えています。そのことにより、女性研
究者の増加はもちろん、研究者の更なる多様化を期待
しています。

■どんなことに取り組んでるの？

昨年度は主に次のような事業に取り組み、このニュー
スレターでもご紹介してきました。
○「科学の扉は誰にでも開けられる！－科学実習と座談会－」

（場所：宮崎県立高千穂高校、開催：平成 21 年 7 月）
○「院生のためのサイエンスキャリアセミナー」

（場所：宮崎大学、開催：平成 21 年 12 月）

去る 3 月にも体験学習「スペシャルチャレンジ in
宮崎大学」を開催！詳細は右欄でお伝えします。

■これからの取り組みは？

これまでの取り組みを通じて、初めての実験や研究現場に目をキラキラと輝かせる子どもたちの姿に数多く出
会ってきました。この事業で次世代に科学の幅広さや研究の楽しさを伝えることは、未来に向けての地道な種まき
だと言えるかもしれません。また、これらの事業を通じて、大学にすでに在籍する教員や学生たちが大きな刺激を
受けているということも、次世代育成事業が生み出した波及効果だといえそうです。

もちろん、将来、研究の道を志す子どもたちのためにも、現実に研究に取り組む学生や研究者の支援充実を進め
ることは欠かせません。未来の科学者、研究者を育成するこの事業、今後の取り組みにもぜひご期待ください！

「高校生のためのスペシャルチャレンジ
in宮崎大学」を開催！

　平成 22 年 3 月 9 日・10 日、本学キャンパス内におい
て体験学習「高校生のためのスペシャルチャレンジ in
宮崎大学」を開催しました。昨年度に続き 2 回目の開催
となった今回は、講座数や定員を大幅に増やし、県内高
校の 1・2 年生約 200 名が参加しました。
　9 日には木花キャンパ
スで 11 講座を開講。太
陽電池を製作する講座
やマウスの血液成分を
調べる講座など多彩な
プログラムに、楽しく真
剣に取り組む高校生の
姿が数多く見られまし
た。
　10 日には医学部を有する清武キャンパスにて「一日
臨床医学研究者★医学部まるごと体験プログラム」を開
催しました。この講座でも多くの教職員の協力の下、医
師や看護師を目指す高校生が医療の現場を多方面から体
験することができました。
　参加者からは「成功の実験だけが成功ではなく、失敗
から新たな発見があることを学び感激しました」、「普通
ではできない体験ができ、自分の将来に対するモチベー
ションが高まりました」などの感想が寄せられ、将来の
キャリアをより現実的に考える機会となりました。
　この企画では、大学院生や学部生約 50 名がスタッフ

として参加し、高校生
のサポートや各講座の
取材に取り組みました。
普段は「教わる」側であ
ることの多い学生が高
校生に「教える」とい
う体験をしたことも非
常に大きい成果となっ
たようです。研修医用のシミュレーターを操作する参加者

マウスの血液を採取する参加者

高千穂高校出前授業の様子



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

教 育 文 化 学 部　 英 語 教 育 講 座　
ヨーロッパ文学（独語）分野

   教授　小川 さくえ さん
【略歴】
長崎県出身。大阪市立大学大学院
博士課程修了。ドイツ文学専攻。
1992 年宮崎大学着任。

－進路決定のきっかけと研究内容を教えてください
　もともと “ 家族 ” について興味があったのでイスラ
エルに留学し、「キブツ」という共同体での生活を体
験しました。その時のゲストファミリーからの紹介で、
そのままスイスへ留学し、ドイツ文学に触れたことが
この道へ進むきっかけです。帰国後は、ドイツ文学へ
進路変更し、大学院まではトーマス・マンを、その後
はオーストリアのインゲボルク・バッハマンを中心に
研究してきました。トーマス・マンの男性的な視点の
作品から “ 女性として生きるとは ” をテーマにした「新
しい女性文学」というジャンルに興味が移っていった
からです。その他、女性文学を研究する際に重要とな
る「ジェンダー研究」や留学時代の経験から「西洋に
おける日本女性像」についても研究を進めています。

－「キブツ」とはどういうところですか？
　大家族ともいうべき共同体の中で、男女が同じよう
に働いています。家事は必要なく、食事は大食堂にて、
洗濯は担当がやる、といった平等社会を目指す共同体
です。仕事や学校は午後には終わるので、午後 3 時～
7 時ぐらいまでは家族のみでしっかりとコミュニケー
ションをとります。日本よりもはるかに強い絆を形成
しているように思います。

－仕事・研究のやりがいは？
　作品に自分の生き方を重ね、興味があるテーマを研
究できることです。書くことにより、改めて自分の人
生を振り返ることができ、自分自身との対話の中で研
究を進めることができます。

－研究者を目指す方へアドバイスをお願いします
　分野によっても様々ですが、文系の研究者や専門職
で就職することは簡単ではありません。例えば英語な
ら、英米文学を研究していくか、英語教育をやるのか
では就職先も大きく変わってくるでしょう。就職につ
いてもしっかりと考えた上で、どれだけ情熱をもって
頑張れるかがとても大切だと思います。大学内にも女
性教員は増えてきていますので、ロールモデルを探し
て、ぜひ頑張ってください。

　ホームページをリニューアルしました！ 　この春、宮崎大学女性研究者支援のホームページがリ
ニューアルしました。育児や介護に関する情報を集めた

「Everyone ask me!」や、本学の女性研究者支援事業を活用し
た方の声を紹介するコーナーなどコンテンツがパワーアップ！もちろん、従来からの情報はさらに見や
すくなりました。メルマガやサポート室スタッフによるブログも配置し、清花 Athena サポート室のこ
れまでとこれからが全てわかるホームページです。ぜひご覧ください。

　～ホームページへのアクセスはこちら～
　　●宮崎大学ホームページトップ⇒「研究」→「女性研究者支援」
　　● http://www.miyazaki-u.ac.jp/~kiyohana/

「こんな情報が欲しい」「こん
な人が頑張ってるよ」等のご
意見、ご要望がありましたら
是非お知らせください。お待
ちしています！

宮大で Jump!
～宮崎大学で活躍する女性研究者たち～

　息子が産まれてからも、仕事が忙しいと、土日も関係なく大学に出かけておりましたので、
子供の世話や教育に関しては妻に頼りっぱなし。どれだけ感謝しても足りません。私がわず
かに貢献できたとすれば、就寝前の絵本の読み聞かせでしょうか。
　産まれて間もない頃から毎晩の様に耳元で語りかけていた効果か、息子はしゃべるのが早
く、成長するにつれ、的を射ている様な、外している様なコメントをくれるようになりまし
た。大学に徹夜で泊まり込んだ時は、意味もわからないまま、テレビで覚えた台詞を真似て

「おとうさんは、二度と帰って来ない」などと言って、ご近所のおかあさん方に笑われていた
ようです。
　そんな中、割と流暢に言葉を操れる様になった頃、二歳から三歳の頃だったでしょうか。仕事に出かけんとする
私に息子が言いました。「ぼくは、おとなになったら、おしごとにいかないで、こどもとあそぶの」
　お前、策士だなあ。それからは忙しくとも、週末に一日は子供と過ごす様にしています。

工学部 情報システム工学科　助教　山場　久昭さん
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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

編集後記＋α
　卒業や進学を控えた3月 16日、昨年度サポート室の活動をサポートしてくれた学生の皆さんとの交流会を行いました。「宮
崎発！九州アイランド女性研究者支援シンポジウム」や高千穂高校への出前授業の際に大活躍してくれた学生の皆さんには、
本当にお世話になりました。地元に戻って就職をする方や大学院に進まれる方などさまざまですが、中には「私の就職先でも、
今後宮大でのような取り組みが行われるように応援したい！」と言ってくれた方もいました。
　今年度も始まったばかりですが、すでに学生サポーター「宮大ｇｕｆｏ（ぐーふぉ）」が活躍中です！どうぞよろしくお
願いいたします。

小冊子「宮大式 Athena ドロップス」を
発行しました
　このたび、清花 Athena サポート室の取り組みをご紹介す
る小冊子「宮大式 Athena ドロップス」を発行し、1 ページ
でもお伝えしたように、新入生にも配布しました。
　宮崎大学の多彩な人材をカラフルなド
ロップに例え、さまざまな方にご登場いた
だきました。また、キャリア形成を阻害す
るキャラクター「妖怪キャリかべ」も登
場！女性研究者支援のみならず、これから
のキャリアについても考えていただける１
冊です。

平成 21年度報告書を作成しました
　「逆風を順風に　宮崎大学助成研究者支援モデル」の平成
21 年度事業報告書が完成しました。本事業 2 年目となる昨
年度は、「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」の開催や各種交流活動の支援、Athena サポー

ター制度の始動など、取り組みの幅を広
げながら大学内における理解促進を図っ
てきました。これらの取り組みをわかり
やすくまとめ、また同時に、本事業や清
花 Athena サポート室をご利用いただい
た方によるメッセージも掲載しています。
　報告書をご希望の方は、清花 Athena
サポート室までご連絡ください。

平成 20年にこの事業が採択され、私は担当教員

となりましたが、大学の女性研究者や教員が予想

以上に少ないことに正直驚かされました。私が医

学部に入学した頃、女子学生は 100 名のうち 11

名と約 1割程度でしたが、今や学生の半分は女子

学生となり、医師として巣立っていく時代となっ

たにもかかわらずです。

私自身は、あまり職場での待遇や環境に不都合

を感じたことはありませんでしたが、それは一つ

には、職場が病院であり、看護師さんがほとんど

女性であったからなのかもしれません。しかし、

たとえば更衣室一つとっても、昔も今も医局や病

棟には女性医師用の更衣室はなく、当直室などを

仮更衣室にしている状況です。

逆に今は、男性の看護師が徐々に増えているの

で、彼らがいろいろな意味で不自由を感じている

のかもしれません。男性看護師を採用するにあた

り男性用の更衣室が必要になり、また、トイレの

数も考えなくてはならなくなったでしょう。しか

し、このようなことは、やはり現場でいろいろな

問題提起がなされ、一つずつ解決していけること

だと思っています。

これからの社会全体として少子高齢社会の問題

は避けては通れず、「子育て・介護支援」は重要な

課題です。子供を持つ父親と同じぐらい母親も容

易に仕事ができる環境が、また、年老いた親の面

倒をみながら安心して自分の仕事ができるような

職場が早く実現できるように、お金をかけずに知

恵を出し合って地道な努力を続けていきましょう。

医学部附属病院　講師　久冨木　庸子
く　ぶ　き　    ようこ

プログラム最終年度
今年もさまざまな企画を予定しています
　文部科学省科学技術振興調整費によりスタートしたこの事
業も、いよいよ最終年度を迎えました。今年度も、女性研究
者の支援はもちろん、大学全体の働きやすい環境づくりを目
指して、さまざまな企画に取り組む予定です！イベント・企
画等の詳細は、ホームページやメルマガなどで随時お知らせ
いたしますので、ぜひご確認ください。


