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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
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 Athena のうごき

　9 月 4 日、佐賀大学において、「第２回九州アイランド

女性研究者支援シンポジウム in 佐賀」が開催されました。

本シンポジウムは、昨年 9 月に本学主催で宮崎市において

開催したものの第 2 回目。会場となった佐賀大学には多く

の参加者が集い、前半には文部科学省科学技術・学術政策

局基盤政策課長の板倉周一郎氏による基調講演、東海大学

名誉教授の佐々木政子氏による特別講演が行われました。

　その後、九州・沖縄８国立大学の理事・副学長らによる

事業報告や、女性研究者の比率増加に向けた取り組みにつ

いてのパネルディスカッションが行われ、女性研究者支援

のあり方や地域連携の必要性、女性研究者を取り巻く現状

等について様々な意見が交わされました。また、シンポジ

ウムの最後には、参加者一同で「Women Support 佐賀宣言」

を採択しました。

　なお、年 1 回の開催

を目指す本シンポジウ

ムですが、来年度は長

崎大学において開催す

ることがすでに決定し

ています。

第２回九州アイランド女性研究者支援
シンポジウム in 佐賀が開催されました

「みやだい育メン養成講座」を開催しました

サイエンスキャリアセミナーを
開催しました

　9 月 17 日、宮崎大学

において、「サイエンス

キャリアセミナー」を開

催しました。木花キャン

パ ス 会 場 に 加 え、 清 武

キャンパスでの映像配信

を行い、両会場合わせて

本学教職員・学生を中心に約 130 名が参加しました。

　「『研究する』とはどういうことか～科学技術施策の最新

事情～」と題した本セミナーでは、（独）科学技術振興機

構から科学技術振興調整費業務室長の塩満典子氏を講師に

迎え、科学技術施策の最新動向や国が実施している研究資

金の制度等を中心にご講演いただきました。また、ご自身

の経験も踏まえながら申請書作成の秘訣などにも触れ、参

加者が熱心に耳を傾けていました。セミナー終了後には研

究費獲得を目指す研究者が講師にアドバイスを求める姿な

ども見られ、関心の高さがうかがえました。

　また、セミナーに先立って開催したランチミーティング

には、本学の女性研究者や女子大学院生 20 名が参加し、

講師を囲んでのなごやかな交流も実現しました。

　8 月 21 日と 9 月 12・26 日、宮崎大学において全 3 回の日程で「みやだい育

メン養成講座」を開催しました。本講座は、現在子育て中もしくは子育てに関

心のある本学の男性教職員を対象に、親子で参加できるものとして参加を呼び

かけました。第 1 回「親子で楽しむ絵本の読み聞かせ」、第 2 回「ビニール袋で

大きい動物を作ろう！」、第 3 回「パパの愛情お弁当＆パパ友作り交流会」と題し、

延べ 22 組の親子（大人 22 名、子ども 30 名）が参加しました。 

　　「パパの愛情お弁当＆パパ友作り交流会」ではお弁当づくりに挑戦。参加者は講師のアドバイスを受

けながら調理を進め、約 1 時間半で思い思いのお弁当を完成させました。その後、別室の子どもたち

と合流し手作りお弁当を食べながらの交流会を開催しましたが、絶好の秋晴れとなった空の下、お弁

当をおいしそうに食べる子どもたちの姿や、教職員同士の交流に花が咲く様子が見られました。

　本学では今後も、本学における子育てに関心を持つ教職員のネットワークづくりや、育児に取り組

みやすい職場環境づくりにつながる取り組みを進めたいと考えています。



女子大学院生座談会　「私たちが描くキャリアパス」

－大学院へ進学したきっかけを教えてください。

【加藤】もともと人に興味があったのですが、高校へ進学した
頃から心理学を学びたいという気持ちが強まり、大学は心理学
科を選びました。そして希望する研究テーマのあった宮崎大学
大学院へ進学し、将来的には臨床心理士の資格取得を目指して
います。

【氷室】修士も博士課程も進学する際には悩みました。ただ、
今の研究が好きでしたし、突き詰めて学び、博士を取得するこ
とで両親にも恩返ししたいと思い、進学を決めました。

【蔵元】実は、いったん別の短大へ進学したのですが、同年に
新設された宮大の看護学科の試験を受け直しました。4月に入
試、5月に入学でしたので短大生活はなんと 2週間でした！「痛
いところをさすれば痛みが和らぐのはなぜか？」などの生活上
の疑問を調べたくて進学したところ、研究の面白さに触れ修士
課程へ。その中で臨床経験の必要性を感じ、3年間看護師とし
て働き、現在は仕事を続けながら博士課程で学んでいます。

【臼元】きっかけは、大学３年の研究室選択時の研究室プレゼ
ンを見て、研究内容に興味を持ったことです。しかし、学部と
大学院では研究室も変わりましたし、それぞれ別の言語のプロ
グラムを扱っているので、まだまだ勉強中です。

－大学院修了後についてどうお考えですか？
【蔵元】現在は本学附属病院の精神科に勤務し、職場の協力を
いただきながら勉学と「二足のわらじ」です。将来的には、今
の研究を続けられる大学や研究機関で研究職に就きたいと考え
ています。

【臼元】私はソフトの開発やプログラミングなど開発的な仕事
に携わり、人に喜んでもらえるものを提供したいです。

【加藤】私は医療機関なのか、教育現場かはまだわかりませんが、
臨床心理士として仕事をしたいと思っています。

－これからのライフイベントについて考えること
はありますか？

【氷室】この数年で結婚式に呼ばれることが本当に多くなった
んです！それで、結婚というよりも育児と研究の両立について
考えるようになりました。「出産して仕事に復帰しても、夜遅
くまで研究はできないんじゃないだろうか？」と思うと不安で
すね。制度やインフラがきちんと整備されて、育児と仕事を両

立できる未来が現実となれば、希望を持って頑張れるのではな
いかと思います。

【臼元】私は、まだ結婚や出産について考えたことはありませ
んが、ぜひ子育てと仕事を両立させたいと思いますし、そうい
う女性にあこがれます。

【加藤】私の研究は、人と関わる環境があればどこでもできる
と思っています。それに、子どものころから親の転勤であちこ
ち移動した経験があるので、パートナーが転勤しても一緒に動
きながら仕事を続けていきたいですね。

【蔵元】何かをやりたいと思ったときに、何かを削るのはさみ
しい気がします。今の私の状況でいうと、仕事も学ぶことも同
じように頑張りたい。

－院生座談会に参加してみていかがでしたか？
【蔵元】看護学科では研究職を目指す学生が少なく、ロールモ
デルがいません。いろいろ経験のある方から学ぶ機会をいただ
けると助かります。違う分野でこんな研究をしている人がいる
んだということが知れたし、学部が違っても以外と繋がる部分
があるんですね。

【加藤】学部生の頃はサークルなどで他学部の人とも交流があ
りましたが、今は研究室にこもりがちだったのでこのような場
は久しぶりでした。

【臼元】工学研究科は女子院生が少ないので、こういう交流の
場があるのは良いことだと思います。昨夜の夢に座談会に遅刻
する夢を見るくらいとても緊張していたのですが（笑）、楽し
く過ごすことができました。

【氷室】身近な人へ繋いでいくような院生座談会のシリーズ化
も面白いですね。「女性研究者支援」というと、院生にとって
は少し堅苦しい気がするので、こういう場がもっとたくさんあ
ると、親しみが湧くと思います。

                                                           
全く初対面の 4 人、初めはか
な り 緊 張 気 味 で し た が、 約 2
時間ですっかり打ち解け、互い
の研究の話などでも盛り上がっ
ていました。
これからも宮崎大学では、大学
院生の研究支援に取り組みたい
と考えています。

～特 集～

医学獣医学
総合研究科 1 年
蔵元 恵里子さん

教育学研究科 1 年
加藤 智子さん

農学工学
総合研究科 3 年
氷室 泰代さん

工学研究科 1 年
臼元 悠さん

　ハワイのフラで使用するレイ
（首飾り）のデザインをするプ

ログラムを作成すると同時に、
その歴史やレイの種類なども幅
広く学んでいます。

　多チャンネル導出による表情
筋電位の測定を行い、療養生活
上の情動および表情変化につい
て、そのプロセスや個別パター
ンを研究しています。

　主に植物の遺伝子機能を明ら
かにするため、様々な遺伝子を
過剰に発現させた変異体を作製
し、それらに現れた影響などに
ついて研究を進めています。

　宮崎大学では、これまで女性研究者支援の一環として、大学院研究支援セミナーの実施や Athena サポーター制度
の設置、助成事業など女子大学院生の研究支援、キャリア形成支援を行ってきました。その当事者である大学院生
は一体どんなことを考えて学んでいるのか？今回はその一端に迫るべく、本学で学ぶ女子大学院生による座談会を
企画、4 名の院生が研究やこれからのキャリアについて語り合ってくれました。

　教育臨床心理専修に在籍し、時
には教育現場に出向いて、子ども
の学校適応度の変化を見るなど、
子どもの認知行動療法について研
究を進めています。

宮崎県出身。
宮崎大学工学部情
報システム工学科
卒業。

熊本県出身。
宮崎大学農学研究科
森林草地環境科学専
攻修了。

鹿児島県出身。
宮崎大学医学系研究
科看護学専攻修了。

大阪府出身。
同志社大学文学部
心理学科卒業。



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 273 名（教員 104 名、院生 169 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

宮大で Jump!
～宮崎大学で活躍する女性研究者たち～

第 2 回女性研究者交流会が行われました 　8 月 10 日、木花キャンパス生協多目的ホールにおいて「宮崎

大学女性研究者による交流会」が開催されました。昨年に引き続

き 2 回目となる本交流会は、学内の女性研究者らによる呼びかけで実現したものであり、約

20 名の女性研究者・大学院生が参加しました。

　参加者は自己紹介と共に研究紹介をするなどして交流を図り、終了後には「学部を超えた

交流にモチベーションが上がった」「貴重な機会を得てよかった」との意見が寄せられました。

　清花 Athena サポート室では、今後も教職員による自主活動のサポートを行っていきます。

　ピンクバッチ愛用中の私は、同時に未来のイクメン養成中でもあります。5 歳の息子を何

かに託 ( かこつ ) け学生に預け、子守りをしてもらう。ママ業の怠慢と言えばそれまでですが、

積極的に子供と関わる男子学生を見ると、彼らが立派なイクメンになる素質を十二分に備え

ていることを実感します。図らずも、9/18 付朝日新聞に掲載された記事（『人生デザイン』）

にも 20 代未婚男性の 86% が将来子育てに積極的に関わりたいと考えていることが紹介され

ていました。この希望を現実に近付け、男性の子育て・家事参加が当たり前になることが、

性別を超えてワーク・ライフ・バランスを考える土台になるのでしょう。イクメン予備軍の

芽を摘むことなく、暖かく育んでいける現実社会の到来まで、我が子を試験台とした養成活動を地道に続けようと手抜きマ

マは誓うのでした。さらに未来のイクメンは我が息子も同様。積極的な家事参加を促し、いまや炊飯はお手の物です (^_^)v

農学部　人獣共通感染症教育・研究プロジェクト　上村　涼子さん

医学部感染症学講座
　　　　　寄生虫学分野 
　助教　吉田　彩子 さん

【略歴】
石川県出身。岩手大学農学部獣医
学科卒業。名古屋市立大学医学部
博士課程修了。博士（医学）。同
大学医学部リサーチ・レジデント。
順天堂大学医学部助手。
平成 18 年 10 月より現職。

－研究内容を教えてください。
　もともとは寄生虫に感染したヒトや動物の免疫応答（マ

ラリアや住血吸虫）について研究してきましたが、宮崎大

学では主に人獣共通寄生虫であるブタ回虫について研究を

しています。ブタ回虫症の主な病態は、幼虫が体内を移動

（体内移行）するために様々な組織が傷害を受けることで引

き起こされます。そこで、「なぜブタ回虫は体内移行をする

のか？」そして「感染動物と寄生虫の間には何が起こって

いるのか？」について分子生物学的な方法で解析を行って

います。同時に、現在、女性研究者支援事業による研究助

成を受けて、ブタ回虫症の診断法の開発、特に血清診断キッ

トの開発にも力を入れています。

－進路を決めたきっかけは？
　高校 3 年時に、理系から文理クラスに進み、大学は獣医

を目指して農学部を選択しました。入学当時、自分が研究

職に就くことなど全く考えていませんでしたが、卒業研究

で寄生虫学を専攻したのが研究の道へ進むきっかけです。

「病気」に興味があったので、病原体について学びたいとい

う気持ちが強くなり、大学院への進学を決めました。

－最近はまっているモノは何ですか？
　競技用自転車です！大学時代は馬術部に入り、毎日馬に

乗っていましたが、ポスドク時代に自転車に乗り換えてし

まいました（笑）。宮崎は気候が良く、一年中自転車に乗れ

ますので、週末はサイクリングのイベントなどにも参加し

ています。

－進路に悩む方に研究者としてアドバイスを！
　研究の醍醐味は「分からないことを知る」ということで

す。まるで推理小説を読んでいるように答えを探す過程は

本当に楽しいと思います。

　知りたいと思ったことを調べる、まず楽しんでやってみ

る、ということが進路を決めるきっかけにもなるのではな

いでしょうか？高校生はオープンキャンパスやサイエンス

キャンプを活用してみるのもいいですね。ぜひ、多くのこ

とに興味を持っていろいろ勉強してみてください。

息子（中央）と本学の男子学生
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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

　新聞や雑誌等で目にすることも多くなった「イクメン（育メン）」という言葉。「イケメン」にかけたこの言葉の意味は一

般的に、「子育てを積極的に楽しむ男性」のことだと言われますが、子育ての関わり方は人それぞれ。子どもと触れ合う時

間をもつ、オムツ交換は任せて！、家事全般ＯＫ、ママへの思いやりを忘れない、など色々な育メンがいらっしゃいます。

　この夏、宮崎大学ではおそらく初めてとなる育メン養成講座を開催いたしました。この模様はテレビや新聞などでも紹介

されましたが、地域へ発信することで多様な育メンの輪が広がればうれしく思います。

このプロジェクトで光っている点は、「逆風」を意

識していることと思います。推進室の皆さんは、ずっ

とその困難に向きあっているに違いありません。

プロジェクトは最終段階でしょうが、形式的なエビ

デンス依存という意味の「素朴な」推進事業にならな

いため、なにを目指していたのか、基本的なところを

確認したい欲求に駆られます。

女性支援という場合に、いくつかの問いがあるので

はないでしょうか。第一に、出産、育児、介護等のラ

イフコースに係わる私的現場に携わりながら、どう仕

事と両立させるか、両立できる環境をどうそれぞれの

職場で構築するか、という問い。第二に、女性に対し

てさまざまな社会的場面を提供することを通じて、そ

の潜在的能力に着目し、どうより積極的に開発してい

くか、そして、その能力に相応しい、社会的に責任あ

る立場にどう積極的に登用するか、という問い。第三

に、この二つの問いに係わって、男性がどう協力的に

参加していくか、という問い。

こういう問いが課題として関係者間で合意事項とし

て明確に確認され、不断に再確認され続けるなら、当

のプロジェクトは期限付きでも、その課題の理念は説

得力をもって、関連する実践的課題と結びつきながら、

一層強力に、さまざまに新たなプロジェクトとして持

続的に展開していくにちがいないと、私は思います。

そういえば、宮崎は、その問いを実践的な課題と

して設定する積極的な史的基盤がありますね。全国初

の「女性小学校長第１号」として知られる鳥原ツルは、

宮崎県師範学校附属小の訓導から、現宮崎市古城小学

校長となったのです。1920（大正９）年で 25 歳の

若さでした。

教育文化学部　　教授　河原　国男
かわはら　くにお

第 6 回清花祭医学展に出展します

　昨年度に引き続き、本学大学祭医学展に今年も参加いたし
ます。今回は、サポート室が発行する学内向け広報紙「Athena
かわらばん」に寄せられた教職員によるエッセイをパネルに
してご紹介します。清花 Athena サポート室の取り組み紹介
や毎年好評をいただいている「Athena　Café」も開設いたし
ますので、ぜひお越しください。

　日　時：11 月 20 日（土）・21 日（日）9 ～ 17 時
　場　所：医学部講義実習棟２階（清武キャンパス）

企業交流セミナーを開催します

男女共同参画シンポジウムを開催します

　「第 1 回宮崎大学男女共同参画シンポジウム～『働きやすい

宮崎大学』について考える」を開催します。本シンポジウムは、

本学教職員が中心となって企画・開催するもので、本学にお

ける男女共同参画やキャリア支援、ワーク・ライフ・バラン

スなど、本学教職員の働きやすい環境づくりをテーマに取り

上げます。もちろん、学外からの参加も可能です。詳しくは

清花 Athena サポート室までお問い合せ下さい。　

　 日　時：平成 23 年 1 月 7 日（金）13 時～
　 場　所：宮崎大学

　企業交流セミナー「Colorful  Styles ～わたしらしく生きる、
わたしなりの方法」を開催します。学内外で活躍する宮崎大
学出身のゲストをお招きし、社会で働くことの多様性やワー
クライフバランスも視野に入れた生き方についてお話いただ
きます。あなたのロールモデルを探してみませんか？日程等、
詳細については決まり次第ホームページ等でご案内します。

　日　時：11 月下旬（予定）

　場　所：宮崎大学
　ゲスト：榎木田朱美さん【（株）テレビ宮崎アナウンサー】、

大榮薫さん【宮崎大学工学部助教】、小澤麻記さん
【宮崎大学医学部助教】、柳和枝さん【宮崎市立木

花小学校長】ほか　※五十音順


