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 Athena のうごき
企業交流セミナーを開催しました

　1 月 21 日、宮崎大学木花キャンパスにおい
て「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
しました。本セミナーは、主に就職・進学等を
控える学生を対象に企画したもので、本学卒業
後、学内外で活躍する 5 名の方をゲストに迎え
ました。本学の教員や医師に加え、小学校長や
テレビ局キャスター、イグノーベル賞受賞経験
を持つ会社員と、多彩な顔ぶれのゲストからは
さまざまな経験・話題が飛び出しました。
　医学部附属病院勤務の小澤摩記さんは「家族
の全面的な協力と、職場のスタッフに対する感
謝の気持ちを忘れなければ子育てしながらでも
十分働ける」とコメント。株式会社テレビ宮崎
キャスターの榎木田朱美さんは「周囲から『○
○してもらえるうちが華』だと思う。若いうち
にいろんなことを積極的に学んでほしい」と学
生にエールを送りました。
　参加者からは「就職活動を控えておりとて

も 参 考 に な っ
た」、「ゲストの
頑張っている姿
が 励 み に な っ
た」といった感
想が寄せられま
した。

　2 月 16 日、宮崎大学におい
て、女性研究者支援モデル育
成事業の企画による「イブニ
ングセミナー」を開催しまし
た。本セミナーは、本学に所
属する研究者が各分野での研
究内容やその研究成果などを理解し、協同した教育・研究な
どを実施する契機とするとともに、本学の研究成果を地域に
広く発信することを目的として定期的に開催しています。今
回は、「宮大の Athena たち　女性研究者支援モデル育成事業
から」と題し、本学の女性研究者支援事業を通じて採択され
た研究者・大学院生 5 名が登壇し、本学教職員・学生を中心
に 71 名が参加しました。
　本事業で研究補助者制度を利用する大川百合子講師は、現
在の研究に関する報告を行うとともに、「未就学児を抱え研
究を行っていく中で研究補助者の存在はとても心強かった」
と本事業に対する感想を述べていました。
　参加者から研究内容に対する鋭い質問が出されるなど、発
表者にとっても意義深いセミナーとなったようです。なお、
発表テーマ等については清花 Athena サポート室ホームペー
ジをご覧ください。

◆発表者◆
　　医学部看護学科　講師　大川百合子さん
　　教育学研究科　修士２年　下津沙貴さん
　　工学研究科　修士２年　松下明日香さん
　　農学工学総合研究科　博士２年　内田飛香さん
　　農学部獣医学科　助教　園田紘子さん　　　　　（当日発表順）

　11 月 20 日・21 日、宮崎大学において毎年恒例の清花祭が開催されました。清花 Athena サポート室は清武キャ
ンパスでの医学展にパネル出展しました。今回は学内向けに発行している広報紙「Athena かわらばん」に掲載した
教職員・大学院生によるエッセイを展示しました。このエッセイは、教職員の子育て
経験や普段の様子が窺い知れる内容も多く、学内でも好評を得ています。
　学内外から約 550 名の方にご来場いただき、地域の方からは「教職員の仕事や家庭
に対する様子が伝わった」、「宮大が取り組む女性研究者支援を初めて知った」との感
想を、教職員からは「これを機にサポート室を利用したい」といった声を頂きました。

清花祭  医学展においてパネル展を開催しました

イブニングセミナーを開催しました



　

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 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

　わが家の中心である１歳の娘はドライブが苦手なご様子。クルマのドアを開けてまずひと泣き、チャイルドシー
トに座って泣き、出発後に信号等でストップするたびにひと泣き。運転席の私から見えない後部座席では妻が手を
変え品を変え、顔や声まで変えて娘のご機嫌取りにいつも苦労しています。
　そんな時に私ができることは「安全に、少しでも快適に目的地まで到着すること」。娘をあやす妻に声をかけつ
つも、四方八方全方位に向けて意識を十分高めて安全に気を配り、急ブレーキでお嬢様のご機嫌を損ねないように
と遠くに点滅する歩行者信号が見えたら迷わずアクセルから足を離してエンジンブレーキ。こう
して間接的に娘をあやすことしかできませんが、安全運転のおかげでクルマの燃費も良くなり一
石二鳥です。
　車の運転以外でも、家事を手伝うことで少しでも妻の自由な時間を作ってあげるなど「間接的
な子育てへの協力」も大事なことですよね。

【略歴】
秋田県出身。奈良女子大学文学部
国語国文学科中国語・中国文学専
攻卒業。同大学大学院文学研究科
修了。南京大学中文系に留学。
奈良女子大学大学院人間文化研究

科博士後期課程修了。博士（文学）。日本学術振興会特別
研究員（PD）。平成 19 年 4 月より現職。

研究内容と研究の魅力について教えてください。
　研究対象は中国の明代後期の白話および文言小説です。
文学研究というと、よく感想文を書いているように思われ
がちですが、私の目標はひとつの小説を「正確に」読むこ
とです。外国人である私が、当時の文献を正しく読み解く
ことは容易ではありませんが、文献から当時の中国人の考
えや生活が見えてくるのはとても興味深いものです。明代
の小説は江戸文化にも大きな影響を与え、知らないうちに
私たちの文化にも入り込んでいます。現代に生きる私たち
が昔の小説を読んで共感できるのはなぜなのか、それはど
の部分なのかを探究することが魅力です。

進路を決めたきっかけなどを教えてください。
　中国に興味をもつようになったきっかけは、子どもの頃
にテレビで観た『人形劇三国志』かもしれません。また、
中国語講座に通っていた父が中国人の先生をよく自宅に招

いていましたので、幼い頃から中国に対して親しみを感じ
ていました。理学部にも興味があったのですが、結果的に
文学部へ進学し、好きだった中国文学を専攻しました。

中国への留学経験で感じたことはどんなことですか？
　10 年ほど前に中国政府奨学金留学生として、南京大学に
2 年間留学していました。現在は、近代化し大学やその周
辺の様子も随分変わっているようですが、「人と人との距
離がとても近い」という国民性はそのままです。日本では
失礼だと思うような質問も、中国ではそれも親しみの言葉
であり、ごく普通のことだったりします。人づきあいの距
離感が日本人と中国人では違うように思います。中国はパ
ワフルで精神的なエネルギーを必要とするところですが、
とても魅力的な国ですね。また、留学生専用の寮に住んで
いたので、韓国をはじめ、アフリカ、東南アジア、東欧な
ど様々な国の人と一緒に生活できたことも貴重な経験とな
りました。

研究者を目指す女性にアドバイスをお願いします。
　何かをする前に頭で考えて悩むより、やりたいと感じた
ことを素直にやってみることが大切です。「女性だから研
究者は難しい」と諦めるのではなく、研究者としてやって
いく上で結婚や出産というイベントを迎えるならば、その
都度「じゃあ、こうしてみよう」と対応すればよいのでは
ないでしょうか。非常勤としてでもまずは研究職に就いて
みる、または「妻が働き、夫が家事をする」というスタイ
ルを選んでみる、などいろんな方法があると思うので、や
りたいと思うことにぜひ前向きに挑戦してみてください。

工学部 教務・学生支援係 修士課程・留学生担当係長　　内野　譲二   さん

　　清花 Athena サポート室では、平成 21 年度実施した学内向けの意識調査の結果を受け、昨年 10 月に小学生以
下の子どもを持つ教職員を対象とした「学童保育に対するニーズ調査」を実施しました。また、1 月には、「女性研
究者支援事業におけるよりよい就労・研究環境を実現するための意識調査」を実施しました。両調査とも、現在集
計分析を行っており、結果は平成 23 年度以降の本学における子育て支援や男女共同参画を進める上で活用したい
と考えています。結果概要は後日ホームページ等でお知らせいたしますので、お楽しみに。

教育文化学部  
日本語 ･ 独語 ･ 中国語講座  中国語

講師　上原　徳子 さん



宮崎大学男女共同参画シンポジウムを開催しました！
　去る 1 月 7 日、宮崎大学において「宮崎大学男女共同参画シンポジウム」を開催しました。「『女性研究者支援』から『働
きやすい宮崎大学』へ」というサブタイトルを冠した本シンポジウム、平成 20 年度からスタートした文部科学省科
学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業が、全学的な男女共同参画推進へとシフトする道筋を考える
意義深い機会となりました。

そして迎えたシンポジウム当日…

　会場となった木花キャンパス農学部 L206 教室には多くの教職員が！映像配信を行った清武
キャンパス会場も含めると参加者は約 200 名に上りました。

◆全体会◆
　中山副学長による挨拶でスタートした全体会では、本学の学部長等 7 名から、各部局での男
女共同参画の現状等が報告されました。今後の課題として「教員公募における要項に『男女共
同参画社会基本法の精神に則り選考する』旨明記する」、「性別にとらわれない人材育成や人事異動などに取り組む」などが
挙げられ、多くの教職員は熱心に耳を傾けていました。また、今年度で終了する女性研究者支援モデル育成事業についての
報告も。本シンポジウムのタイトルになぞらえ、なぜ女性研究者支援の取り組みから全教職員の働きやすさを目指す方向性
が生まれたかについて改めて説明しました。

◆分科会◆

開催に至るまで…

　平成 22 年 8 月に、清花 Athena サポート室より、実行委員およびシンポジウムテーマなどを公募。
翌 9 月に実行委員会を結成しました。学内の各部局から集まった 12 名の教員・職員が、全体のテー
マやプログラム、分科会の方向性などについて熱い議論を交わしながら徐々に組み立てられてい
くシンポジウム…その打ち合わせ回数は延べ 12 回にも及びました！

◆報告会◆
　報告会では、各分科会の概要や成果が実行委員より報告されました。会場からも、「子育て中
の研究者に対する評価についてどういった方針を持っているか」という質問や、「さまざまな意
見を聞くことができてとてもよかった」といった感想が寄せられました。最後には、菅沼学長が

「これを契機に、本学における男女共同参画の取り組みをさらに推進していきたい」と挨拶し、3
時間に及んだシンポジウムが終了しました。

シンポジウムを終えて…

◆参加者アンケートより◆　「前向きな取り組みに感心しました。応援してもらっている身として頑張ろう！と思います」（20
歳代・学生）／「今後このような機会が増えればいいと思います」（40 歳代・職員）／「このシンポジウムを契機に、少し
ずつでも男女共同参画への意識が向上することを期待します」（50 歳代・教員）

◆実行委員の声◆　「事務職の私でよいのだろうか…」と思いつつ参加した実行委員でしたが、
当日は大学内外から様々な立場の方にご来場いただき、教員・職員・学生の垣根を越えたシン
ポジウムが開催できました。今後も「働きやすい／学びやすい」宮崎大学を目指す取組に協力
できたらと考えています。（企画総務部秘書広報課　稲丸里佳さん）

教職員一人ひとりの働きやすさを目指すこれからの宮崎大学にご期待ください！

よりよいキャリア形成のために
学生・教職員の男女構成比率から考えるワークライフバランス

　本学における教職員・学生数の分析と 4 名のゲスト
とのインタビューを軸に、働くことやキャリアを形成
することについて考えました。興味深い内容に、会場
からもさまざまな質問が寄せられました。
　教育文化学部の八ツ橋寛
子准教授は、大学院生の割
合に比べて女性教員が少
ないという現状とともに、
キャリアアップへ向けては
周囲の理解やサポートが欠
かせないと述べました。

働きやすい宮崎大学へ向けて
子育ておよび女性研究者支援に関するアンケートから

　平成 21 年秋に実施したアンケート調査結果を基に、
「働きやすい職場」について考えたこの分科会。付箋

を用いたグループワークにより参加者がさまざまな意
見を出し合いました。グループごとの活発な議論から
は「“ こんな時に子育て休
暇を使った！ ” という事例
集を作成してはどうか」、

「子育てサークルのような
ものが大学にあれば…」と
いったさまざまなアイデア
が出されました。 付箋を貼りながら話し合い真っ最中！ ゲストの八ツ橋准教授と司会の大榮助教

シンポジウムの感想を述べる菅沼学長

4 ヵ月を経て結束を強めた実行委員の面々

会場には多くの教職員が！

実行委員による打合せの様子
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イベントなどの
お知らせ

「女子高校生のためのサイエンス体験講座
  in 宮崎大学」を開催します

　一昨年、昨年と開催し、大変
好評だった高校生を対象とした
体験学習を、今年も下記の通り
実施します。今回は、女性研究
者の裾野拡大に焦点を当て、木
花・清武両キャンパスにおいて
理系プログラムを 9 講座開講し
ます！普段味わうことのない科学の不思議に触れ、楽しんで
いただけるようなバラエティ豊かな講座を用意しています。
進路選択のヒントとして、現役大学院生によるアドバイスも
ありますよ！

  日時：3 月 8 日（火）・9 日（水）ともに 9:00 ～ 16:15
  場所：宮崎大学
  対象：女子高校生（1・2 年生）

　現在、宮崎大学で研究をしている人や、社会で活躍中の宮
崎大学出身者を紹介する冊子を作成しました。様々な先輩た
ちが、進路選択時にどのようなことを考え、どのようにキャ
リアを積んできたのか、現在どんな仕事に取り組んでいるの
か…。学部生・院生、そして高校生の
皆さんが、これからの進路を考える上
で役立つ話題が詰まっています。読ん
だ後に、自分のキャリアを考えるため
のキャリアプランシートも付いていま
す！この冊子で未来の自分の姿を想像
してみませんか？
　ご希望の方は清花 Athena サポート
室までお気軽にお問い合せください。

宮崎大学ロールモデル集
「Colorful  Styles」を発行しました

昨年の実習の様子
～牛の直腸検査に挑戦中！～

当初、女性研究者の支援という言葉にある種の違和

感をもつ人が少なからずあったように思うし、私自身

もなにか居心地の悪さを感じていた。しかし今は、性

別に関係なく培うべき大学の文化として考えるように

なっている。

支援には、若木を支える支柱のような直接的な関与

の仕方や、防風林のようにそれがあるから安心して行

動できるという保証のあり方などがあろうが、支援を

受ける人にはそれを選択する自由と責務がある。「ケ

アの本質」を著したミルトン・メイヤロフは、 “ もし

ケアの受け手に成長することを望む力がないならば、

ケアをする人は相手を慰め幸福になるよう努力するこ

とはできるが相手の成長をたすけるという意味でのケ

アは難しい ” と、 ケアの持つ双方性を示している。今

や、育児や介護は特別のことではなく誰でもが直面す

る可能性を持つものとなった。いきいきと楽しげに活

動している人からは刺激を受け前に向かう気持ちが引

き出されるものである。本プロジェクトをチャンスと

して上手に活用している人たちに身近に接し、目標や

望みを持ってそれに向かっている人が能力を発揮でき

るように整えることが個と組織にとって重要であるこ

とを実感している。

この事業を通じて、人と人とのつながりが学部を超

えてできている。このつながりは支援の一つの強みと

なっていくことであろうし、それぞれの体験がさらに

輪となり広がるであろう。さらに、ここでいう支援と

いうかたちが当たり前のこととしてある文化をもつ組

織になることを信じ、願っている。

医学部看護学科　　教授　草場　ヒフミ
く さ ば　   ひ ふ み

～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
　女性研究者支援の一環として、清武キャンパスに清花 Athena サポート室が設置されたのは、今からちょうど 2 年半前。

やがて木花キャンパスにも同様の搾乳室や休憩室を備えたサポート室が出来上がり、現在までの利用者は延べ 714 名に上り

ます。また、サポート室の啓発活動の一環として行ってきた社会保険労務士による訪問相談会では、女性研究者だけでなく、

宮崎大学で働く様々な教職員の声を聞くことができました。各部局や研究室等の皆さんに多大なご協力をいただきましたこ

とを本当に感謝したいと思います。本事業は平成 22 年度が最終年度となりますが、今後は、宮崎大学の男女共同参画推進

に向けた取り組みへ発展するように計画しています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


