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はじめに

　秋田大学での男女共同参画に係わる取り組みは、平成17年2月の「男女共同参画推進委員会」「男女共同参画

推進専門委員会」の設置以来、着実に成果をあげ、平成19年度には「秋田大学男女共同参画推進のためのアクショ

ンプラン」を策定した。秋田大学の運営理念「吉村プラン」にも男女共同参画推進および女性研究者雇用促進に

向けた制度・環境整備が明記される。平成21年5月、男女共同参画推進室を開設。平成21年度科学技術振興調整

費・女性研究者支援モデル育成プログラムに採択され、さらなる発展のきっかけとなった。平成23年度には事業名

称が文部科学省科学技術人材育成費補助金・女性研究者研究活動支援事業と改められたが、内容は継続したも

のとなっている。

　「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」は、秋田大学女性研究者の研究環境の整備と、本学を拠点とする県内

大学間連携による女性研究者支援の地域社会への還流を目的とするものである。その内容は、

　① 支援相談窓口を設置、コーディネーターを配置し、育児・介護等について柔軟な支援を行う

　② 秋田県内の大学と連携し、地域の女性研究者支援のための調査を実施し、代替要員制度を確立する

　③  女子大学院生に対する支援と、特に理工系女子育成のためのロールモデル事業を行い、女性研究者の裾野の

拡大を図る　

　④ 講演会・シンポジウム・セミナー等を実施し、意識啓発を図る

の4項目から成る。

　最終年度にあたる今年度は、3年間の事業を総括するとともに取り組み期間終了後を見据えて活動を展開した。特

記すべき事項として、研究支援員制度を制定し、女性研究者3名に研究支援員を配置したこと、代替要員制度人材

情報データベースを構築し、連携機関で運用開始したこと、連携機関と共同で次世代育成事業を開催したこと、秋田

大学教職員の男女共同参画推進に関する意識調査を実施したことなどがあげられる。

　意識啓発のための講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」では余所者の視点でわが国の現状分析を

行い、おおむね好評であった。秋田県内高等教育機関との共催で行った大学間連携合同シンポジウムでは、大学間

連携の成果を確認し、さらなる発展のための課題解決の方策を探った。

　取り組み期間終了後も、女性研究者はもとより、秋田大学および秋田県内高等教育機関に勤務する研究者そして

機関に所属するすべての構成員が、男女を問わず、自ら選択したワークライフバランスの下で研究や職務に専念でき

るよう、よりいっそう努力してゆきたいと考える。

秋田大学男女共同参画推進専門委員会

委　員　長　　渡　部　育　子
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「大学間連携と女性研究者支援ｉｎ秋田」

（１）計画構想・概要

機関の現状
（１）女性研究者の人数及び今後の見通し
　…　大学院生を含む女性研究者数234名（うち女性教員85名、平成20年12月1日現在）、全研究者に占める女性研
究者の割合は20.6%（女性教員比率15.1%）である。今後、機関全体での女性研究者数・女性教員数・女子学
生数と割合の増加が見込まれる。特に、自然科学系の女性研究者・女子学生比率の上昇が見込まれる。

（２）女性研究者支援に関する現在の取組状況
　…　平成20年3月に「男女共同参画推進のためのアクションプラン」を策定し、育児・介護休業期間の延長を行い、
また、教員の代替要員制度の準備（工学資源学部）、職場環境と設備の改善、次世代理工系女性研究員育成の
事業などを行っている。さらに、平成21年4月より「男女共同参画推進室」を設置する予定になっている。…

計画構想
（１）女性研究者のための具体的な取組
　…　①支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）とコーディネーターの設置、②地域の女性研究者支援のための調査・
企画と代替要員制度、③次世代女性研究者育成支援、④意識啓発のための講演会・シンポジウム・フォーラム・
FDの企画・実施、を行い、県内の大学・行政・教育機関などとの連携により、女性研究者を支援する。

（２）期待される効果
　…　この取り組みにより、多様な勤務形態における研究活動が可能となり、女性研究者数と比率の増加、育児・介
護休業の取得しやすい職場環境、ワークライフバランスの改善、次世代女性研究者育成、秋田大学のみならず秋
田県の高等教育機関での女性研究者支援体制の進展が効果として期待される。さらに、この取り組みにより、研究
教育機関としての持続可能性も高まり、地方の中規模および小規模大学の女性研究者支援のモデルとなることが
期待される。

達成目標（ミッションステートメント）
（１）専門スタッフによる支援相談窓口の設置
（２）県内大学間女性研究者支援システムと代替要員制度の計画と構築
（３）休業を取得しにくい雰囲気・環境という教職員アンケートの結果の改善
（４）休業制度や大学の取り組みの教職員への周知化
（５）女性研究者数・比率の増加
・3年後に女性教員比率18%を目標。3年間の女性教員採用比率35％を目標。
・5年後に女性教員比率20%を目標。
・3年後に女性研究者比率25%を目標。
・自然科学系女子大学院生比率30%目標。
・自然科学系分野、特に工学資源学部における女子学生比率の増加。
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（2）実施体制・実施内容

学 長 理 事

院 生教職員

支 援 相 談 窓 口

相談 支援

保育所・介護施設・病院など

学内体制

地 域 社 会

女性研究者支援プロジェクト運営委員会

男女共同参画推進室

県内行政機関

秋田県男女共同参画課 連 携

育
児
・
介
護
施
設
等
の
情
報

学長補佐

人事課

各部局・附属病院・附属学校園

（大学コンソーシアムあきた
H17.3設置）

県内高等教育機関

（２）実施体制・実施内容

（a）個々の生活や仕事の実態にあわせた

支援

（b）現行制度の十分な活用と柔軟な運用

（c）休業制度を利用しやすい職場づくり

（d）代替要員の確保

（e）次世代の女性研究者の育成

（研究者の裾野拡大と研究職への理解）

（a）個々の生活や仕事の実態にあわせた

支援

（b）現行制度の十分な活用と柔軟な運用

（c）休業制度を利用しやすい職場づくり

（d）代替要員の確保

（e）次世代の女性研究者の育成

（研究者の裾野拡大と研究職への理解）

課題（学内意識調査等より）

・学内での意識啓発（FD、シンポジウムなど）

・学外者も対象にした講演会やフォーラム
・公開講座など

・女子大学院生の研究活動への支援
・将来の女性研究者養成と結びつく
地域の小中高等学校での社会貢献活動

・女性研究者支援のための実態とニー
ズの調査
・代替要員制度の準備とプロジェクト後
の県内女性研究者支援計画の作成

・研究・勤務関連相談、育児・介護の相談

・各委員会、部局とのコーディネート

・育児・介護施設の情報の収集とコーディ
ネート

地域の女性研究者支援のための

調査・企画と代替要員制度

次世代女性研究者育成支援 講演会・シンポジウム・
フォーラム・FDの企画・実施

県内の大学、行政、教育機関
との連携

支援体制の実態と問題の継続的調査と

そのときどきの状況に応じた修正・改革のための組織

（自己改編・調整機能を内包した柔軟な制度の形成）

2

3 4

5

支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）

の設置、コーディネータの配置

1
地域連携支援

(a)(b)

(d)(e)
(c)

(d)(e)

課題解決のための方策
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（３）ミッションステートメント
　

計画構想の概要
　本プロジェクトは、秋田大学女性研究者の研究環境の整備と、本学を拠点とする県内大学間連携による女性研究
者支援の地域社会への還流を目的とするものである。第1に、支援相談窓口を設置、コーディネーターを配置し、育児・
介護等について柔軟な支援を行う。第2に、秋田県内の大学と連携し、地域の女性研究者支援のための調査を実施
し、代替要員制度を確立する。第3に、女子大学院生に対する支援と、特に理工系女子育成のためのロールモデル
事業を行い、女性研究者の裾野の拡大を図る。第4に、FD・シンポジウム等を実施し、意識啓発を図る。本プロジェ
クト実施期間終了後は、男女共同参画推進室が中心となって事業を継続・発展させる。

現行組織の問題点
　・休業中の代替要員となりうる同じ分野の研究者、ポスドクが著しく不足。
　・�介護休業、育児休業の制度はあるが、平成20年12月のアンケートで育児休業について女性教員の34%、介護

休業については43.6%が休業を取得しにくい雰囲気と回答している。
　・�秋田大学では平成20年に「男女共同参画推進のためのアクションプラン」を策定し、全教職員にリーフレットが

配布されているが、平成20年12月のアンケートで、6割の教職員が「聞いたことがない」と回答し、「聞いたことが
ある」人でも約5割が内容はわからないと回答している。また休業制度、特に部分休業の理解度が低い。特に研
究職における「男女共同参画」や「女性研究者支援」の意義が十分に認識されていない。大学は実力主義で条
件が平等になっており問題がないと考える人がかなりいると考えられる。

具体的支援方法
　県内に高等教育機関の少ないという条件のなかで、地域の連携拠点として女性研者を支援・育成する。
①�支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）とコーディネーターの設置
②�地域の女性研究者支援のための調査・企画と代替要員制度の形成
③�次世代女性研究者育成支援
④�意識啓発のための講演会・シンポジウム・フォーラム・FDの企画・実施
⑤�秋田県内の女性研究者支援の拠点としての役割と大学間・地域連携支援

実施期間終了時における具体的な目標
・3年後の女性教員比率18%、3年間の女性教員採用比率35％を目標とする。
・5年後に女性教員比率20%を目標。
・3年後に女性研究者比率25%を目標。
・自然科学系女子大学院生比率30%目標。
・自然科学系分野、特に工学資源学部における女子学生比率の増加。
・「休業を取得しやすい雰囲気」と回答する率の改善。
・「男女共同参画推進のためのアクションプラン」と休業制度の周知徹底。
・県内大学間女性研究者支援システムの構築。
・専門スタッフによる支援相談窓口の設置。
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実施期間終了後の取組
　実施期間中に「プロジェクト後の計画と組織の運営体制」を、予算や地域連携方法を含め検討し、プロジェクト終了
後も継続的かつ発展的に女性研究者支援を行っていく制度および組織を形成する。この制度と組織に、そのときどき
の状況やニーズを把握する継続的調査の組織、その結果をふまえた制度・組織改善の経路、また個々の要求に可
能なかぎり柔軟に対処できるシステムを組み込むことで、女性研究者支援制度の硬直化を防ぐ制度・組織づくりを行
う。
　このことを通して、本プロジェクト実施期間終了後は「男女共同参画推進室」を中心に、地域との連携のなかで、女
性研究者の数や比率という「量」的な側面だけでなく、生活、研究、仕事の「質」的な面を充実させ、さらに次世代の
女性研究者を育成し支援する事業を継続的に行っていく。

期待される波及効果
　本プロジェクトは、秋田大学の女性研究者支援のためにも、秋田県全体の女性研究者支援・育成体制の構築を
目指すものであり、県内の大学の女性研究者支援のモデルおよび現実的支援、さらに同様の事情をかかえた地方の
中規模および小規模大学の女性研究者支援のモデルになる。
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（４）事業計画書

Ⅰ．補助事業の内容

	 １．補助事業の名称
… 　女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
… 　大学間連携と女性研究者支援…in…秋田

	 ２．機関名
… 　国立大学法人秋田大学

	 ３．補助事業の目的
… （１）大学間連携と女性研究者支援in秋田
… 　…　秋田大学の女性研究者の研究環境整備とともに、本学を拠点とした県内大学間の連携によって、秋田県

全体の女性研究者支援・育成体制を充実させることが本事業の目的である。本事業により、同様の事情を
かかえた地方の中規模および小規模大学の女性研究者支援のための大学間・地域連携モデルを構築する。

	 ４．本年度の事業の項目及び内容
… （１）大学間連携と女性研究者支援in秋田
… 　…　本年度、「女性研究者支援プロジェクト管理委員会」及び「女性研究者支援プロジェクト運営員会」におい

て、全体での調整を行いつつ、以下の各事業について実施する。

… 　…①支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）の充実
… 　…　ホームページの充実、ニュースレターの配布等により、相談窓口の利用促進を図るとともに、アンケート等を

実施し、周知の効果について検証、取り組み期間終了後の体制構築について検討する。病児・病後児保育
については利用者のニーズにきめ細やかな対応ができるように、さらに検討する。また、相談員のスキルアッ
プのための研修会を定期的に開催し、相談体制の向上を図る。

… 　…②地域の女性研究者のための調査・企画と代替要員制度構築のための連携構築
… 　…　代替要員制度構築のための人材データベースシステムの充実を図り、県内大学との協力体制を強化する。

多様な支援方法を展開するために、人材データベースシステムについての検証を行うとともに、人材データ
ベースシステムを利用者のニーズに対応できるよう情報収集を行う。

… 　…③次世代女性研究者育成の充実
… 　…　次世代女性研究者育成のためのイベントのより一層の充実を図る。女子中高生の多様なニーズに応えるよ

う、時宜に適ったテーマを用意する。また、県内高等教育機関と連携して女性研究者の裾野の拡大に結びつ
くイベントを企画するほか、保護者の意識改革も図れるようなイベントも行う。

… 　…④講演会・シンポジウム・FD等の企画・実施
… 　…　男女共同参画推進のためのフォーラムや国際的視座からのシンポジウムを開催し、広く社会に向けた女性

研究者支援の意識啓発活動を行う。また、北東北地域の大学連携によるシンポジウムを開催し、持続的な女
性研究者支援のあり方について検討する。
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… 　…⑤秋田県内の大学・行政との連携体制の整備・構築
… 　…　女性研究者支援に関して、県内の大学・行政機関との協力体制をより堅固なものとするよう検討する。次

世代女性研究者のイベントや意識啓発のための講演会における連携体制についても検討する。

	 ５．補助事業期間
… 　…・補助事業の完了（予定）日　　　　平成２４年３月３１日

Ⅱ．補助事業の実施体制

事  業  項  目 実  施  場  所 担当責任者

（１）大学間連携と女性研究者支援in秋田 秋田県秋田市手形学園町1-1
国立大学法人秋田大学

教育文化学部
教授　渡部…育子

①…支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）の充実 同上 同上

②…地域の女性研究者のための調査・企画と
…代替要員制度構築のための連携構築 同上 同上

③…次世代女性研究者育成の充実 同上 同上

④…講演会・シンポジウム・FD等の企画・実施 同上 同上

⑤…秋田県内の大学・行政との連携体制の整備・構築 同上 同上
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（5）「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」ポスター

・学内での意識啓発（FD・シンポジウムなど）
・学外者も対象にした講演会やフォーラムなど

・女子大学院生の研究活動への支援
・将来の女性研究者養成と結びつく
地域の小中高等学校での社会貢献活動

・女性研究者支援のための実態とニーズの調査
・代替要員制度の準備とプロジェクト後の県内女
性研究者支援計画の作成

・研究・勤務関連相談、育児・介護の相談
・各委員会、部局とのコーディネート
・育児・介護施設の情報の収集とコーディネート

支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）の
設置、コーディネーターの設置

講演会・シンポジウム・
フォーラム・FDの企画・実施

県内の大学、行政、高等教育機関との連携

本プロジェクトは、同じ専門の教員が少ない・ いない領域が多く他県からの交通も不便という
事情をかかえた中規模および小規模大学の女性研究者支援のモデルになる。

女性研究者数と比率の増加
15％→18％

育児・介護休業の取得
しやすい職場環境

ワークライフバランス
の改善

次世代女性研究者育成

【プロジェクトの概要】
本プロジェクトは、秋田大学女性研究者の研究環境の整備と、本学を拠点とする県内大学
間連携による女性研究者支援の地域社会への還流を目的とするものである。
支援相談窓口を設置、コーディネーターを配置し、育児・介護等について柔軟な支援を行う。
秋田県内の大学と連携し、地域の女性研究者支援のための調査を実施し、代替要員制度
を確立する。

女子大学院生に対する支援と、特に理工系女子育成のためのロールモデル事業を行い
女性研究者の裾野の拡大を図る。
FD・シンポジウム等を実施し、意識啓発を図る。

【女性研究者支援に関する主な取組状況】
平成17年度

秋田大学「男女共同参画推進に関わる提言」承認・公表（H17.12.14）
「同一大学出身者の割合、外国人、女性及び障害者の積極的登用に関する指針」策定

（H17.12.14）
平成18年度
「秋田大学教職員の男女共同参画推進に関する意識調査」実施（H18.4.10）
平成19年度
「秋田大学男女共同参画推進のためのアクションプラン」策定（H20.3.11）

①女性教員比率向上のためのポジティブアクション
②教職員のワークライフバランスを改善するための環境・支援制度の整備

平成20年度
「秋田大学教職員の男女共同参画推進に関する意識調査」実施（H20.12.19 ）
平成21年度
「男女共同参画推進室」を設置（H21.5.14）

【 実 施 内 容 】

【お問い合わせ先】
秋田大学 男女共同参画推進室
〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町１番１号

TEL:018-889-2260
FAX:018-889-3186
E-mail :sankaku@jimu.akita-u.ac.jp   
http://www.akita-u.ac.jp/coloconi

【期待できる効果】

支援体制の実態と問題の継続的調査とそのときどきの状況に応じた修正・改革のための組織

地域女性の研究者支援のための
調査・企画と代替要員制度の構築

次世代女性研究者育成支援

地域連携支援

◆男女共同参画推進のためのアクションプラン
◆男女共同参画推進に係る提言
◆女性等の積極的登用に関する指針
◆育児・介護休業、短時間勤務等の制度
◆男女共同参画の取組に係るこれまでの動き





男女共同参画推進室
活 動 報 告

2



−…9…−



−…9…−

（1）支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）の充実　

	１）　病児・病後児保育室「ことりのおへや」

病児・病後児保育室

「ことりのおへや」について

病児・病後児保育室「ことりのおへや」は、秋田大学の教職員（フルタイム職員・パートタイム職員を含む）
のお子さんが病気で登園（所）・登校できない時にご利用ください。

保護者が仕事の都合で自宅での病児・病後児保育が困難な場合に、看護師と保育士が家庭に準じた環
境で看護・保育します。更には、隣接する秋田大学医学部附属病院との連携により安心な環境を整えてい
ます。
なお、病児・病後児保育室「ことりのおへや」の保育は、千秋保育園に委託しています。

利 用 対 象 者

１．秋田大学の教職員（フルタイム職員・パートタイム職員を含む）が保護者である児童
２．生後８週間から小学校３年生までの児童
３．病児・病後児であり、「かかりつけ医連絡票」により集団保育が可能と診断されている児童
※なお、条件を満たしていても受け入れ出来ない場合があります。

利 用 時 間 帯 と 定 員

保育日
月曜日～金曜日
（土日祝日、年末年始の休日を除く）

保育時間

8:00～18:00
※長時間保育は、体調のすぐれない児童に
とって負担となるので、時間までにお迎えを
お願いします。

定員 2名

２時間未満 1,000円

２時間以上 2,000円

保 育 料 金

利用日当日お迎えの際、お支払い願います。

昼食（乳児・幼児・児童食）の申し込みは予約時
にお願いします。なお、昼食の予約は、当日の午
前１０時まではお受けできますが、それ以降につい
ては昼食をご持参願います。

また、アレルギー等がある場合も昼食はご持参
願います。

※昼食費、おやつ代は含みますが、ミルクはご持
参願います。

※千秋保育園に入園している園児は半額になりま
す。

病児・病後児保育室をご利用され
る場合は、事前に登録が必要で
す。

「児童登録票」に記入し、医学系
研究科・医学部総務課（職員担
当）宛てに送付願います。
この登録票の提出は1回限りで年

度ごとに更新していきますので、
内容に変更があった場合はご連
絡願います。

利 用 方 法

担 当 職 員

看護師 2名

保育士 2名

そ の 他

お問い合わせ先（事前登録）
秋田大学医学系研究科・医学部総務課（職員担当）
電話 018‐884‐6011 

予約申込
千秋保育園内「ことりのおへや」
電話 018‐834‐1111（代）
※代表電話ですので千秋保育園（内線2311）とお伝
えください。

病児・病後児保育室「ことりのおへや」ホームページ
http://www.hos.akita‐u.ac.jp/hoiku/index.html

外観

お部屋
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◇平成23年度  「ことりのおへや」利用者数

	利用者から寄せられた感想

　◎女性・職員（子ども：３歳４ヶ月）
　　�　初めて利用しました。働く親にとって、急な体調不良での預け先があり、とても心強いです。実際、利用してみ
て職員の方がとても親切で子どももゆっくり過ごせ、人見知りする子が楽しかったと話していました。

　　　また利用させていただこうと思います。
　　　ありがとうございました。

　◎女性・職員（子ども：４歳５ヶ月）
　　�　「ことりのおへや」を２回利用しました。普段通う園のすぐそばなので本人も安心している様子。それどころか、
何か特別感を感じるらしく、熱を出した夜は「あした『ことりのおへや』いきたい」と言うほどです。子どもがこうなの
で、親としても後ろ髪引かれることなく安心して預けられます。

　　�　また、病院敷地内にあること、利用料金が低額であることも魅力のひとつです。小３までフルに利用させていた
だきたいと思っています。

	利用者カード

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
2 7 18 2 3 4 5 6 2 4 13

（人）

ありがとうございました

秋田大学男女共同参画推進室

利用者の声としてニュースレターなどへ掲載してよろしいでしょうか｡

（どちらかにマルをつけてください）

a.掲載してよろしいです

b.掲載しないでください

◎保護者の方に伺います。（該当する項目を○でお囲み願います）

１．女性
男性

２．教員
職員

その他（

）

◎お子様の年齢
（

歳
ヶ月）

「ことりのおへや」ご利用者カード

よろしければ「ことりのおへや」をご利用になったご

感想をいただければ幸いです。

ありがとうございました

利用者の声としてニュース

（どちらかにマルをつけて
a.掲載してよろしい
b.掲載しないでくだ

◎保
１．
２．

◎お子

よろしければ「ことりのおへや」をご利用になったご

感想をいただければ幸いです。

ありがとうございました
秋田大学男女共同参画推進室

◎保護者の方に伺います。（該当する項目を○でお囲み願

います）

１．女性
男性

２．教員
職員

その他（

）

◎お子様の年齢 （
歳

ヶ月）

「ことりのおへや」ご利用者カード

よろしければ「ことりのおへや」をご利用になったご

感想をいただければ幸いです。

利用者の声としてニュースレターなどへ掲載してよろしいでしょうか｡

（どちらかにマルをつけてください）

a.掲載してよろしいです

b.掲載しないでください
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	2）　コンシェルジュ・デスク研修会

第４回　コンシェルジュ・デスク相談員研修会開催報告書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年5月27日(金)…10:30 ～ 11:30

場 　 　 所 本部管理棟第一会議室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（研修会）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（秋田大学教職員　）

来 場 者 人数：１４名、（内訳　教職員：１４名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（ポータルサイト、ポスター掲示、チラシ配付）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画担当学長補佐　渡部　育子
男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談員研修会　
　「家族介護者のメンタルヘルス」

内 　 　 容 相談支援窓口における相談業務のスタッフの対応を統一することを目的として実施
1．…秋田大学大学院医学系研究科
… 　上村　佐知子助教を講師に「家族介護者のメンタルヘルス」について講義
２．…質疑応答

効 果、問 題 点 　様々な部局から参加者があり、介護やメンタルヘルスについての関心の高さがうかがわれ
た。講師の震災被災地での支援活動の経験も踏まえた対象者をよく理解することや、ストレス
の解消法などについて学んだ。研修資料の内容を再構成して冊子を作成し、全教職員に配
付する予定。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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第４回男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談員研修会

講 師：医学系研究科
上村 佐知子 助教

日 時：平成23年５月2７日（金）
10時30分～11時30分

場 所：本部管理棟３階 第１会議室

対象者：秋田大学教職員

主 催：男女共同参画推進室coloconi
（お問い合せ）

電話 889－2260

メール sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

皆様のご参加をおまちしております。
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第４回男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談員研修会

～ストレスマネジメント編～

家族介護者のメンタルヘルス⑴

平成23年度文部科学省科学技術人材育成補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）

「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

秋田大学男女共同参画推進室

2

秋田大学男女共同参画推進室
コンシェルジュ・デスクとは

　コンシェルジュ・デスクは、本学

の教職員が、ワークライフバランス

を保ちながら働くことができるよう

に支援する相談窓口です。

　主に育児や介護の

情報提供を行っております。

必要に応じて他の相談窓口を

ご紹介する場合もあります。

　お気軽にご相談ください。

1

目 次

秋田大学男女共同参画推進室
　　　　　コンシェルジュ・デスクとは…………  2

「介護疲れ」の現状 ⑴ …………………………  3

「介護疲れ」の現状 ⑵ 〜関係性について〜 …  4

ストレスについて ………………………………  5

こんな症状ありませんか？〜ストレス反応について〜 …  6

ストレスに気づこう！⑴ 〜抑うつ症状〜 ……  7

ストレスに気づこう！⑵ 〜不安や怒りの症状〜 …  8

対処行動（コーピング） …………………………  9
①問題焦点型コーピング………………………… 10
　問題焦点型コーピングの例…………………… 11
②情動焦点型コーピング………………………… 12

普段からできるストレスマネジメント ……… 13

つらい気持ちを減じる方法１ ………………… 14

つらい気持ちを減じる方法２ ………………… 15

Ｑ＆Ａ …………………………………………… 16

3

「介護疲れ」の現状 ⑴

◦自分の親か配偶者の親の介護が75%
◦24時間休みなし
◦ゴールの見通しが立たない
◦家の中のことなので周囲の協力を求めにくい

（家族の非協力、親戚の口出し、外部者への抵抗感など）

◦身体的負担（多くの介護者は若くない） 

◦介護は1.5人のマンパワーが必要!?　

0.5人をどのように補えばいいの？

家族介護を決めるとき

◦例えば社会的なサービスを利用し、マンパワー補充（介

護サービスの併用）

▶介護保険の行政窓口、地域包括支援センターのケアマ

ネージャーなどに相談してみましょう！

◦周囲の協力体制についての話し合い

▶具体的な交替者、経費や世間体についても合意が必要
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6

こんな症状ありませんか？
〜ストレス反応について〜

◦どんなときに「ストレス反応」が出るの？
　同じストレスを受けていても、それをストレス

と思わない人もいれば、強いストレスを感じてし

まう人もいます。

　ストレス耐性が低いほど、ストレス反応が出や

すくなりますが、それは人によって様々です。

◦ストレス反応の種類
・行動反応▶好みの変化や食欲低下

・心理反応▶イライラ感、緊張感、抑うつや不安

・身体反応▶血圧上昇・免疫力低下

5

行動
反応

心理
反応

身体
反応

ストレス
反応

ストレスの
原因

ストレッサー
認知的
評価

情動情動

社会的支持

対処行動

評価

「これはもしかして
ストレス？」と認識

ストレスについて

◦ストレス評価モデル

ストレス解消のための行動

例えば…運動する、ゆっくり休むなど

周囲の理解者、精神的に支えになって

くれている家族や友人の存在

対処
行動

社会的
支持

これらの諸要素次第で、ストレス耐性（スト

レスに耐えうる心の柔軟さや強さ）が決まる。

4

「介護疲れ」の現状 ⑵
〜関係性について〜

まず、「ストレス」について知りましょう！

◦介護される人の問題
・疾患の重症度や障害度

・元々の性格やそれまでの生き方が悪影響

　（負けず嫌い、勝気、依存的、マイペースなど）

◦介護する人の問題
・ストレスがたまる・発散できない

・自己実現（仕事・趣味・社会活動）が図れない

・元々の性格やそれまでの生き方が悪影響

　（勝気、自信喪失、心配性や完璧主義など）

◦両方からくる問題
・それまでの２人の関係性（親子関係、嫁姑関係）

・些細なことからくるコミュニケーションの悪循環

7

ストレスに気づこう！ ⑴
〜抑うつ症状〜

◦抑うつ症状
□気　　分▶憂うつ、何をやっても楽しくない、気

力が出ない、イライラする

□行　　動▶人とつき合うのがおっくう、閉じこも
りがちになる、声が小さくなる

□身体反応▶睡眠障害（寝付けない、夜中や早朝目
が覚める、朝起きられない）、食事の

問題（食欲がない、おいしくない、食

べ過ぎる）、原因不明の体調不良（頭痛、

腰痛、腹痛、下痢、便秘、めまい、動

悸、息切れ）

□思　　考▶悲観的、集中力低下、物
忘れ、仕事がはかどらな

い、判断力低下
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① 問題焦点型コーピング

ストレッサーを取り除くことを目的

問題焦点型

ストレッサー自体を取り除く。直面している

問題を解決したり、対策を立てる。

認知的再評価型

直面している問題に対して、見方や発想を変

え、新しい適応の方法を探す。

社会的支援探索型

問題に直面した際に、上司・同僚・家族・友

人などに相談したり、アドバイスを求める。

9

対処行動（コーピング）

　抑うつ、不安、怒りといった反応はストレス

状況下では普通のことです。

　しかし、もし長く続くようであるならば問題

になることもあります。どのように対処したら

いいでしょう？

対処行動（コーピング）とは

ストレス反応の発生を抑えたり、低減する行動

②情動焦点型
　コーピング

・ストレス反応（怒
りや不安）を低減
させることを目的

①問題焦点型
　コーピング

・ストレス自体を抑える
・ストレスの原因を取り
除く

8

ストレスに気づこう！ ⑵
〜不安や怒りの症状〜

◦不安の症状
□気　　分▶神経質、イライラ、心配、パニック

□行　　動▶不安なものを回避する、確認ばかりする

□身体反応▶手のひらに汗、筋肉が緊張、動悸、めまい

□思　　考▶危険を過大評価する、自分の能力を過
小評価する、周りからの援助を過小評

価する

◦怒りの症状
□気　　分▶腹が立つ、イライラする

□行　　動▶攻撃的になる、どなる

□身体反応▶筋肉が緊張、血圧上昇、
動悸

□思　　考▶相手の行動が理不尽だと
考える

11

問題焦点型コーピングの例

部屋を片付けるのが苦手。なかなか

きれいにできない。
例えば…

問題焦点型（立ち向かう）

「部屋を片付けるしかない！」

心機一転、掃除をする。

認知的再評価型（見方を変える）

「掃除することってダイエットにもなるか

ら、やってみようかな！」

社会支援探索型（お手伝いや代理を頼む）

お掃除大好きな友人にアドバイスを求める。

業者に頼んできれいにしてもらう。
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つらい気持ちを減じる方法 １

◦「愚痴をこぼしたって…」と思われていませんか？
話すことで「つらさ」は薄まっていきます。

つらさは安全な相手を選んで適度にカミングアウトするこ

とが大事です。安全な相手に困ったら、相談室までどうぞ！

話すことで、相談者の
つらさは１／２へ軽減

ええ！
大変だったわね…

ちょっと
大変だったわ

こんなことがあって、
つらかったわ…

それは大変
だったね

聴き手

聴き手

聴き手の家族

聴き手の友だち

相談者
聴き手は１／２を負担

聴き手のつらさは
１／４へ軽減

聴き手のつらさは
１／ 16へ軽減

仕事でいろいろ
あってさ～

美味しいものでも
食べましょう！

13

普段からできる
ストレスマネジメント

　自分自身や家族介護者のために普段からでき

るストレスマネジメントをご紹介します。

◦頑張り過ぎない（力を抜く）

◦楽しむ（息抜き・気晴らし）

◦しっかりグチをこぼす（ガス抜き）
▶つらい気持ちを減じる方法

◦孤立を防ぐ　
▶外出機会をふやす

　人と会う機会を作る

◦ピア・カウンセリング（Peer＝仲間）
▶同じような環境や悩みを持つ仲間同士のカウン

セリングが有効

　例えば…介護家族の会などに参加など

12

② 情動焦点型コーピング

ストレッサーによって引き起こされたストレス
反応（怒りや不安など）の低減を目的 

情動処理型（ガス抜き）
感情を表に出したり、聴いてもらうことによって
気持ちの整理をつけ発散させる

気晴らし型（息抜き）
運動、趣味、レジャー、カラオケ、温泉など

リラクゼーションの技法（力を抜く）
呼吸法、ヨガ、瞑想、自律訓練法、など

コ ラ ム
　介護ストレスに問題焦点型で立ち向かうこと
は、即ち介護を中止することになります。変え
ることができない問題の対処には、それ以外の
対処方法を用います。つまり、見方を変えたり、
仲間を増やしたり、息抜きやガス抜きをするこ
とです。実際、そうやって介護を継続している
人が多いと思います。自分なりの息抜き・気晴
らし方法を見つけておくことはとても大事です。

15

例えば

つらい気持ちを減じる方法 ２

スキンシップは強力な
コミュニケーション手段です。

◦介護者も支援者と握手して別れましょう

◦家族から肩もみ・マッサージをしてもらいましょう

◦できたら、ハグ（*^_^*）もいいですよ
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リーフレットについて

　このリーフレットは平成23年５月27日に行われた

「男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談員

研修会」におきましてご講演をしていただきました本

学大学院医学系研究科助教　上村佐知子先生の講演

内容にもとづいて作成いたしました。

TELから	 018−889−3183
相談専用E-mailから	 coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページから	 http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

ご 相 談 方 法

秋田大学　男女共同参画推進室コロコニ
コンシェルジュ・デスク

16

Q & A

　　運動はあまり得意ではありませんが、簡単
に体を動かして疲れをとる方法はありません
か？眠りも浅く、疲れが取れません。

　　外に出て短時間でもウォー

キングや散歩はいかがでしょ

うか。

　その他にストレッチやラジ

オ体操などもいいかもしれま

せん。眠る前に筋弛緩法を試

してみて下さい。良く眠れる

ことがあります。

※筋弛緩法とは…疲れている筋肉に力を入れしば
らくその状態を保ち、その後一気に力を抜くこ
とで筋肉をほぐし、リラックスさせる方法です。

Ａ

Ｑ
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秋田大学男女共同参画推進室
コンシェルジュ・デスクとは

　コンシェルジュ・デスクは、本学

の教職員が、ワークライフバランス

を保ちながら働くことができるよう

に支援する相談窓口です。

　主に育児や介護の

情報提供を行っております。

必要に応じて他の相談窓口を

ご紹介する場合もあります。

　お気軽にご相談ください。

1
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第４回男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談員研修会

～介護対象者の理解編～

家族介護者のメンタルヘルス⑵

平成23年度文部科学省科学技術人材育成補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）

「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

秋田大学男女共同参画推進室

3

介護対象者の理解を
深めるために

　介護対象者の中でも、高齢介護対象者の立

場で介護を考えることは、全ての介護される

側の身になって考えられると言えるでしょう。

　また、介護が必要な方の中には様々な病気

（内疾患や痴呆症など）を抱えている場合があ

ります。

　それぞれの症状によって対応が異なります

ので、医師の指示のもと、医療機関と連携し

て介護にあたり

ましょう。
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6

高齢者への関わりの
ポイント ⑵

「心のケア」に共通する基本セオリー

「理解」することが、即ち「支援」になる

『変えようとするな、解ろうとせよ』

＋「寄り添う」「つきあう」できれば

『変えようとするな、解ろうとせよ』

5

高齢者への関わりの
ポイント ⑴

キーワードは「何気なく」
さりげない配慮が必要

キーワードは

◦自分で出来ることはやってもらう
＝ 残存機能の活用

◦上手くできない部分はお手伝を！
＝ 失敗体験をさせない（自尊心を傷つけない）

◦環境や日課が一定になるよう工夫する
＝ 変化に弱い

＝ 決まった動きが出来ると、生活がし易い

4

高齢者の生き方を考える

高齢者は、

　「日々多くのモノを失いながら
生きている」存在

社会的役割の喪失

経済力の喪失

対人関係の喪失

身体的健康の喪失　など

キーワードは「喪失」

7

高齢者への関わりの
ポイント ⑶

「よく理解する」ためには？

Ａ）よく（高齢者自身の）話をきく

Ｂ）よく観察する

Ｃ）よく情報収集する

重要！

訊く × …尋ねる、問う

聞く △

聴く ○ …傾聴（耳を傾けて熱心にきく）

付き合うという
感覚で！

いろいろな「きく」がありますが
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家族介護のまとめ ⑴

◦情報収集　介護認定申請などについて
　例えば…
◦介護保険制度は市町村が保険者であり、介護

サービスの内容も市町村毎に異なるので、介

護対象者の住所にある市町村のサービスを

チェックする。　　　　　　　　　　　　など

◦心 構 え　最近は長期戦になることもある

◦家族会議
　例えば…
◦家事などの役割分担はどうするのか。　

◦仕事は続けるのか。（介護にお金がかかる場合

もあるので、それを試算する必要もあるかも？）

◦自宅介護するのか、外部の専門家にお願いす

るのか。　　　　　　　　　　　　　　　など

◦介護の前に

9

遠距離介護を乗り切る
心得11カ条

 １. 三歩早めにスタートし、介護予防に重点を置く

 ２. 便りのないのは元気な証拠、とは限らない

 ３. ふだんの親の生活パターンを知っておく

 ４. 親の暮らす地域の各種サービスの情報収集は子どもの

役目

 ５. ケアマネージャーや医師には積極的にコンタクト

 ６. 親の親友、近隣の電話番号を聞いておく

 ７. 育った時代背景が異なる親に、子どもの価値観を押し

つけない

 ８. 考えるだけでは進展なし。実行することが重要

 ９.  兄弟姉妹、配偶者を味方につける努力を

 10.  世間体より親と子の笑顔が大切

 11.  無理は禁物。通う子どもの心と体の健康も大事

（『遠距離介護』岩波ブックレット/太田差惠子著 より）

8

遠距離介護とは

◦離れて暮らす親に、できるだけ自立した楽し

い暮らしを送ってもらえるように応援するこ

と。

◦現状より介護の度合いが重くならないように

予防すること。

◦身体介護よりも精神的サポートや生活支援の

割合が多い。

11

家族介護のまとめ ⑵

　介護が長期戦になることもあるので、最中の

支援が大事です。

◦必要な情報提供・専門的見地からの助言、
研修

◦マンパワーの強化

◦レスパイト（休暇）の整備

◦メンタルケア（愚痴を言ったり、大変さを
吐き出すなどストレス解消）

◦介 護 中
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Q & A

　　長く続く介護生活においての息抜きを教えてください。

　　例えば、
①定期的に親族、家族に替わってもらう。
②定期的にショートスティなどを利用して、自分の息抜き
の時間を確保する。

　いずれにしても、無理のないように介護をするように心掛
けましょう。

　　遠くに暮らす70代の父が独り暮らしなので、何かあったら
どうしようかと心配しています。何かいい対策はありますか？

　　市町村事業の一つに緊急通報体制等整備事業があります。
　例えば秋田市の場合、「緊急通報システム貸与事業」があり、
ボタンを押すだけで、関係機関や協力員に救助を求めること
ができる装置を貸し出します。また「お元気コール」により
週１回、安否の確認を行っています。
　利用者負担は介護保健段階によって異なりますので、詳し
くは窓口におたずねください。

（参考URL：http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/sn/kinkyutuhou.htm）

A2

A3

Q2

Q3

13

Q & A

　　高齢者に「寄り添う」「つきあう」と一般的にいいますが、

具体的にはどういうことをすればいいのですか。

　　例えば認知症のＡさんの場合、ご飯を食べたことを忘れて

しまい、一日に何度も「おなかがすいたからご飯を食べたい」

と言います。

　その場合、施設職員のＢさんは、「そうなん

だ。それは大変だね。一緒に食堂まで行こう

か」と言ってその話を聞きながら、食堂まで

一緒に歩きます。話をしてすっかり気をよく

したＡさん、たちまち「ご飯を食べていない」

という感覚を忘れてしまいました。

　１時間もするとまた同じことの繰り返しですが、Ｂさんは

『１時間毎にＡさんの歩行練習に付き合っている』と思うと、

全く苦になりません。

　このように、患者さんの言葉に耳を傾け、感情に寄り添う

ようにすることで、お互いにストレスが少なくなるような介

護に近づくかもしれません。

A1

Q1

12

介護する全ての方へ

◦長期戦の覚悟
最近は天寿を全うする人も増えてきた。

◦｢のんびり」「待ち｣ の介護を
過介助、過介入は相手の寿命を減らす。できるこ

とはしてもらい残存機能を維持する。

◦家族の幸せ≒本人の幸せ
介護する人が不幸せなら、介護される人は幸せに

なれない。

◦高齢者の苦悩（喪失体験）から学ぶ
「老い」や「病気」について考えることは、自分の

人生についても考える機会を増やす。無駄な焦り

を減じ、心の安定にもつながることも。

いろいろ諦めが必要
だけど、絶望しすぎ
ないで、ボチボチ
いきましょう！

リーフレットについて

　このリーフレットは平成23年５月27日に行われた

「男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談員

研修会」におきましてご講演をしていただきました本

学大学院医学系研究科助教　上村佐知子先生の講演

内容にもとづいて作成いたしました。

TELから	 018−889−3183
相談専用E-mailから	 coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページから	 http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

ご 相 談 方 法

秋田大学　男女共同参画推進室コロコニ
コンシェルジュ・デスク
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第５回　コンシェルジュ・デスク相談員研修会開催報告書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年11月16日(水)…13:00 ～ 14:00

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（研修会）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（秋田大学教職員　）

来 場 者 人数：１５名、（内訳　一般:2名、教職員：13名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,メール発信，
その他（ポータルサイト、ポスター掲示、チラシ配付）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画担当学長補佐　渡部　育子
男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談員研修会　
　「基本的な相談の受け方（発展編）～困ったさんへの対応～」

内 　 　 容 相談支援窓口における相談業務のスタッフの対応を統一することを目的として実施
1．…秋田大学教育文化学部　髙田　知惠子教授を講師に、相談業務のコミュニケーションス
キルについての講義とロールプレイング

効 果、問 題 点 　様々な部局から参加者があり、相談業務における対応やコミュニケーションスキルの向上
についての関心の高さがうかがわれた。参加者同士でロールプレイングを行うことで、講義
の内容を体得する機会となった。基本的な面接技法とその意義など今後の相談業務にすぐ
に生かすことができる具体的な内容であった。研修資料の内容を再構成して冊子を作成し、
全教職員に配付する予定。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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第5回 コンシェルジュ・デスク相談員研修会

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

講 師：秋田大学教育文化学部教育心理学講座
教授 髙田 知惠子 先生

日 時：平成23年11月16日（水）
１３：００～１４：００

場 所：秋田大学本部管理棟 ３階 第3会議室

対象者：秋田大学教職員、一般の方

主 催：男女共同参画推進室 coloconi

【お問い合わせ・お申込み】

秋田大学男女共同参画推進室

電話：018‐889‐2260 FAX:018‐889‐3189
E‐mail: sankaku2@jimu.akita‐u.ac.jp

皆様の参加をお
待ちしておりま
す♪

～困ったさんへの対応～
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基本的な相談の受け方（応用編）
～「困ったさん」への対応～

平成23年11月16日「第５回 男女共同参画推進室 コンシェルジュ・デスク相談員研修会」

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金

女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）

秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

秋田大学  男女共同参画推進室コロコニ

コンシェルジュ・デスクは、

本学の教職員がワークライフバランスを

保ちながら働くことができるように

支援する窓口です。

主に育児や介護の

情報提供を行っております。

必要に応じて他の相談窓口を

ご紹介する場合もあります。

お気軽にご相談ください。

1

秋田大学男女共同参画推進室
　　　コンシェルジュ・デスクとは …………………………… １

はじめに  カウンセリングと�カウンセリングマインド
カウンセリング・心理療法とは ………………………………………… ３
専門家への相談 …………………………………………………………… ４
カウンセリングマインドとは …………………………………………… ５

困ったさんへの対応
あなたにとっての「困ったさん」はどんな人？ ……………………… ７
「困ったさん」はどんな人でしたか？ …………………………………… ８
「困ったさん」に�感じるストレス ……………………………………… ９
家に帰っても�ストレスはあります …………………………………… 10
困ったさんへの対応 ⑴ ～見る～ ……………………………………… 11
困ったさんへの対応 ⑵ ～聞く・聴く～ ……………………………… 12
困ったさんへの対応 ⑶ ～基本的態度～ ……………………………… 13
困ったさんへの対応 ⑷ ～危険な時～ ………………………………… 14
困ったさんへの対応 ⑸ ～返す・フィードバック～ ………………… 15
困ったさんへの対応 ⑹ ～面接技法の具体例～ ……………………… 16
困ったさんへの対応 ⑺ ～意外？例外？編～　 ………………………… 17

相談に当たる前に�～自分を知ろう～
自分の気持ちを振り返る ………………………………………………… 19
相談にあたる人の�コミュニケーションスキル ……………………… 20
コミュニケーションスキルを高めるために ⑴  ………………………… 21
コミュニケーションスキルを高めるために ⑵  ………………………… 22
より良い相談業務を目指して …………………………………………… 23

参考文献 …………………………………………………………………… 24

カウンセリングと

カウンセリングマインド

2



−…24…− −…25…−

カウンセリング・心理療法とは
　こころに何らかの問題を抱え相談に訪れた

者（クライエント）に対し、臨床心理学的な訓
練を受けた専門家（カウンセラー）が実践す
る言語あるいは非言語を媒介とする援助活動

専門的

カウンセラー
（心理療法家）

心理臨床の場

クライエント
（来談者）

クライエント・カウンセラー関係が成立し、共同作業を行う場

図　カウンセリング・心理療法の３要素

髙田知惠子  2002  適応への援助  鈴木清編  [人間理解の科学] ナカニシヤ出版より

3

カウンセリングマインドとは
●非専門家がカウンセリング的な態度で
相手に対応すること

●カウンセラー以外の職種の人が相手を
共感的に理解しようとする態度

共感的に相手の話を理解

しようとする態度で会話

ができれば、人間関係も

スムーズにいくでしょう。

普段の生活に役立てるこ

ともできます。

非専門的

5

●問題を解決するのはクライエント
●クライエントの持つ健康な側面を発揮
していただく

●カウンセラーはクライエントを大切に
する

●大切にされると力を発揮できる

➡　こころの整理　
➡　自己理解　気づき
➡　問題の理解　
➡　問題解決への現実的な考え
➡　決断
➡　具体的行動　　　
➡　問題解決

4

6
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帰るときは、グッタリ…！

本来業務が半分しかできなかった！

なんてことはありませんか？

先週、出会った人

今月、出会った人

今年、出会った人

あなたにとっての困ったさんが思い浮かびますか？書いてみましょう！

こんな人　あんな人
　　　　よく分からない人
何、考えているの？
　なぜ、私にこんなことを？

7

ストレスを感じるとわき起こる感情とは？

イライラ　焦り　怒り　不満

無気力　落ち込み　自信喪失

手ごたえ　充実感

勉強になる　逆境に強い！

やる気が出る

●一般的に「困ったさん」に
　ネガティブな感情がわき起こる

●たまにポジティブな感情を
　持つこともある

9

話の
終わらない人

すぐ泣く人
いきなり
怒る人

こちらの話を
聞かない人

こちらの非難
ばかりする人 すぐ

落ち込む人

何の相談なのか
わからない人

何度も
来る人

クレームの
多い人

8

●子どもが熱を出した

●子どもが言うこときかない

●子どもの成績が悪い

●家族が思い通りに動かない

●親の介護が大変！

先週、出会った人

今月、出会った人

今年、出会った人

あなたが困ったさんに感じたストレスは？費やした時間や労力は？

ない

ない

私ばっかり

大変な思いを

している!!

10
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●どんな人か？

学生？ 教職員？ 外部の人？
業者さん？

相手を見る　客観的に観察する
観察ポイント

外見は

●状況を見る …… 相手と自分は
 どんな関係にあるのか？

室内？ カウンターの内外？
利用者と専門家の関係

として対応可能か？

物理的
状況

怒っている？ 不満そう？
困っている？ 落ち着いている？
文句を言いたい？

言動は

11

●相手を尊重する、真剣に聴く
●相手の健康な側面にアプローチ
●驚いても、多少はポーカーフェース
●ひるまない、卑屈にならない
●ばかにしない、無視しない
●いざとなれば逃げてよい

●自分一人で抱え込まない
「お待ちください」

「私どもの施設では…ということになっています」

「私の一存では決められませんので…」

…など。

コミュニケーションスキルが高いと、次に「困ったさ
ん」に出会っても余裕を持って対処することが可能と
なる。

「困ったさんへの対応 ⑷  危険な時」参照

13

まず聞く・聴く

●聞きますよというサインを示す

●誠実に丁寧に聴く

●なるべく余裕の表情で　

●批判・否定しないで聴く

●相手の話をさえぎらないで、
　なるべく最後まで聴く

●話が終わらないときは枠を示す
（予め枠を示すことも）

「５分なら聞けます」

「ここでならお話しを
　　　　　うかがえます」

聞
く（
聴
く
）雰
囲
気
を

醸
し
出
す

例えば

12

●自分一人で対処しない　
●上司・仲間に助けを求める
●他の人が巻き込まれないよう避難誘導する
●逃げる（逃げてよい）
●日頃より危機管理システム・防犯システム
　の確認を

●ネットワーク確認

例えば … 退路の確保
　　　　  防犯ブザー・消火器等点検

例えば … 電話　携帯　メール

相手が攻撃的・暴力的な時
危険を回避する

14
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●コミュニケーションはキャッチボール

返す・フィードバック

1自分の理解したこと、
　感じたことを相手に伝える

2相手がそれを理解したか
　どうか、みる

3確認する
　　 OKだったら

4次にいく

る

ら

か

…という
お話でよろしい
ですか？

そうなんです。

15

　「ハイ、はあ、なるほど」、うなずき

　「～ということなのですね」

　「あなたは～と感じるのですね」

　「話しても大丈夫ですよ」
　「緊張しているのかな？」

　「～と聞いてみたいのですね」　　

　「～と聞くのはそれが気になるから？」

受　　　容

繰 り 返 し

感情の反映

激　　　励

質問への対応

受受　　　容

16

18

～ 自分を知ろう ～

先手必勝！
困ったさんに言葉・態度のプレゼント

良い循環
経済的かも!?

●それは自分へのプレゼントにも
　なる

●「情けは人のためならず」
●つきあいやすくなる

●自分の幸せ　　相手へのおすそ分け
●笑顔は体に良い
●地球にやさしい、エコフレンドリー
●結局うまく行く

先先先手手必必勝勝！！

17
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●相手への感情は自分のこころの
反映

●相手にイライラする場合　
　　 自分の余裕のなさ？

●予想外の出来事には　
　　 うろたえ・混乱

●能率第一主義だと　
　　 見えてこない
　　  もの・ことがある

19

自分の内面を知っておこう

自分の
感じ方は？方は？

価値観、
世界観は？
価
世性格は？

行動
傾向は？

ものの
見方は？

値観、 行動

自分の
考え方、思想、
信条は？

観は？ 傾向は？

の
は？

ジェンダー観、
男女のあり方
については？

21

コミュニケーションスキルが高ければ、
いろいろなことがスムーズに！

しっかりやることで「言った」「言わない」
の問題は生じにくい！

相談にあたる人のコミュニケーションとは
●来談者とのコミュニケーション
●スタッフ間のコミュニケーション

コミュニケーションスキルとは
●相手の話を聞く
●相手の用件を理解する
●自分の伝えたいことを整理する
●相手に分かるように伝える
●相手が理解したか確認する

基本！

20

自分のクセを知っておこう

●自分の声は？

●自分の表情は？

●手の動かし方は？

●歩き方は？

●姿勢は？

声の大きさ

声の高さ

22
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自分を知り、自分の気持ちを振り返る
ように心掛けることで、より良い相談
業務（サービス提供）が行えるように
なる

●自分の役割の理解
●部署内での情報共有、意見交換
●情報の取扱い … 守秘
●他職種の理解
●他職種へのつなぎ（連携）

23

◆ ストレスとトラウマからの回復

村尾泰弘・髙田知恵子

北樹出版　2004

◆ 子ども　おとな　社会

髙田知惠子編著

北樹出版　2010

社会

24

このリーフレットについて

このリーフレットは平成23年11月16日に行われた「第
５回男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談

員研修会」で教育文化学部 教育心理学講座 教授 髙田
知惠子先生のご講演をもとに作成いたしました。

秋田大学　男女共同参画推進室コロコニ
コンシェルジュ・デスク

ご相談方法
TELから 018-889-3183
相談専用E-mailから coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページから http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/
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	3）　研究支援員制度

     秋田大学研究支援員取扱要項 

                       

                 平成 23 年６月８日 

                 学長裁定第 178 号  

（目的） 

第１ この要項は，秋田大学（以下「本学」という。）において、女性研究者の

研究を一層推進するとともに，本学の研究者が出産・育児等と研究活動を両

立できるよう支援する者について，その取扱いを定めることを目的とする。 

（名称） 

第２ 第１に定める研究支援を行う者の名称は，研究支援員とする。 

（職務内容） 

第３ 研究支援員は，出産・育児等に係わる研究者（以下，「研究者」という。

ただし，男性研究者は，配偶者が大学等の研究者である場合に限る。）の研

究補助を行い，研究活動を支援するものとする。 

（身分） 

第４ 研究支援員は常勤職員の１週間当たりの勤務時間の４分の３を超えない

範囲内で雇用するパートタイム職員とし，この要項に定める以外は，国立大

学法人秋田大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。 

(資格) 

第５ 研究支援員は，本学大学院生及び学部学生の中から就業形態等を総合的

に勘案した上で雇用する。 

（勤務時間） 

第６ 研究支援員の勤務時間は，週２０時間を上限として月３０時間を超えな

い範囲内とし，当該大学院生及び学生が受ける研究指導，授業等に支障が生

じないよう配慮するものとする。ただし，当該大学院生がティーチング・ア

シスタント及びリサーチ・アシスタントを兼ねる場合は，研究支援員との勤

務時間の合計が週２０時間を上限として月３０時間を超えないものとする。 

（給与） 

第７ 研究支援員の給与は，非常勤職員就業規則により取り扱うものとする。

ただし，給与は時間給に限って支給するものとし，他の給与は支給しない。 

２ 研究支援員の時間給の額は，その者を教育系職員本給表（一）による常勤

の職員として採用した場合に受けることとなる本給月額を基礎として算出し

た額の範囲内の額とする。 

（申請手続き） 

第８ 研究支援員の配置を希望する研究者は，研究支援員候補者の内諾を得て，

別紙様式１により，部局長を経由して学長へ申請するものとする。 
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（選考） 

第９ 研究支援員は，男女共同参画推進室において必要性・緊急性等を勘案し

て選考し，部局長を通じて選考結果を申請者に通知するものとする。 

（実績報告書） 

第 10 研究支援員が配置された研究者は，雇用終了時に別紙様式２により速や

かに実績報告書を学長へ提出するものとする。 

（雑則） 

第 11 この要項に定めるもののほか，研究支援員の取扱いに関し必要な事項

は，別に定める。 

 

附 則 

この要項は，平成 23 年７月１日から実施する。 

附 則 

この要項は，平成 23 年 11 月９日から実施する。 
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                              （別紙様式１） 

 

秋田大学研究支援員配置申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 秋 田 大 学 長  殿 

申請者 

所属部局                                  

（ふりがな） 

氏  名                            印   

連絡先 電話番号              

E-mail:                

 

下記のとおり、研究支援員の配置を希望します。 

 

記 

 

１．研究者の現状 

 

 

２．研究支援員の配置を希望する理由 

 

 

３．研究支援員に依頼する業務内容 

 

 

４．希望雇用期間及び勤務時間数 

    年  月  日 ～  年  月  日（１日  時間   時間／週） 

 

５．研究支援員の候補者 

   学部（研究科）・学科・学年 

   氏 名 

 

上記の雇用申請を適当と認めます。 

           年   月  日 

 

                 部局長                 印 

                                  (別紙様式２） 

 

研究支援員配置実績報告書 

 

平成  年  月  日 

 

 秋 田 大 学 長  殿 

 

申請者 

所属部局                                  

（ふりがな） 

氏  名                            印   

連絡先 電話番号              

E-mail:                

 

下記のとおり、研究支援員を配置した実績について報告します。 

 

記 

 

  研究支援員氏名 

 

  雇 用 期 間  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 

  業 務 内 容 

 

 

 

 

  配 置 の 効 果 
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                 部局長                 印 

                                  (別紙様式２） 

 

研究支援員配置実績報告書 

 

平成  年  月  日 

 

 秋 田 大 学 長  殿 

 

申請者 

所属部局                                  

（ふりがな） 

氏  名                            印   

連絡先 電話番号              

E-mail:                

 

下記のとおり、研究支援員を配置した実績について報告します。 

 

記 

 

  研究支援員氏名 

 

  雇 用 期 間  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

 

  業 務 内 容 

 

 

 

 

  配 置 の 効 果 
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平成２３年度　秋田大学研究支援員配置申請募集要項

　秋田大学（以下「本学」という。）では、平成２３年度文部科学省科学技術人材育成費補助金　女性研究者研究活
動支援事業（女性研究者支援モデル育成）の一環として、本学の女性研究者が出産・育児等と研究活動を両立でき
るよう支援するために、研究支援員を配置する「研究支援員制度」を実施します。

１.	 申請者の資格
… 以下の項目を満たしている者。
… （１）本学に所属する女性研究者（教員）であること。
… （２）…妊娠中又は小学校就学前の子供を養育中であること（産前産後休暇・育児休業中などにより研究活動を

中断している者は除く）。

２.	 研究支援員の対象者
… 本学の大学院生又は学部学生
… …　ただし、大学院生の場合には研究指導、学業に支障がないこと、ＴＡ・ＲＡで雇用されている場合は、その時
間と研究支援員雇用の時間の合計が、週２０時間を上限とし、月３０時間を超えないこと。また、学部学生の場合
には学業に支障がないこと。

３.	 研究支援員の雇用期間
… 平成２３年７月１５日～平成２４年３月３１日の間で希望する期間

４.	 研究支援員の勤務時間
　　２０時間／週を限度（月３０時間まで）
　　…　ただし、大学院生がＴＡ・ＲＡとして雇用されている場合は、研究支援員との勤務時間の合計が週２０時間
を上限として月３０時間を超えないものとする。

５.	 研究支援員の給与
… 大学院生　　１，０５０円／時間　　学部学生　　９１０円／時間

６.	 募集人員
… 若干名

７.	 申請方法
… 研究支援員候補者の内諾を得てから以下の書類を準備し、所属の部局長を経由して学長へ提出する。

… 提出書類：秋田大学研究支援員配置申請書（別紙様式１）
… 　　　　：研究支援員候補者の履歴書
… 　　　　：子供の養育中であることを証明するものの写し（母子健康手帳、住民票など）

　　　　　※　所属部局の総務担当（医学系研究科・医学部・附属病院は、総務課人事担当）に提出してください。
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８.	 応募締め切り
… 平成２３年６月３０日（木）必着

９.	 選考方法
… 男女共同参画推進室において、書類及び面接により選考する。
… なお、選考は以下の観点で行い、該当者を優先する。
… （１）…育児等に起因する研究支援の必要性・緊急性の高い者
… （２）…被支援期間における研究計画及び達成目標が明確な者

10.	選考結果
… 所属部局長を通じて女性研究者に通知する。

11.	採用手続き
… …　採用通知を受けた女性研究者は、研究支援員候補者の雇用関係書類を所属部局の総務担当（医学系研究
科・医学部・附属病院は、総務課人事担当）に提出する。研究支援員は、パートタイム職員として雇用する。

12.	注意事項
… １）研究支援員候補者には、予め雇用について内諾を得ること。
… ２）雇用期間終了時に実績報告書（別紙様式２）を提出すること。
… また、本制度の成果把握及び改善に資するため、雇用期間中の状況を調査することがある。
… ３）…提出された申請書等は、原則として返却しない。なお、記載された個人情報及びプライバシーに関す

る情報は書類選考及び面接時のみ使用し、男女共同参画推進室にて厳重に管理する。
… ４）申請後、記載事項について変更等が生じた場合は、速やかに男女共同参画推進室へ連絡すること。

13.	問い合わせ先
… 秋田大学男女共同参画推進室（手形キャンパス　本部管理棟１階）
… TEL：018-889-2260
… e-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp
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平成２３年度　秋田大学研究支援員配置申請募集要項（追加募集）

　秋田大学（以下「本学」という。）では、平成２３年度文部科学省科学技術人材育成費補助金　女性研究者研究活
動支援事業（女性研究者支援モデル育成）の一環として、本学の女性研究者が出産・育児等と研究活動を両立でき
るよう支援するために、研究支援員を配置する「研究支援員制度」を実施しておりますが、この度支援対象を配偶者
が大学等（大学、大学共同利用機関、独立行政法人に限る。以下同じ。）の研究者である場合に限定して、男性研究
者にも拡大することといたしました。

１.	 申請者の資格
… 以下の項目を満たしている者。
… （１）本学に所属する研究者（教員）であること。
… （２）…妊娠中又は小学校就学前の子供を養育中であること（産前産後休暇・育児休業中などにより研究活

動を中断している者は除く）。
… （３）男性研究者は、配偶者が大学等の研究者であること。

２.	 研究支援員の対象者
… 本学の大学院生又は学部学生
… …　ただし、大学院生の場合には研究指導、学業に支障がないこと、ＴＡ・ＲＡで雇用されている場合は、その時
間と研究支援員雇用の時間の合計が、週２０時間を上限とし、月３０時間を超えないこと。また、学部学生の場合
には学業に支障がないこと。

３.	 研究支援員の雇用期間
… 平成２３年１２月採用日～平成２４年３月３１日までの期間

４.	 研究支援員の勤務時間
… ２０時間／週を限度（月３０時間まで）
… …　ただし、大学院生がＴＡ・ＲＡとして雇用されている場合は、研究支援員との勤務時間の合計が週２０時間を
上限として月３０時間を超えないものとする。

５.	 研究支援員の給与
… 大学院生　　１，０５０円／時間　　学部学生　　９１０円／時間

６.	 募集人員
… 若干名

７.	 申請方法
… 研究支援員候補者の内諾を得てから以下の書類を準備し、所属の部局長を経由して学長へ提出する。

… 提出書類：秋田大学研究支援員配置申請書（別紙様式１）
… 　　　　：研究支援員候補者の履歴書
… 　　　　：子供の養育中であることを証明するもの（母子健康手帳の写し、住民票など）
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… 　　　　：男性研究者は、配偶者が大学等の研究者であることを証明するもの（別紙「在職証明書」）

… 　　　※　所属部局の総務担当（医学系研究科・医学部・附属病院は、総務課人事担当）に提出してください。

８．応募締め切り
… 平成２３年１１月３０日（水）必着

９．選考方法
… 男女共同参画推進室において、書類及び面接により選考する。
… なお、選考は以下の観点で行い、該当者を優先する。
… （１）…育児等に起因する研究支援の必要性・緊急性の高い者
… （２）…被支援期間における研究計画及び達成目標が明確な者

10.	選考結果
… 所属部局長を通じて研究者に通知する。

11.	採用手続き
… …　採用通知を受けた研究者は、研究支援員候補者の雇用関係書類を所属部局の総務担当（医学系研究科・
医学部・附属病院は、総務課人事担当）に提出する。研究支援員は、パートタイム職員として雇用する。

12.	注意事項
… １）研究支援員候補者には、予め雇用について内諾を得ること。
… ２）雇用期間終了時に実績報告書（別紙様式２）を提出すること。
… また、本制度の成果把握及び改善に資するため、雇用期間中の状況を調査することがある。
… ３）…提出された申請書等は、原則として返却しない。なお、記載された個人情報及びプライバシーに関す

る情報は書類選考及び面接時のみ使用し、男女共同参画推進室にて厳重に管理する。
… ４）申請後、記載事項について変更等が生じた場合は、速やかに男女共同参画推進室へ連絡すること。

13.	問い合わせ先
… 秋田大学男女共同参画推進室（手形キャンパス　本部管理棟１階）
… TEL：018-889-2260
… e-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp
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	4）　News	letterの発行
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	5）　ホームページとブログによる情報発信

ホームページURL　http://www.akita-u.ac.jp/coloconi

秋田県の花をご存じですか？秋田県の花は「ふきのとう」です。アイヌ語で「コロコニ」は「ふきのとう」を指します。私たちは雪の中から春

を知らせる「ふきのとう」にちなんで、男女共同参画推進室の愛称を「コロコニ」と名付けました。

秋田大学の学章は、３枚の秋田蕗の葉に、大学の文字を配したものです。

コロコニだより（コンシェルジュ・ブログ）を更新しました(H23.2.14) 

秋田県少子化対策総合ウェブサイト「ベビーウェーブ・アクション」開設のお知らせ

(H23.2.10) 

Newsletter vol.5を発行しました(H23.2.2) 

「秋田大学 男女共同参画推進フォーラム」を2月16日に開催します(H22.1.13) 

『親子でサイエンス ～ようこそ！コラーゲンの世界へ～』を開催しました(H23.1.7) 

サイエンスセミナー『体のなかのコラーゲンの役割～コラーゲン研究からわかること

（マンモスを例にとって）～』を開催しました(H23.1.7 ) 

「基本的な相談の受け方（応用編）」リーフレットを発行しました(H23.1.7) 

秋田大学・国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」を2月21日

に開催します(H22.12.24) 

Newsletter vol.4を発行しました(H22.11.30 ) 

大学間連携合同シンポジウム「男女共同参画の現状と課題」の活動紹介書を発行し

ました(H22.11.30) 

育児休業・介護休業制度

を利用したい人のための

相談室。コーディネータ

ーが中心となってサポー

トします。安心してご相談

ください。 

私たちスタッフの日常の

活動を明るく楽しくお伝

えするコンシェルジュ・ブ

ログ、ぜひご覧ください。 

ホーム 事業概要 イベント情報 コンシェルジュ・デスク 支援事業 年間活動報告 ライブラリ よくあるご質問 お問合わせ リンク集 プライバシーポリシー
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～	ブログ集	～

 2011 

　私たちスタッフの日常の活動を、明るく楽しく
お伝えするブログです。

URL  http://www.akita-u.ac.jp/coloconi

秋田大学男女共同参画推進室

［ブログ］

・未曾有の大震災の年に（2011.4.1）  ……………………………………………………………… ２

・入園式 （2011.4.18）  ……………………………………………………………………………… ３

・家族の介護（2011.5.10） ………………………………………………………………………… ４

・家族の介護２（2011.5.23）  ……………………………………………………………………… ５

・NO  MUSIC,  NO  LIFE !（2011.6.1）  ……………………………………………………………… ６

・家庭学習の風景から（2011.6.20）  ……………………………………………………………… ８

・ＰＴＡ授業参観とスポーツ少年団の活動にかかわって（2011.7.6）  ………………………… ９

・女子サッカー inドイツ（2011.7.22）  …………………………………………………………… 10

・振袖と留袖 （2011.9.2） …………………………………………………………………………… 11

・医療費を支払った一つの経験（2011.9.15） …………………………………………………… 12

・オニヤンマ（2011.10.3） ………………………………………………………………………… 14

・介護の家計簿（2011.10.11） ……………………………………………………………………… 15

・明るい高齢化社会にむけて４つのＫ（2011.10.27） …………………………………………… 17

・「リケジョ（理系女子）への扉」こぼれ話（2011.11.09） ……………………………………… 19

・王位継承と「女帝」（2011.11.15） ……………………………………………………………… 20

・他人事ではない年金のはなし（2011.11.22） …………………………………………………… 21

［諸外国の男女共同参画の取り組み］

・N e w s l e t t e r 　増刊号 vol.6,  vol.9 …………………………………………………………… 23

［活動紹介］

・「大学間連携と女性研究者支援in秋田」 ………………………………………………………… 31

このブログ集は記事を抜粋して掲載しております。

URL  http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/blog
にアクセスすると全ての記事をご覧いただけます。

も　く　じ

1

コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/04/01

未曾有の大震災の年に

　このたびの東日本大震災で被災されたみなさまには、こころよりお見舞い申し上げます。

　東北のなかでも秋田は被害の少なかった方ですが、“非常事態”であることに変わりあり
ません。学年歴も変更されました。スタッフ一同、このようなときだからこそ、気を引き
締めて事業を展開してまいりたいと思っているところです。

　秋田では天長（てんちょう）７年（830）１月３日にマグニチュード７規模と推定される地
震が起きています。現在の秋田市高清水（たかしみず）にあった秋田城の城郭や官舎なども
すべて倒壊し、大地がひび割れし、地形も変わってしまったこと、死傷者も多く被害の全
貌はつかめないばかりか、余震と風雪がひどく官舎が雪に埋まっているため、正確な被害
実態調査や記録すらできないという報告が政府になされたことが歴史書から知られます。
淳和（じゅんな）天皇は、さっそく特使を派遣し、被災者に対する税の免除、食糧援助と住
居再建、生業復帰支援、圧死者の埋葬を命じました。この年には伝染病も流行し、多くの
人びとが亡くなりました。倉庫に米があっても食事の世話をする人がいないので飢えてし
まうという状況も伝えられています。今から1200年近く前の、電話も自動車もない時代の
出来事ですが、被災した人びとの痛み、役人（公務員）の激務の様子はわたくしたちにも伝
わってくるような気がします。

　実は、私事で恐縮ですが、わたくしは３月11日、日帰りの予定で訪れていた仙台で地震
に遭いました。さいわい、避難所生活はそれほど長くありませんでしたが、交通・通信の
手段が絶たれることの恐ろしさは言葉にできないほどです。ただ、避難所を探して歩き回
るときも、避難所のなかでも、炊き出しの行列に並んでいても、男も女も老いも若きも、
皆、いたわり合い、周囲を気遣っていたことも肌で感じました。生命を維持する意味合い
の濃い “多様な人々が共生” する空間と時間でした。

　過去に生きた人びとから多くのことを学び、より幸福な未来社会を創るために、男女共
同参画推進室ではひとつひとつの目標を達成することで、大きな進展を図るべく努力して
まいりたいと存じます。今年度もご教示、ご支援をたまわることができれば有り難く存じ
ます。　

（男女共同参画推進室長　渡部育子）

2

コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/04/18

　４月になっても雪が降り、春の訪れを実
感できない日が例年より多いように感じて
いましたが、ようやく秋田にも暖かな日の
差す時間が増えてきました。

　さて、私事で恐縮ですが、先日娘の入園
式がありました。遠方で仕事をしている夫
も駆けつけ、夫婦揃って出席しました。少
子化の進む最近は、いったい何人程の入園
児がいるのだろうと少し不安もありました
が、100名を超える新入園児がいました。
そして、我が家もそうですが、たくさんの
パパたちが出席していました。私が子ども
の頃は、学校行事の保護者席はママたちば
かりだったように思いますが、今は夫婦そ
ろっての出席がスタンダードになってきて
いるようですね。また、おじいちゃんやお
ばあちゃん、お兄ちゃんお姉ちゃん、まだ
抱っこされているような弟・妹まで出席す
るご家族も見かけました。

　一人の子どもの入園が一大行事になって
家族総出で祝うというのも少子化の影響な
のかもしれませんが、家族揃って子どもの
成長をお祝いできる、ということはとて
も素敵なことなのではないかと思います。

　我が娘も入園式後の初登園は、両親の見送りはなくとも、おじいちゃん・おばあちゃん・
おじさん・ひいおばあちゃんらに見送られ、初の集団生活へ向けて良いスタートとなった
ようです。たくさんの家族や周囲に支えられていることに感謝しながら、今年度も男女共
同参画の仕事に邁進したいと思います。

　（コロコニスタッフ　村井）

入　園　式

家族みんなで

3

入園児

ブログURL　http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/blog/
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/05/10

　大正12年生まれの祖父と同居して、
約10年が経ちました。７人で始まった
同居生活も今は４人となり、一人一人
の思いやりと気遣いがより必要になっ
たと感じる今日この頃です。

「自分一人でできる。衰えてはいない
んだ。」そう言う祖父ですが、実際は、
火にかけた鍋の存在を忘れて焦がして
しまったり、トイレが上手に使えなく
なったりと、今まで当たり前にできて
いたことが徐々に難しくなってきている状況です。こちらの好意を拒む気持ちもわかりま
すが、同じ事が繰り返されないよう試行錯誤する側としてはかなり大変です。なにせ相手
は聞く耳持たずの頑固なおじいさんですから。

　かつては女性がつきっきりで介護することが多かったかもしれません。でも時代は変わ
りました。単身者でも女性でも男性でも、全員が協力して解決すべきだと思うのです。負
担に思わず家族を支えるにはどうすればいいのか…個人のメンタルヘルスも大切だと思い
ます。

男女共同参画推進室では、「家族介護者のメンタルヘルス」と題して、5月27日（金）に第
４回コンシェルジュ・デスク相談員研修会を開催します。突然家族に介護が必要になった
場合の接し方等、大学院医学系研究科保健学科専攻の上村佐知子先生よりお話いただきま
す。詳しくはコロコニHPをご覧ください。教職員の皆様のご参加お待ちしております。

（コロコニスタッフ　朝倉）

家族の介護
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家族みんなで協力して支え合おう

コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/05/23

　前回のコンシェルジュ・ブログを読み、５年前に亡くなった祖母を思いだしました。
　祖母は脳梗塞で倒れ10年近く寝たきりで、病院と自宅を行ったり来たりの生活。家族や
親戚が交代でほぼ毎日病院へ通う事が日課となり、私を含めた孫達も当番の日は病院へ行
き、食事の介添えをしたり、麻痺をして固まっている右半身をマッサージしたりの日々で
した。それまで知らなかったのですが、ベッドからすぐ横の車イスへ座らせるだけでもか
なりの重労働なんですね。コツをつかんでヒョイっと移動させる看護師さん達を尊敬しま
した。
　そんな祖母は、はじめは動く左手を使った車イスの生活でしたが、やがて寝たきりにな
りました。看護師さんのオムツ交換をとても嫌がっていたのに、次第にそれすらわからな
いような状態になりました。状態が悪くなるのがこんなに早いものなのかと、とても悲し
かった事を覚えています。

　そしてなにより、長期にわたり介護をしている家族が体調を崩したり、精神的に不安定
になり病院に通っているのを目の当たりにし、今後さらに少子高齢化が進む日本がどうな
るのかとても不安になりました。「介護している家族が倒れたらどうしようもない…」と
言っていた母の言葉がとても心に残ります。
　いつか私も自分の両親を介護する日がくるかもしれません。もしかしたら育児と介護が
同時進行になるかもしれません。

　上村佐知子先生のコンシェルジュ・デスク相談員研修会（５月27日開催）は、今後やっ
てくるかもしれない、その時のために是非参考にしたいと思っています。

（コロコニスタッフ　黒田）

　新緑の季節ですね。大学構内には可愛らしい花が咲いています。
皆さんも休憩時間などにぜひ散策してみて下さい。

家族の介護２
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/06/01

　私の専門は音楽で、作曲家として活動する傍ら、コンサートの企画やステージに立って
指揮をしたり、解説をすることもあります。長年音楽の世界で生きてきましたが、音楽の
世界はまぎれもなく男女平等社会で、年齢による上下の区別もなく、才能のある者が評価
される世界です。そして音楽家の多くが「音楽すること」こそが生きている証と考えてい
ると私は思っています。"NO MUSIC, NO LIFE !"なのです。
　演奏家の仕事は「夢を売る仕事である」とよく言われます。女性演奏家のステージ衣装
は男性のそれよりずっと派手ですし、立ち振る舞いにも女性の場合は優雅さを観客から期
待されたりしますから、それを意識してステージに
立っている女性演奏家はかなり多いように見受けら
れます。観客を耳だけではなく目でも楽しませ、非
日常的な空間を演出することが大事と考えているか
らかも知れませんが、華麗で凛としたオーラを放つ
姿に魅せられることはしばしばです。私が心から敬
愛して止まない女性演奏家はたくさんいます。彼女
らと一緒に仕事をすることは私にとって無上の喜び
です。

　さてここからは女性演奏家ではなく、女性作曲家のお話です。
　音楽史に名を残した女性作曲家と言えばロベルト・シューマンの妻だったクララ・シュー
マン（1819 ～ 1896）が代表格で、その他に有名なのはメンデルスゾーンの姉のファ
ニー・メンデルスゾーン＝ヘンゼル（1805 ～ 1847）、フランスのセシル・シャミナード
（1857 ～ 1944）、フランス六人組の紅一点だったジェルメーヌ・タイユフェール（1892
～ 1983）くらいでしょうか。しかしこの人たちを知っている人は相当な音楽通で、女性
作曲家の名前を挙げてみてと言われても答えに窮する人が殆どではないかと思います。「な
ぜ作曲家に女性が少ないのか？」という疑問をお持ちの方は多いでしょうが、実際はそう
でもないのです。私の学生時代、母校である東京芸大の作曲科の学生の半数は女子で、彼
女らの多くは才能が豊かで、ピアノの腕も達者でした。また現在、私が所属している日本
作曲家協議会には女性作曲家は何人もいます。女性作曲家の数が少ないのではなく、歴史
に名を残せた女性作曲家が少なかったのです。その理由はよく分かりませんが、時代のト
レンドに大きな影響を与えるような斬新なスタイルを打ち出したり、異彩を放つユニーク

NO MUSIC, NO LIFE !

＊今回のブログは、教育文化学部教授・音楽教育講座の四反田素幸先生からエッセイをお
寄せいただきました。
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/06/01

な作品を残せた人が少なかったからかも知れません。しかし先に挙げた４人は実に素敵な
曲を書いています。
 
　一般には殆ど知られていませんが、フランス人作曲家のブーランジェ姉妹を紹介してお
きたいと思います。
　姉のナディア・ブーランジェ（1887 ～ 1979）は作曲家であり、指揮者でしたが、同時
に傑出した教育者でもありました。彼女の門人となった音楽家たちはアメリカ合衆国を中
心に世界各国に及び、日本人もいました。その中でも最も有名なのはレナード・バーンス
タインでしょう。門人のリストを見ると20世紀の著名音楽家の名前がズラッと並び、その
凄さに圧倒されます。ナディア・ブーランジェがアメリカの音楽界に与えた影響の大きさ
は特筆すべきで、戦後のアメリカ音楽を牽引した中心人物の多くは彼女の教え子だったの
です。
　妹のリリ・ブーランジェ（1893 ～ 1918）は天才と呼ぶに相応しい人物でした。しかし
生まれつき病弱で、24歳の若さで亡くなりました。ローマ大賞というフランス最高の作曲
コンクールで、姉のナディアはパリ音楽院に入学後、10年かけて何度か挑戦して準優勝ま
で行ったのですが、妹のリリは音楽院に入学後たった１年であっさりと優勝してしまった
のでした。その時リリはまだ19歳、女性初の大賞受賞でした。リリが急逝した後、姉のナ
ディアは「私の音楽は無用だ」と言って作曲の筆を折ってしまいました。病弱な妹の面倒
を熱心にみていても、常に妹の才能に圧倒されていた姉の複雑な心境が伺えるようです。
しかしナディアは偉大な教育者として歴史に名を残したのでした。

　私は女性作曲家というと、いつもこの姉妹を思い起こすのです。
  

（教育文化学部教授・音楽教育講座　四反田素幸）
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/06/20

　高校生のころ、「この数学の計算ができたと
ころで、何の役に立つのだろう」と感じたこと
はありませんか。私はそう思いながらも漠然と
問題を解いていたのでしょうね。大学に入学す
るころにはすっかり解き方を忘れてしまいま
した。

　先日、小学生の娘が家庭学習で問題を解いて
いたときのことです。主人が「なぜそういう解
き方をしたのか」と娘にいろいろと聞いていま
した。そして説明を一通り聞いて、「これは考
え方の訓練なんだよ。算数の問題をどう解いて
答えに至ったかを説明することは、理論的に物
ごとを考える訓練でもある」と言っていました。

　私もその言葉を聞いて、大学のときの先生の言葉を思い出しました。「数学は世界を把
握する方法の一つ。みんなに専門があって、その専門的視野で世界を把握するが、それに
数学的方法という視野を加えるともっと多角的な考え方ができるようになる」。
　学生だった私はその言葉を聞いたときに、今までのもやもやした感じが取り払われた気
がしました。そして、もっと前にこういう哲学的視点からの教科の意義などにふれられた
ら、より一層興味を持って勉強できただろうという気持ちにもなりました。

　小学生の娘にとっては目の前にある問題を解けることは大事なことです。もちろん、娘
に難しいことを言ってもまだ分かる歳とは思えません。しかし親が子どもの教育に関わる
ことによって、勉強は知識の蓄積だけではなく、プラスαの部分も伝えられるんだなあと
感じた家庭学習の風景でした。

（コロコニスタッフ　中川）

家庭学習の風景から
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家庭学習の様子

コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/07/06

　小学生の娘が６年生になり、平日に開催される学校
行事の他、土曜・日曜日も様々な行事にかかわること
が多くなりました。

　平日に開催されるＰＴＡ授業参観などは、多くがお
母さんの出席ですが、お父さんやお祖母ちゃんの姿も
見られます。私が子供の頃は、お父さんの姿を見るこ
とはほとんどありませんでした。時代が変わり、夫婦
共働きが多くなる中、子育ては夫婦で、あるいはお祖
母ちゃん、お祖父ちゃんも含めた家族みんなでという
のが当たり前の姿になってきているのではないでしょ
うか。我が子が学校でどのようにお友達とかかわって
いるのかや授業態度を見たりと教育にもきちんと関心
を持つようになったのだと思います。私の母曰く、昔
は生活のために働かなければならず、子育てや教育に
目を向けたくともできなかった。だから今、せめて孫
育てで返したいと言います。
　
　話は変わり、昔は学校の部活動として野球やサッ
カー、ミニバスケットなどの運動部が多くありました
が、現在の多くは、スポーツ少年団という、子どもた
ちが自主的にメンバーとして参加し、「自由時間に、地

域社会で、スポーツを中心としたグループ活動を行う団体」としての行動に変わりました。
　これにより、保護者だけでなく、地域で技術指導ができる方を指導者になってもらった
り、中学・高校生がリーダーとなって小学生の面倒を見たりしてくれています。
　練習試合や大会参加になると、ＰＴＡとは違ってお父さんの参加が多くなります。ま
た、他の競技の子どもたちと一緒に体力テストや元旦マラソン、座禅会など学校の施設以
外でも活動するため、地域の方々にも応援してもらっています。

　このように、多くの人がかかわる組織としての活動になるため、マネジメント能力も必
要で、良い意味で社会勉強させてもらっていると感じます。自分の自由時間があまりとれ
なくなりましたが、今しかできない子どもとのかかわりを大切に過ごしていきたいと思い
ます。

（コロコニスタッフ　菅原）

PTA授業参観とスポーツ少年団の活動にかかわって
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ＰＴＡ授業参観

サッカー少年

コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/07/22

　「日本女子、あっぱれ！」もちろん、ＦＩＦＡ女
子ワールドカップで、悲願の初優勝を果たした女子
サッカー日本代表チーム、「なでしこＪＡＰＡＮ」の
ことです。
　世界ランク１位のアメリカに先制されながら、Ｐ
Ｋ戦の末に破った決勝戦の勇姿は、私だけではなく、
多くの人に感動を与えたことでしょう。

　開催国ドイツは準々決勝で日本に敗れましたが、
「さすが！ワールドカップ２連覇！」というプレー
でした。ドイツはスポーツ好きな国で、国民の３

分の１は何等かのスポーツクラブに属していると言われています。サッカーは男女問わ
ず、もっとも人気のあるスポーツの一つです。

　そんなドイツにおいても、1950年代には女子サッカーが禁止されていました。理由は「女
性にはサッカーはできないから」というものでした。サッカー発祥の地とされるイギリス
などでも、女子サッカーが禁止されていた時代がありました。しかし、現在は多くの国で
女子サッカーが楽しまれていますし、アメリカのＷＰＳをはじめ、イギリスやドイツにも
女子サッカーリーグがあります。日本でもなでしこリーグ、下部組織のチャレンジリーグ
あり、中学生から社会人までの「なでしこ」アスリートが活躍しています。
　今大会でＭＶＰと得点王に輝いた「なでしこＪＡＰＡＮ」主将の澤穂希選手は、小学校
時代、学校や地域のクラブで男子といっしょにプレーしていたそうです。当時は、女子選
手の前例がないという理由で大会に出場できなかったり、他の男子選手から「女のくせに」
と嫌がらせを受けたりしたことがあったそうです。

　「女性だからできない」という理由で、男女共同参画が進んでいかないことは本当に歯
痒く感じます。「なでしこＪＡＰＡＮ」のように、粘り強く、あきらめずに、一つ一つ繋
げていくことが、大きなうねりになるように私たちも尽力したいと思います。

　さて、今大会開催国ドイツの男女同権を特集したコロコニニュースレター vol.９を発行
いたします。政治の世界でも、ドイツ女性は強い！です。お手元に届きましたら、ぜひご
覧ください。

（コロコニスタッフ　村井）

女子サッカー in ドイツ
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なでしこ JAPAN

コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/09/02

　９月になり、朝晩過ごしやすい日
が多くなりました。成人式の前撮り
と結婚式が多いこの時期、気になっ
ていた振袖と留袖の違いについて調
べてみました。

　いろいろな説があるようですが、
振袖は未婚女性が着る最も格式高い
着物で、人生の門出に身を清める、
という意味を持つそうです。そのた
め成人式や結婚式など晴れの舞台に
着用するのにふさわしく、特に結婚
式では、黒っぽい服を着る人の中
に華やかさをプラスするという意味でも好まれるようです。洋服と同じように流行のカ
ラー、デザインがあり、カラフルで若々しい爽やかなイメージがあります。

　一方、留袖の場合は黒留袖と色留袖で若干異なり、既婚女性が着る最も格式高い着物
が黒留袖、未婚・既婚問わず着用できるものが色留袖だそうです。長い袖では家事など
の動作に支障が出るため袖を短く切った＝留袖という説もあり、服装からも昔は女性が
裏方的存在であったことがわかります。現在では、日常的に着物を着ている人は少なく
なりましたが、それだけ女性が社会に進出し活躍しているということが言えるのではな
いでしょうか。

　今月久しぶりに振袖を着る機会があるため、伝統的な着物の美しさと華やかさを少し
でもその場に添えられればいいなと思っています。

（コロコニスタッフ　朝倉）

振袖と留袖
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華やかな振袖
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/09/15

　私事ながら医療費を支払った経験について記したい。数字が多くなるがご勘弁。

　私の母が昨年９月より今年の２月初めまで147日間（およそ５ヶ月間）入院し、手術や
薬物治療などを受けた。医師・看護師・理学療法士・ケースワーカーなど、多くの病院関
係者に大変お世話になったのはもちろんである。母は発症直後や手術直後の数日を除いて
殆ど大部屋に入院していたが、それでも私は発症以前の外来のみの医療費より高額となる
のが心配でならなかった。５ヶ月間の医療明細書の内訳は、入院料・医学管理料・検査料・
画像診断料・投薬料・注射料・リハビリテーション料・処置料・手術料・麻酔料・食事療養費、
それに寝具代や消費税などであって、総医療費は毎月約100万円、５ヵ月間では501万7千
円であった。さて、健康保険（後期高齢者医療保険）を活用した結果、実際に支払った患
者負担額はいくらになったでしょうか？

　この原稿をお読みの教職員や学生の皆さんは、文部科学省共済の本人あるいは種々の健
康保険の家族の方が大部分であって、受診したときはそれぞれ医療費の３割を支払ってお
られるだろうと推測する。ただし世帯収入が一般の方であれば、高額療養費の給付制度に
より支払った患者負担額のうち１ヶ月約81,000円を超えた分が３ヶ月後に還付される、と
理解されていると思う。高齢の母の場合、総医療費の１割を負担するはずなので、患者負
担額は毎月約10万円であり、この一部が後日還付されるのだろうと私は予測していた。し
かし私が会計窓口で実際に請求された患者負担額は、５ヵ月間の合計で19万７千円（500
万円に対して約2.5%）であった。試みに１日あたりに換算すると、147日で割った1,341円
／日であった。なお、消費税は５ヶ月間の合計で1,908円であった。

　このような患者負担額になったのは、後期高齢者医療限度額適用----という名前の制
度により、年金収入80万円以下の場合には、１か月の入院医療費の自己負担額の上限が
15,000円に抑えられているからであった。また消費税は医療費には課税されず診断書代
（１枚5,000円）と寝巻代（１日50 ～ 70円）にしか課税されなかったため、1,908円で済ん
だのであった。私は会計窓口で毎月４万円前後を支払うたびに、高額療養費の自己負担を
抑える制度と、それを後日の還付ではなく現物給付（窓口ではじめから抑えた額を支払え
ばよい）してくれるという２つの制度による、患者負担額の意外な低さに驚き、これらの
制度に感謝し、その一方で国の負担による老人医療費の高騰や財政負担について
思いを巡らし、申し訳ない気持ちにもなった。

＊今回は、医学系研究科形態解析学・器官構造学講座の阿部寛先生から記事をお寄せいた
だきました。３回にわたって、阿部先生ご自身の経験をもとに介護に関するお話を掲載
してまいります。

医療費を支払った一つの経験
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　入院患者と家族の立場になれば、健康保険の自己負担額が低いことや支払った医療費が
還付あるいは現物給付されること、消費税が医療費に課税されないことなどは本当にあり
がたいものだ。仮にこれらの制度がなかったり国の支援が少なければ、治療を我慢せざる
を得なかったり、事前に健康保険以外の民間の医療保険に入らざるを得なくなるだろう。
　母のケースとは異なる話だが、ガンの化学療法において個々の患者の遺伝子に合わせた
遺伝子治療薬が発達し、毎月のように様々な遺伝子治療薬が開発されている。それらの最
新の薬は極めて高価（１か月数十万円）であり、健康保険に組み入れられない限り経済的
に余裕のある人でなければ利用は難しいだろう。その結果ガン治療に関して国民の間に格
差を生んでしまうのではないだろうか。ガン死の多い秋田県民にとって、特に注目すべき
ことであろう。報道によれば、米国ではオバマ大統領の政策として低所得者層を含めて広
く健康保険でカバーすることが議論になり、これに対して富裕層が強く反対しているとい
う。中国でも倒産した国営企業の元従業員は健康保険がなくなると聞いたことがある（今
は改善されたかもしれない）。日本の健康保険は国民すべてが享受できるすぐれた制度で
あり、これまで国民の長寿を支えてきたはずである。健康保険はまるで空気のように存在
するのが当たり前になっているが、ぜひとも守り続けなければならないと思うのだが、皆
さんはどうお考えでしょうか？

（医学系研究科形態解析学・器官構造学講座　阿部　寛）
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　８月のある日、オフィスに窓からオニヤンマが
飛び込んできた。早速、窓を閉め、捕まえて段
ボール箱に入れ、昆虫好きの子供に持ち帰った。
子供は喜んで、次の日にオニヤンマを保育園に
持っていき、夕方には空へ帰してやった。
　黒澤明監督映画「生きる」（1952）の中で志村喬
演ずる公務員が「１時間でできる仕事をわざわざ
一日がかりでやるようなそんな馬鹿馬鹿しい所」
などと詰られるシーンがあるが、オフィスでオニ
ヤンマを捕まえられるとはワークライフバランス
の観点からは（？）効率がいいなどと感心した。
　さらに、２週間後、またオフィスにオニヤンマ
が飛び込んできた。どうやらここはオニヤンマが
飛び込みやすい所に位置しているらしい。建物が
コの字型になった内側の一番奥にあり、観察していると、回遊中のオニヤンマが何かの拍
子にコの字型の中に迷い込むと抜けられなくなり、奥の方にある窓に突進するのである。
　この調子だと毎年オニヤンマを捕まえることができそうだ、今度から効率良く捕まえる
ために捕虫網を用意しておこう、と思っていると、子供の方がより効率的で、「今度、お
父さんの部屋にカブトムシ飛んで来ない？」

（工学資源学研究科　奥山栄樹）

オニヤンマ
＊今回は、工学資源学研究科の奥山栄樹先生からの記事をご紹介します。

14

子どもとトンボ

コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/10/11

　再び母（93歳）のことを書きたい。少し長い
がご勘弁。
　私は、大館市で国民年金と貯金にたより一人
で暮らしていた母の生活費を把握する必要から、
家計簿をつけて年間の生活費を計算してみた。
国民年金（最大でも約79万円／年）ではとうて
い生活できず、貯金が減り続ける母の不安な気
持ちに答えるのが目的だが、将来私か妻が一人
暮らしになった時、果たして年金だけで生活し
ていけるのだろうかという疑問に答えるためで
もあった。
　レシートをかき集め、通帳より介護費や光熱費などを調べ、エクセルに入力した。レ
シートが不備の場合は、そろっている月の平均を求め12倍して１年分とみなした。エク
セルが言うには、2009年の生活費は約241万円であった。そのうちの介護費は約96万４千
円（うち家政婦代が71万円、ディサービスとヘルパー派遣で25万４千円）、固定経費（光
熱上下水道、住宅の管理費、雪下ろし費用、固定資産税など）は72万１千円、私が秋田市
と大館市を往復する交通費等が38万４千円、その他、大館市立病院への通院タクシー代が
８万３千円（基本料金以内）であった。一方、入院していなかったので医療費・薬剤費は
２万７千円であった。このように介護を受ける母の支出の内容は自立していた頃とはずい
ぶん異なっているように思えた。
　母はヘルパーさんの１日２－３回、各回60 ～ 90分の派遣を受け、週２回のディサービ
ス（送迎込み）に通い、さらに外来通院（リハビリ）の付き添いのために週２回家政婦さ
んを頼んでいた（ヘルパーさんは90分までなので病院の付き添いは困難）。在宅介護を強
く希望し「施設には入りたくない、自宅が一番」と言い続けてきた母であるが、ある日ふ
と「夜に一人では心配だ、話し相手もおらず寂しい。」と言い出した。要介護度が２まで
は在宅介護で頑張れたが、要介護度３（中等度の介護が必要。立ち上がりや自立歩行がで
きない。）への上昇を防ぐことができなかったのだ。私も特に冬期の夜間の転倒など一人
暮らしはもはや危険であると気づき、在宅介護をあきらめざるを得なかった。
　まず施設介護の費用を調べて、在宅の場合の生活費と比較する必要があった。特別養護
老人ホームの費用は世帯収入が低い場合月６～７万円であり入所一時金もないが、どこで
も200～ 300人の入所待ちとなっていて、退院後に自宅に戻れない母は原則３週

介護の家計簿

＊前回に引き続き、医学系研究科形態解析学・器官構造学講座の阿部寛先生からの記事を
ご紹介します。
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間のショートステイを繰り返す必要があった。試みに有料老人ホームの費用を調べると、
仙台市の最も高額と思われる有料老人ホームでは要介護の方の場合の入所一時金は1,400
万円であり、他の有料老人ホームでも入所一時金は300～700万円であった。これでは母
の貯金を入所一時金だけで食いつぶしてしまいかねないと感じた。（参考までに東京都内
では一般に数百万円～ 1,000万円以上。）さらに毎月の費用（食費、管理費など）がどこで
も10数万円以上（都内では20数万円）もかかる。特別養護老人ホームと有料老人ホーム、
それにショートステイの３者の情報を見ながら、私は立ち往生してしまった。
　続いて私は秋田市の有料老人ホームの費用を調べ、東京都や仙台市のそれと比較してみ
た。食費は東京でも仙台でも秋田でも大差はなく月５～６万円であった。光熱水道などの
管理費は都会の方が若干高いものの、特別豪華な施設でなければこれも概ね月５～６万円
であった。どこのホームでも６畳一間程度の個室（18 ～ 20㎡）であるが、部屋代は最低
で５～６万円であり、都会ではさすがに面積がやや小さく金額も高いようであった。これ
らの費用に加えて要介護度にもとづく介護保険負担金が加わり（要介護度３の場合は毎月
約22,000円）、秋田市の有料老人ホームの場合は月々 18 ～ 19万円の自己負担で、しかも
待機者が殆どいないこともわかった。
　問題の入所一時金であるが、皆さんは一体いくらだとお思いでしょうか？ 秋田市内の多
くの有料老人ホームでは不要、すなわち０円であった。入所一時金は部屋代の一部の前払
いに相当するようなので、地代が高い都会では高額となり、地代が低ければ秋田市のよう
に不要かそれに近いのだと気づいた。最終的に予備費を加えた母の生活費は約260万円／
年と予想され、在宅の時（241万円／年）より19万円ほど多いという結論になった。
　母が秋田市の有料老人ホームに転居することで、必要経費はやや多くなったが毎日のよ
うに面会できてむしろ在宅介護に近い状態となったし、秋田市と大館市の間を何度も車で
往復していた私の疲労と事故の危険がなくなったことは費用の差にはかえられない。計算
を終えてみて入所一時金のない秋田でよかったと心から思ったことを、皆さんは理解して
いただけたでしょうか？

（医学系研究科形態解析学・器官構造学講座　阿部　寛）
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【はじめに】
　９月15日と10月11日のブログで、医療費と介護費に関す
る私の経験を紹介させていただいた。個人的な経験を通し
て私はいかに介護が大変であるかを痛感し、またいかに医
療費や介護の問題が深刻であるか理解できたように思う。
自分もいつかは似た状況になる可能性があるので、医療も
介護もけして他人事ではなくて自分の問題として考えてき
た。母が幸せな老後を過ごせれば自分もそのように過ごせ
る可能性があり、もしも母の老後が惨めでつらいものなら
ば、将来自分はもっと大変な状況になるだろうと予想でき
た。そのため母の介護を通して自分の将来の展望をひらく
道筋を必死で探そうとしてきたように思う。
　今後ますます高齢化が進み、また少子化も解消されそうになく、自分の子供たちにも若
者たちにも大きな負担がかかるだろう。私が子供たちに迷惑をかけないで過ごせるという
ことは、自分と同じ世代の人々が周囲にあまり大きな負担をかけずに自立した老後を過ご
せるということにつながると思う。そのような道筋を考えることが、日本の高齢化社会を
明るく活力のあるものにする一つの答えになるかもしれないと考えてきた。
　これまでの経験をまとめてみると、老後の生活には４つの必要な条件があると思う。健
康、介護保険や健康保険などの制度、家族や周囲の人々との人間関係、それに年金等のお
金である。いずれも「か」行で始まるキーワードなので、「４つのＫ」というタイトルにした。
個人が努力して準備するべきことと、国家が国民のために用意するべきことが含まれてい
ると思っている。

【健康の問題（Ｋ１）】
　「長期に入院することなく、家族に迷惑をかけずにぽっくりと死にたい。」という文章を
しばしば目にする。病気になれば急にぽっくり亡くなるよりもむしろ入院や療養が長びく
ことが多く、病気を減らし健康を維持してこそ臥床の期間が最小限ですむ可能性が高いの
ではないかと感じているが、いかがでしょうか？ 次の世代に膨大な医療費のつけを廻さず
健康保険制度を維持するためにも、医療費の増大を少しでも抑える政策と個人的な努力が
大切だと思う。政策的な禁煙の拡大や、ガン検診の普及と早期発見、また生活習慣病の予
防とスポーツの励行など、個人的にも国家的にも努力することが求められると思う。

【制度の問題（Ｋ２）】
　高齢化社会に必要な制度の充実について、誰かが作ってくれることに頼るではなく、皆
で考えて、守り、かつ充実させましょう。
　高齢者にかかる医療費は膨大であるが、単にこれを削っては次の世代の私達が困ってし
まう。緩やかな増税に踏み切ってでも健康保険制度を維持していくべきであろう。土台と
なる経済の発展も重要であろうし、種々の規制緩和も必要と思われる。「税と社会保障の
一体改革」が政争の具にならずに国民の立場で前向きに進行することを願っている。
　2006年に家族の介護・看護を理由に14万4千人が離職し、世代別の最多は50歳

明るい高齢化社会にむけて４つのＫ

＊前回に引き続き、医学系研究科形態解析学・器官構造学講座の阿部寛先生からの記事を
ご紹介します。
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代で５万７千人だという（朝日新聞、2011年９月２日）。介護する家族が疲れ果てる事例
もしばしば報道される。このような例の対策として介護保険制度が2000年に施行されたと
理解している。65歳以上で要介護状態になれば介護サービスを受けられ、費用は今のとこ
ろ１割を負担すれば良い。24時間の在宅介護の不備や介護施設の不足などの問題点が指摘
されているものの、制度の制定以前よりずっと安心感がある。財政面の不安を少しでも解
消し、健康保険と同様に守っていかなければならない制度だと思う。

【人間関係の問題（Ｋ３）】
　母のホームではヘルパーさんの男女比はほぼ半々であり、男性も母の世話をすることに
なる。ケア・マネージャーも女性とは限らない。介護の現場では既に男女共同参画となっ
ている。彼ら（彼女ら）はよく訓練を受けていて、心を込めて母に接し家族でもなかなか
できないことをしてくれていて、信頼感が醸成されていると思う。
　家族には身の回りのものを供給したり、お見舞いやお金の管理などの役割があり、家族
と深くつながっていることが老人の心の安定に大きくプラスであると思われる。介護を受
ける方も、平素から家族や周囲の人々との成熟した関係をもち他人を受け入れる人格がな
いと、結局は自分自身を苦しめると思う。我がままな老人になることなく、日常の適切な
人間関係が大切だと思う。

【お金の問題（Ｋ４）】
　退職した後は一般に年金と資産（の取り崩し）の合計が収入となると思うが、経済的に
子供に迷惑をかけずに老後を過ごすためには、必要十分な年金の確保が大切だと思う。た
とえば夫婦で最低限の生活を送るために月24万2千円必要だという（厚生年金・国民年金
増額対策室ホームページ）。これに12か月と25年をかけると5,804万円となる。定年の時点
でこれだけ資産のある方は少ないだろう。しかも資産は減衰しやすく、長生きすればする
ほど資産よりむしろ年金の重要性が増してくるのではないか。また平均的なサラリーマン
家庭の定年後の老齢年金は夫が月16万円、妻が月7万円（基礎年金のみ）だという（同上
のホームページ）。計23万円であるが、上記の最低の生活費より少ない。ならば男女とも
労働に参加して、それぞれが年金を確保することが重要であると思う。
　母がそうであったように、多くの方は自宅で長く暮らすことを希望されると思う。そう
するためには低下する体力に見合った住宅や設備が不可欠であり、長く暮らせる自宅を事
前に準備することが必要だと思う。「転ばぬ先の杖」という格言があるが、個人でも政策
的にも努力が必要ではないだろうか。

【おわりに】
　どのようしたら日本に明るい高齢化社会が訪れるのか、医療費と介護の面から私見を述
べた。子供たちに介護費を押し付けることなく、自分たちの世代でなんとかして将来とも
しっかり暮らしたいものだ。それには健康を保ち、制度を適切に維持し、家族や周囲の方
とよい関係を保ち、男女共同参画でみな勤勉に働くことが必要だと思う。特に、教育水準
も能力も高い日本の女性達が労働に参加しやすいように必要な支援をして、社会が女性を
もっと有効に活用しないと大変もったいないことではないか。年金の確保のためにも男女
とも働ける社会にして行くべきだと思う。

（医学系研究科形態解析学・器官構造学講座　阿部　寛）
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Date : 2011/11/09

　10月22日に聖霊女子短期大学とのコラボレー
ション企画「リケジョ（理系女子）への扉」を開催
いたしました。今回はその裏話です。

　６月に大学間連携会議において、次世代女性研
究者育成のためのイベントをコラボレーションで
開催したいとの提案をしたところ、聖霊女子短期
大学の先生から佐藤美子さんをご紹介していただ
きました。「秋田出身で、聖霊短大を卒業後、秋田
大学の医学系研究科を修了して、今をときめく京
都大学iPS細胞研究所　山中伸弥研究室に勤めてい
る人がいるんですよ！」というお話から、この企画
が動き始めました。

　今回の企画は「初めて」の部分が多くありました。
まずは外部とコラボレーションした企画であるこ
と。事前打ち合わせの場所は、このような企画が
なければなかなか足を踏み入れることがなかった

であろう聖霊短大。小高い丘の上のキャンパスから見る景色は緑豊かでとても美しいの
が印象的でした。打ち合わせではどんな実験をするのか、テーブル配置はどうするかな
ど細かい点に至るまでを話合いました。
　そして二つめの「初めて」は、食べ物を扱うこと。聖霊短大の先生方からいろいろと
気をつける点も教えていただきました。知らない分野の方と一緒にお仕事させていただ
くと、私たちも勉強させていただけるのはありがたいことです。

　「リケジョへの扉」の参加申込を開始してから、あっという間に実験の30名の定員は
埋まってしまいました。「参加者の中高校生はどういうところに興味を引かれたのかな。」
予想以上の盛況ぶりに、私たちの話題も尽きません。当然のごとく、当日の会場は満員
状態で、子どもたちもリケジョを身近に感じた模様です。参加者の感想で今回のイベン
トの意義を再確認できるのではないでしょうか。
　「私は科学部に属していて気象についての研究をしています。まだまだ研究の最中で、
役に立たないですが、山中先生のように、いつか、人の役に立てられるような研究に仕
上げていきたいと思います。」

　がんばれ！未来のリケジョたち！

＊当日の様子は、コロコニホームページの「イベント情報」に掲載しておりますので、
こちらもご覧ください。　　　http://www.akita-u.ac.jp/coloconi

（コロコニスタッフ　中川）

「リケジョ（理系女子）への扉」こぼれ話
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佐藤美子さんによる講演

白衣を着てリケジョ気分で実験をする参加者
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Date : 2011/11/15

　ゆっくり新聞をめくることができる朝は幸せな気分になる。10月29日はそのような土曜
日であった。が、「英王位継承男女平等に　英連邦首脳が合意」（朝日新聞）という見出し
に目を奪われた。28日開催の英連邦の首脳会議で、男子優先を定めた英王室の王位継承法
について、男女に関係なく最初に生まれた子どもが王位につくよう見直すことで合意した
という。

　男女平等が認められた時代をはるかにさかのぼるわが国の古代、当時の法律である律令
（りつりょう）には女性の天皇の存在を前提とする条文があった。皇族の範囲について定め
る継嗣令（けいしりょう）皇兄弟条に「皇兄弟皇子、皆為親王。女帝子亦同」とある。天皇
の兄弟と皇子を親王とする、女帝の子も同じように親王とするという規定である。今から
1300年前、「女帝」は法律用語であった。それでは男性の天皇はどのように表わされたの
だろうか？当時の法律家の解釈を載せる『令集解（りょうのしゅうげ）』には「男帝」とい
う語が明記される。
　男帝と女帝に関する規定には性差が認められるし、独身のまま即位した女帝に結婚した
形跡がなかったことは事実であるが、わが国古代の女帝たちの活躍ぶりは、今の世から見
てもそれなりに面白い。

　わが国最初の女帝・推古は628年に75歳で亡くなるまで36年に長き
にわたって在位した。斉明女帝は661年に朝鮮半島の百済救援のため
の軍隊を率い、北九州の筑紫朝倉宮で亡くなった。このときの遠征
では斉明の皇子たちが活躍した。夫に同行した妃もいた。大海人（お
おあま）皇子（後の天武天皇）の妃・大田（おおた）皇女は船が大伯（お
おく）（現在の岡山県）の海にいたったときに女の子を産み、その子
を大伯皇女と名付けた。母子ともに元気であったようだ。

　天皇の仕事はハードなものであった。新幹線も高速道路も、ホテルもなかった時代のこ
とである。母・元明（げんめい）天皇から皇位を譲り受け、36歳で即位した元正（げんしょ
う）女帝。717年9月11日の美濃（みの）国（現在の岐阜県）行幸（ぎょうこう）スケジュールは、
12日に近江（おうみ）（滋賀県）で西日本に赴任した役人たちを集めてミーティング、18日に
美濃に到着すると東日本に赴任した役人たちを集めてミーティング、20日には当耆（たぎ）
郡に行幸し多度（たど）山（現在の岐阜県養老山）で美泉（よい泉）を覧（み）、27日帰途につき、
28日平城宮に還るというものであった。
　美泉は、天（てん）が為政者の治世を讃えて出現させるめでたいしるしと考えられてい
た。美泉を覧ることも遊びではなく、仕事だったのである。でも、元正女帝はこの行幸で
楽しみも味わったようだ。美泉の水で顔や手を洗ったところ、お肌がすべすべになり、痛
いところを洗ったところ、痛みが消えたというのである。今のような化粧品や薬品がな
かった時代、自然の恵みはことさらありがたかったに違いない。

　古代の歴史書から女帝の姿を紐解いていくと、男性と同等の業務をこなしながらも、女
性ならではの感性を読みとることができることがある。「ワークライフバランス」という
概念など微塵もない時代であっても、人は与えられた環境のなかで精一杯、自分らしく生
きようとしていた。
　英王室に関する記事のおかげで、『日本書紀』・『続日本紀』を読み直した週末であった。

（男女共同参画推進室長　渡部育子）

王位継承と「女帝」
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【年金は誰に関わる問題なのか】
　皆さんはご自分の資産の総額を概ねご存知でしょう。しかし老後に支給される年金につ
いては、制度が複雑でしかも時々改正されますし、年金記録が不正確かもしれないし、減
額の可能性も報道されており、結局いくら受給できるか見通せないという方も多いのでは
ないでしょうか？年金の額が具体的でないと、退職後の収入の総額が実際に退職するまで
不明のままであり、退職までにいくら貯金して備えておけばいいのか不明のままです。年
金について多くの皆さんが不安にかられるのは当然だと思います。
　若い方々も、国民年金を20歳から支払う義務があり、事故等の場合に役立つ障害者年金
の権利の確保の必要があります。本学の教職員は給与から「共済長期」という項目でかな
りの金額が天引きされています。若い時からの働き方や収入によって老後の年金が決まる
のです。年金はけして親の世代や退職者だけの問題ではありません。

【年金への疑問】
　年金を考え始めると、数々の疑問が湧いてきてきりがありません。たとえば市役所の国
民年金の窓口には「国民年金保険」と書いてあります。「年金」と「年金保険」とはどう
違うのでしょうか？「国民年金」と「国民年金基金」とはどう違うのでしょうか？公務員
の年金（共済年金）が会社員の年金（厚生年金）より有利だと批判されますが、どうい
うことでしょうか？福島第一原発で離職を余儀なくされた方々は、将来の年金がどのくら
い減額され、東京電力にいくら補償を求めるべきでしょうか？もしも日本の財政が破綻し
てギリシャのようになったら、年金はどうなるでしょうか？年金の支給開始が65歳から
68 ～ 70歳に繰り下がったら、年金の意義はどうなるのでしょうか？公務員の給与が10％
下がったら年金の額にどういう影響があるのでしょうか？女性が一時的に主婦になったり
育児休暇を取ったりすると年金にどういう影響があるの
でしょうか？ 2004年の年金改革の際には、平均的なサラ
リーマン家庭の年金は現役の時の収入の50％が確保され
ると言われていましたが、はたして本当でしょうか？そも
そも自分の家庭は「平均的なサラリーマン家庭」に該当す
るのでしょうか？
　いくつかの疑問の中で最も知りたいのは、自分が将来受
け取る年金額だと思いますが、年金定期便などが届くから
自分で計算しなくても大丈夫でしょうか？年金を自分で計
算するにはどうすればいいのでしょうか？

Date : 2011/11/22

他人事ではない年金のはなし

＊今回は、医学系研究科形態解析学・器官構造学講座の阿部寛先生から「介護」に引き続
き「年金」についての記事をお寄せいただきました。
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【年金の意義と必要性】
　このように疑問や不安だらけの年金ですが、そもそも年金の意義はいったいどこにある
のでしょうか？「年金」のことを「年金保険」とも称しています。亡くなった時の保険で
ある「生命保険」とは逆に、65歳以上の人に国が一生涯支給する「長生きの保険」に相当
すると思います。
　仮に60歳の退職時に、年金はないが５千万円（！）の資産をもつＡさん夫婦と、資産は
ないが１ヶ月約25万円の年金（老後の夫婦の最低日常生活費に相当）が保障されている
Ｂさん夫婦の収支を比較してみましょう。どちらの夫婦も最低の日常生活を送ったとする
と、Ａさん夫婦の資産は25万円x12 ヶ月x16.7年＝約５千万円の計算で消失する、つまり
Ａさん夫婦は60歳＋16.7歳＝76.7歳で資産が枯渇して生活が成り立たなくなる可能性があ
るが、Ｂさん夫婦はいくら長生きしても年金が支給され、夫婦で月25万円の年金により最
低限の生活設計が成り立つのです。（ちなみに、年金には障害者になった時や遺族に支給
される制度も含まれていて、これらは障害者や遺族を補償する保険と考えることもできま
す。）
　すなわち、年金は長生きして働けなくなった時の貴重なお金ではないでしょうか？年金
が十分にあれば子供に経済的な迷惑をかけずにすむのです。

【自分で年金を計算する意義】
　数ヶ月前に私にも国家公務員共済組合より「共済年金見込額のお知らせ」が届き、60歳
で退職した場合の老齢共済年金と、国立大学勤務に対応する老齢基礎年金（国民年金）の
見込額が書いてありました。しかし、私は65歳まで退職しないし私立大学に勤務したこと
もあるので、65歳から支給される老齢共済年金も老齢基礎年金もいずれも不明のままでし
た。やはり自分で計算も行い、老後の支出と比較しないと安心できないと思います。将来
の物価の変動や制度の変更は不明なので、現在の金銭感覚で概算するより他はありません
が、不安の範囲や程度は限定され、貯金する必要が生じたとしても漠然とした不安が具体
的な目標に変わるのではないでしょうか？

（医学系研究科　形態解析学・器官構造学講座　阿部  寛）

Date : 2011/11/21

22

　　　　　　　　　　ノルウェー　　　　　　　　　　ノルウェー

秋田大学男女共同参画推進室

平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

発行者：国立大学法人秋田大学男女共同参画推進室
　　　　〒010-8502　秋田市手形学園町１－１
　　　　電話：018－889－2260
　　　　http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

coloconi

Newsletter
増刊号 

（１）

男女共同参画先進国　ノルウェーから学ぼう！

北極圏の都市の絵葉書。

トロムソ

オスロオスロ

北部で冬の夜空に現れるオーロラの絵葉書。

秋田大学男女共同参画推進室

coloconi
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi

秋田県
面積：11,434k㎡
人口：約110万人

ノルウェー王国
首都：オスロ
国土面積：385,199ｋ㎡ 
人口：約490万人

日本国
首都：東京
国土面積：377,944k㎡
人口：約1.3億人

ごあいさつ
　「男女平等度」国際ランキングでトップクラ

スのノルウェー！順位を示す数値に一喜一憂するわけで
はありませんが、わたしたちが前進するために、“先進国”
の実情をもっとよく知りたいと思いました。 
　このリーフレットは、“男女共同参画” で結ばれた秋田大学
とノルウェーの交流日記です。ノルウェーの生の情報を少し
でもお届けすることができれば嬉しく存じます。

秋田県秋田県

スヴァールバル諸島スヴァールバル諸島

秋田大学　男女共同参画推進室長
渡部　育子
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１月

２月

２/19　秋田大学
男女共同参画推進フォーラム

３月

３/５　講演会
「男女共同参画推進を
考える」 

講師：
駐日ノルウェー王国大
使館　 一等書記官　 
ドッテ・バッケ氏

５月

４月
４/７　ノルウェー王国
大使館におけるセミナー 
「ワーク・ライフ・バ
ランスはビジネス成功
の鍵を握る？」

　北極圏にある北部ノルウェーの冬の夜空に現れるオーロ
ラ。晩秋から早春にかけて、午後６時から午前１時ころに最
も多く見られます。 
　また、「スキーを履いて生まれてきた」と言われるほど、
冬には多くの人がスキーを楽しみます。

○５月17日　ノルウェー王国　憲法記念日 

　1814年５月17日に憲法が制定されたことを祝
う憲法記念日。 
　祝祭は子どもたちを中心に行われ、ブーナッド
という民族衣装を着て、パレードをします。オス
ロの王宮のバルコニーからは国王一家が手を振っ
て子どもたちにこたえます。

　2010年３月５日には、駐日ノルウェー王国大使館　一等書記官　ドッテ・バッ
ケ氏をお迎えし、ノルウェーの男女共同参画についてお話していただきました。

　1988年にノルウェーの男女平等法が改定さ
れ、ノルウェーの男女平等法では、「公的機関
で４名以上で構成される委員会等はそれぞれの
性が構成員の40％以上選出されなければならな
い。４名以下の場合は両性により構成されなけ
ればならない」と定められました。2004年に
は、政府系企業の取締役会においてもこの制度
が導入され、2006年には上場企業にも導入され
ました。 
　1981年、初の女性首相の第１次ブルントラン
ト内閣が発足。第２次ブルントラント内閣にお
いては、18の閣僚のうち８人が女性でした。

　秋田大学大学院医学系
研究科妹尾春樹教授がセ
ミナーに参加。 
　ノルウェー・日本両国の
官民から、両国のワーク・
ライフ・バランスについて
講演がありました。

現在のストラテンベルグ内閣は
半数が女性閣僚。

←ノルウェーの春の花、
　アネモネ。

2 0 1 0

駐日ノルウェー王国大使館
１等書記官　ドッテ・バッケ氏

coloconi ノルウェーダイアリー
2 0 1 0

Petter Foss/MFA Norway

MFA NorwayMFA Norway

　両親が合計して３年間の育
児休暇を取得できます。有給休暇は１年

間です。そのうち、10週間は父親が取得すると
定められているのが、パパ・クォータ制です。父親
が取得しないと、10週間の有給の育児休暇がなくな
ります。今では父親の９割以上が取得しています。
　最近では10週間以上の育児休暇を取得する
父親も増えています。
※クォータ（quota）…割り当て

秋田大学男女共同参画推進室

coloconi 増刊号 
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編集後記 
　2010年、秋田大学男女共同参画推進室はノルウェーの男女平等について学んでまいりました。知れば知るほど、違いに愕然となる
ことも…。ただ、このリーフレットにもある通り、日本とノルウェー、秋田とノルウェーは、その文化や伝統は全く異なり、ノル
ウェーの男女平等はその文化や歴史に深く根差したものでした。 
　日本は日本の、秋田は秋田の、秋田大学は秋田大学の、男女共同参画のあり方を探していかねばと改めて気付かされました。しか
し、男女平等を追求していくノルウェーの人々の姿勢・熱い思いは、大いに学びたいと感じました。 　　（コロコニスタッフ　村井）

　12月には、大学院医学系研究科の妹尾春樹教授がノ
ルウェーの男女共同参画の支援環境調査のため、オス
ロ大学・トロムソ大学へ。

　オスロ大学医学部のHeidi Kill Blomhoff教授によれば、
オスロ大学医学部の学生の６割は女子、全国の基礎医学研
究者の半数は女性とのこと。

　ノルウェーのクリスマスは一年
でもっとも伝統的な祭典の一つ。
　ユーレニッセ（クリスマスの
ニッセ）はサンタクロースの役割
を果たしますが、姿は異なりま
す。 
　ニッセは古くから納屋などに住
んでいるとされる妖精です。

ノルウェーの絵葉書。先住民族
サーメ人の１年を表したもの。

Rune Blomhoff氏の教授室にて。

オスロ大学理学部Norbert Roos
教授（左）、同Trond Berg教授。

トロムソ大学医学部附属病院・プレイセラピストのTove Smedsrød氏
（左）と血管医学の主任教授のBård Smedsrød氏ご夫妻。

Trond Berg教授ご夫妻。 Bård氏の教室ミーティングの様子。

「ノルウェー～森とフィヨルドの美しい国～」
ノルウェー王国大使館

オスロ大学医学部医化学講座主任
教授Heidi Kill Blomhoff氏（左）と栄
養学講座主任教授Rune Blomhoff
氏ご夫妻。中央が妹尾教授。

　今回お話をうかがったノルウェーのカップルの
方々のお話では「男女共同参画は男性側の課題で
は？」、「ノルウェーは確かに男女平等の様々な水
準は高いが、まだまだやるべきことはある」とのこ
と。
　「女性がベビーカーを押しながらバスや電車に乗
ろうとすると、自然に周りの男性が手を貸す、とい
った光景がよく見られるが、仕事の場となると一
変。重い荷物も女性一人で運び、女性側が、女性だ
からと手を貸されることを嫌がる。」と妹尾教授。

（４）
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi 増刊号 

12月

12/15～12/23

妹尾教授
現地支援環境調査：
オスロ大学・トロムソ大学

12/23
不思議体験
次世代女性研究者
育成イベント 
「親子でサイエンス ～
ようこそ！コラーゲン
の世界へ～」 

12/24
サイエンスセミナー 
「体のなかのコラーゲン
～コラーゲン研究から
わかること（マンモスを
例にとって）～」 
　 
講師： 
㈱ニッピ　バイオマトリ
ックス研究所長
服部 俊治氏 
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Anders Gjengeda/MFA NorwayAnders Gjengeda/MFA Norway

６月

７月

10月

11月

８月

８/20　講演会
「北欧における女性の
社会進出」 

講師：
トロムソ大学医学部附属
病院 プレイセラピスト
トーベ・スメスロー氏

９月

９/７　大学間連携合同
シンポジウム「男女共
同参画の現状と課題」 

講師：
㈱リクルート
リクナビ編集長
岡崎 仁美氏

○６月23日　聖ハンスの夜（夏至祭） 

北極圏に位置する北部ノルウェーでは、一日中太陽が沈まない「真夜中の太陽」
と呼ばれる現象が見られます。

　ノルウェーの秋は魚釣りや狩猟が盛んなシーズ
ンです。 
　また、秋の山もとてもきれいで、子どもも大人
もアウトドアでレジャーを楽しみます。

　2010年８月20日には、トロムソ大学医学部附属病院のプレイセラピスト、トー
ベ・スメスロー氏をお招きし、ノルウェーにおける男女平等についての実体験と、
プレイセラピーというお仕事についてお話していただきました。 
　「男女平等と同様に、病院で生活する子どもにも、健康の許す限り、活発で刺激
的な生活を送る権利がある。」とお話してくださいました。

▼晩夏から秋にかけては
ベリー摘みの季節です。 
　種類も豊富で、森で摘ん
できたベリーでジャムや飲
み物を作ったりします。

　プレイセラピー
を受ける子どもた
ち。病院で入院生
活を送る子どもた
ちも活発で刺激的
な日々を送る権利
がある。

▲夏の氷の上を歩く北極グ
マの親子の絵葉書。 
　北極グマの父親は子育て
をしないのだとか…。 
　北極グマはノルウェーで
はスヴァールバル諸島で生
息しています。

▲ウルネス・スター
ヴ・教会の絵葉書。
　ノルウェー最古の
スターヴ教会（外観
が板張りの木造建築
の教会）。

▲

道化師の格好をした
　スタッフと小児患者。

トロムソ大学医学部附属病院
プレイセラピスト
トーベ・スメスロー氏

▲

講演会の様子が秋田魁新報
　に掲載されました！

演題「ノルウェーにおける
男女共同参画」

講　演　会

日時

会場

対象

８月20日(金)　17時～18時
秋田拠点センターアルヴェ２階
多目的ホール
一般市民
（申込み必要・当日参加可・無料）

■ 申込・お問い合せ ■
　　TEL：018-889-2260　 FAX：018-889-3186 　E-mail:sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

小学３年生までお預かりします。
（事前のお申し込みが必要です）

主催：秋田大学男女共同参画推進室coloconi
後援：日本結合組織学会、マトリックス研究会 ▲病院内で遊んでいる小児患者。

左の子は酸素吸入を受けている。
▲外出できない小児患者もベッド
の上でベリー摘みを楽しんでいる。

病院の中を
バイクで探検！

（３）
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi 増刊号 
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　  秋 田 大 学
〒010-8502　秋田市手形学園町１番１号

http://www.akita-u.ac.jp

編集：秋田大学男女共同参画推進室coloconi
TEL 018－889－2260　FAX 018－889－3186

E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp
http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

　ふきのとうを上から見た図に表情をつけたマーク
です。表情の目にあたる部分は、右は赤色で女性
を、左は青色で男性を表現しています。口は男性、
女性を結び、地位の平等・同等を意味しています。
また、笑顔の表情であることは、男女平等によって
生まれるものという願いを表現しています。

シンボルマークのコンセプト

　秋田県の花をご存じですか？秋田県の花は「ふきのとう」です。アイヌ語で「コロコニ」は「ふきのとう」を指します。
私たちは雪の中から春を知らせる「ふきのとう」にちなんで、男女共同参画推進室の愛称を「コロコニ」と名付けました。
　ちなみに秋田大学の学章も３枚の秋田蕗の葉に大学の文字を配したものとなっています。

名称の由来は…「 ～コロコニ～」

検索結果から「秋田大学男女共同参画推進室コロコニ」をクリック！

検索で「コロコニ」と文字入力

コロコニ 検索

検索
方法

ページ左下
「秋田大学男女共同
参画推進の取組み」
のバナー

2

秋田大学
ホームページ

1

URL ➡ http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

ページ左下
「コロコニ」バナー

3

Google検索

秋田大学ホームページから探すには？

男女共同参画推進室「コロコニ」の
ホームページをご覧ください

秋田大学サイト内検索、または大手検索サイトでも探せます

イベント情報や育児・介護に関する情報、これまでの取組みや活動についてご覧になれます。

ブログも随時更新中です。
　ぜひご覧ください！
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サイトマップ

＞事業概要

▶ 事業概要 
∟ プロジェクト遂行体制
∟ 主な実施内容
∟ 本プロジェクト遂行による最終目標
∟ 期待できる効果

＞支援事業

▶ 大学間連携と女性研究者支援 
∟ 女性研究者支援
∟ 女性教育関係者のための情報提供
∟ 大学間連携
▶ 次世代育成

＞ライブラリ

▶ ご紹介リーフレット
▶ シンポジウム・講演会等実施報告
▶ その他報告書・資料集
▶ Newsletter
▶ 書籍
▶ 他大学報告書等

＞リンク集

▶ リンク集 
∟ 育児・介護・福祉情報
∟ 男女共同参画に関する情報
∟ 女性研究者を支援する大学・機関 
　∟ 平成23年度「女性研究者研究活動支援

事業」採択機関一覧
　∟ 平成22年度「女性研究者支援　モデル

育成」採択機関一覧
　∟ 平成22年度「女性研究者育成システム

改革加速」採択機関一覧
　∟ 平成21年度「女性研究者支援　モデル

育成」採択機関一覧
　∟ 平成21年度「女性研究者育成システム

改革加速」採択機関一覧
　∟ 平成20年度「女性研究者支援　モデル

育成」採択機関一覧
　∟ 平成19年度「女性研究者支援　モデル

育成」採択機関一覧
　∟ 平成18年度「女性研究者支援　モデル

育成」採択機関一覧

＞イベント情報

▶ イベント情報

＞年間活動報告

▶ 平成22年度
▶ 平成21年度

＞よくあるご質問

▶ よくあるご質問

＞お問合わせ

▶ お問合わせ

＞コロコニだより
　コンシェルジュ・ブログ

▶ コロコニだより
　 コンシェルジュ・ブログ

＞Webアンケート

▶ Webアンケート

＞コンシェルジュ ･デスク

▶ コンシェルジュ ･デスク
∟ 支援概要
∟ 相談窓口のご利用に関して
∟ 育児・介護情報
∟ 育児・介護便利帳 
　∟ 子育て情報

▶ スタッフ紹介

　∟ 秋田県の女性のための相談窓口

　∟ 介護情報

ファミリーサポートセンター
・秋田県内のファミリー
サポートセンター一覧

子供を“預けたい人”と“預かる人”
を支えます。
（ファミリーサポートセンターとは）

子育てサポーター
保育の知識を習得した子育て支援に
協力してくれる方たちです。
（子育てサポーターとは）

秋田県子育て支援情報サイト
「いっしょにねっと」

秋田県内の子育てに関する様々な情
報が掲載されています。

秋田市の認可保育所 保育所入所にあたっての基準や申込
等について掲載されています。

放課後児童クラブ
・秋田市の放課後児童クラブ一覧
・秋田県内の放課後児童ク
ラブの一覧

保護者が昼間家庭にいない小学生を
対象に、放課後や長期休みに開設し
ています。

あきた女性チャレンジサイト

様々な分野にチャレンジしたい女性
の応援総合サイトで、相談窓口や各
種講座やイベント情報なども掲載さ
れています。

ハーモニープラザ相談室

さまざまな問題について不安や悩み
を抱えている女性のために、女性の相
談員による電話相談・面接相談を実施
しています。

介護保険制度Q&A（厚生労働省）  

介護相談窓口「包括支援セ
ンター一覧（秋田市）」

高齢者に関する様々な相談に、保健師や
社会福祉士などの専門職が対応します。

介護サービスを受けるまで
の流れ

介護サービスを受けるには、要介護
の認定や申請が必要になります。

要介護度（認定結果）の説明 心身の状態のめやすや保険給付の限
度額について掲載されています。

介護予防サービスの種類と
費用（秋田市）

要支援１・２に認定された方が利用す
ることができるサービスの一覧です。

介護保険（在宅）サービス
の種類と費用（秋田市）

経過的要介護以上に認定された方が
利用することができるサービスの種
類と費用について掲載されています。

介護保険施設サービスの種
類と費用（秋田市）

要介護１以上に認定された人が利用
することができます。

地域密着型サービスの種類
と費用（秋田市）

高齢者が中重度の要介護状態になって
も、可能な限り住み慣れた自宅または
地域で生活ができるよう、身近な市町
村で提供されるサービスです。

介護保険施設一覧（秋田市） 要介護１以上に認定された人が利用
することができます。

介護保険の指定居宅支援事
業者（秋田市）

介護サービス計画の作成、さらにサービ
ス提供事業所や施設との連絡調整など
は、下記の指定居宅介護支援事業所に、
依頼することができます。介護サービス
計画の作成を依頼することができます。

秋田県内の介護保険サービ
ス一覧

「指定介護保険事業所一覧（平成 21
年４月１日現在）」（EXCEL）
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秋田大学

代替要員制度
人材情報データベース

各機関の担当窓口

運用・管理に関するお問い合わせ先
秋田大学男女共同参画推進室コロコニ
〒010‐8502 秋田市手形学園町１－１
電話：０１８－８８９－２２６０ FAX：０１８－８８９－３１８６
E‐mail：sankaku2@jimu.akita‐u.ac.jp
URL：http://www.akita‐u.ac.jp/coloconi/

【秋田県立大学】

電話：０１８－８７２－１５００ FAX：０１８－８７２－１６７０

【国際教養大学】
企画課 地域交流チーム
電話：０１８－８８６－５９０４ FAX：０１８－８８６－５９１０
E‐mail： cos@aiu.ac.jp

【秋田工業高等専門学校】
総務課人事係
電話：０１８－８４７－６１０６ FAX：０１８－８５７－３１９１
E‐mail： jinji‐dv@akita‐nct.jp

【聖園学園短期大学】
事務局
電話：０１８－８６２－０３３７ FAX：０１８－８６２－０７８９

【聖霊女子短期大学】
石崎 利巳教授
電話：０１８－８４５－４１１１ FAX：０１８－８４５－４２２２
E‐mail： ishizaki@seirei‐wjc.ac.jp

【秋田大学】
男女共同参画推進室
電話：０１８－８８９－２２６０ FAX：０１８－８８９－３１８６
E‐mail： sankaku2@akita‐u.ac.jp

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究
者県有活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

（2）県内大学間連携体制の構築
	
１）	代替要員制度人材情報データベースの構築

秋田大学

代替要員制度
人材情報データベース

各機関の担当窓口

運用・管理に関するお問い合わせ先
秋田大学男女共同参画推進室コロコニ
〒010‐8502 秋田市手形学園町１－１
電話：０１８－８８９－２２６０ FAX：０１８－８８９－３１８６
E‐mail：sankaku2@jimu.akita‐u.ac.jp
URL：http://www.akita‐u.ac.jp/coloconi/

【秋田県立大学】

電話：０１８－８７２－１５００ FAX：０１８－８７２－１６７０

【国際教養大学】
企画課 地域交流チーム
電話：０１８－８８６－５９０４ FAX：０１８－８８６－５９１０
E‐mail： cos@aiu.ac.jp

【秋田工業高等専門学校】
総務課人事係
電話：０１８－８４７－６１０６ FAX：０１８－８５７－３１９１
E‐mail： jinji‐dv@akita‐nct.jp

【聖園学園短期大学】
事務局
電話：０１８－８６２－０３３７ FAX：０１８－８６２－０７８９

【聖霊女子短期大学】
石崎 利巳教授
電話：０１８－８４５－４１１１ FAX：０１８－８４５－４２２２
E‐mail： ishizaki@seirei‐wjc.ac.jp

【秋田大学】
男女共同参画推進室
電話：０１８－８８９－２２６０ FAX：０１８－８８９－３１８６
E‐mail： sankaku2@akita‐u.ac.jp

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究
者県有活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

人材情報に登録したい方

大学間連携in秋田

代替要員制度人材情報
データベースとは

代替要員を探したい方

秋田大学では、女性研究者の研究環境の整備と本
学を拠点とする県内大学間連携による女性研究者支
援事業に取り組んでおります。

女性研究者の出産・育児期のみならず、病気や介
護などで代替要員を必要とする教員等への支援とし
て、代替要員として可能な県内の大学等高等教育
機関に所属する研究者や教員の情報を集約し、必要
な情報を提供することを目的とするものです。

連携機関：秋田大学・秋田県立大学・国際教養大
学・秋田工業高等専門学校・聖園学園短期大学・聖
霊女子短期大学・他

人材情報データベース利用の流れ

（１）各機関の担当者（ＩＤとパスワードでシステムに登録されている
者）は、代替要員を必要としている教員等（以下「情報依頼者」とい
う。）の依頼により、本データベースから「専門分野」などをキー
ワードにして必要な情報を検索します。

（２）検索された情報の提供を受けた情報依頼者は、その情報を元
に本データベースに登録している教員等（以下「情報提供者」とい
う。）に代替要員として非常勤講師が可能かどうか依頼します。

（３）依頼を受けた情報提供者は、本務の状況等に鑑み、代替要員
として非常勤講師が可能かどうか検討し、可否を決定します。

・各機関の担当者に情報提供が可能であることを伝え、本データ
ベースの登録内容を提供していただきます。
（氏名・所属・専門分野 等）

・各機関の担当者に、代替要員としたい条件（専門分野など）を提
示し本データベースから必要な情報を検索してもらいます。

・検索の結果、該当する情報があれば、情報提供者と連絡を取り
代替要員として非常勤講師が可能かどうか依頼をします。

窓口担当者
がログイン

(1)人材情報の検索

(3)情報依頼者へ回答

(2)情報提供者への依頼
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人材情報検索

人材情報詳細

ログイン

トップ

人材情報新規追加

人材情報更新

人材情報修正

バックアップ

リストア

ログアウト

ユーザー管理

マスター管理

お知らせ管理

抽出・選択

抽出・選択

検索画面アクセス数表示

機能・画面遷移

ログイン画面◇ログイン画面

大学間連携 i n秋田　代替要員人材情報データベース

××××××
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お知らせ画面◇お知らせ画面

◇検索画面

大学間連携 i n秋田　代替要員人材情報データベース

大学間連携 i n秋田　代替要員人材情報データベース

TOP 人材情報検索 ログアウト

TOP 人材情報検索 ログアウト
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◇人材情報詳細画面

◇一覧印刷

大学間連携 i n秋田　代替要員人材情報データベース

TOP 人材情報検索 ログアウト

管理No（No.）

管理No
（No.）

氏名 （full name）

氏名 
（full name）

ふりがな （ruby）

現年齢 （age）

年齢 
（age）

性別 （sex）

性別 
（sex）

連絡先 （tel）

連絡先 
（tel）

備考 （remarks）

現在の所属

現在の所属

専門分野

登録日

（present institution）

（present institution）

（specialized fi eld）

（registration date）

登録日
（registration
date）

大学間連携 i n秋田　代替要員人材情報データベース

備考 
（remarks）

専門分野

（specialized
fi eld）
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ログアウト画面◇ログアウト画面
大学間連携 i n秋田　代替要員人材情報データベース
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	2）　リケジョ（理系女子）への扉

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年10月22日(土)…13:00 ～ 15:00

場 　 　 所 秋田キャッスルホテル

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（リーフレット等））

対 象 者 一般　　学生（中学・高校）　　その他（保護者等）

来 場 者 人数：72名、（内訳　中学生：20名　高校生：17名　高専：1名　
保護者・一般市民：9名　教職員：25名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（県内の中学・高校と教育機関等にポスター・チラシを送付）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
　次世代女性研究者育成事業
　「リケジョ（理系女子）への扉」

内 　 　 容 女性研究者数の増加を目的として幅広い層に意識啓発と理工系分野への興味を促すため
実施した。
　１．講義「すべては好奇心から～ iPS細胞研究に携わって～」
　　　講師　京都大学・山中伸弥研究室　特定研究員　佐藤　美子氏
　２．実験「キッチンでサイエンス～寒天の魅力～」
　　　講師　聖霊女子短期大学　生活文化科　健康栄養専攻
　　　准教授　進藤　祥子氏　他3名

効 果、問 題 点 　県内の中高生と保護者や高校・大学の教員など多数の参加があった。
はじめに、秋田大学大学院医学系研究科修士課程出身でもある佐藤美子氏が講演。自身の
キャリアアップの過程や研究活動の魅力を伝えた。
　また、共催の聖霊女子短期大学の教員による実験も行い、参加した中高生は、寒天の濃
度の違いによる触感の観察や官能検査でリケジョ気分を体験し、会場は大いに盛り上がっ
た。参加者からは、「世界が注目する最先端の研究に触れることができて良かった」「理系に
興味がわいた」「今後の進路についても考える良い機会となった」等の声が聞かれ、理工
系分野に興味関心を深めてもらうことができた。

反 省 事 項 特になし。

特 記 事 項 特になし。
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平成２３年１０月２２日（土）
13時00分～15時00分 （開場12時30分）

秋田キャッスルホテル ３階 弥生の間

日 時

場 所

１２：３０ 開場

１３：００ 開会

挨拶 秋田大学男女共同参画推進室長 渡 部 育 子

１３：０５ 講演

京都大学iPS細胞研究所（CiRA）山中伸弥研究室
特定研究員 佐 藤 美 子 氏

１３：５０ 休憩10分 （実験準備）

１４：００ 実験

聖霊女子短期大学
准教授 進 藤 祥 子 先生
助 手 松 田 律 子 先生
助 手 豊 嶋 瑠美子 先生
助 手 鈴 木 景 子 先生

１５：００ 閉会

Program

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」
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講師の先生をご紹介します

＜経歴＞
◆最終学歴：聖霊女子短期大学専攻科→
秋田大学大学院医学系研究科修士課程修
了。
◆秋田大学医学部の研究室に勤務→働き
ながら大学院に進学→現在

どのようなお仕事をしているのですか？

iPS細胞作製技術を用いて創薬、新しい治療法
の開発、病気の原因の解明や再生医療への応
用を実現するための研究を行っています。

中高生の皆さんへメッセージをお願いします。

『すべては好奇心から』
好奇心を持っていろいろなことに興味を持ち、

沢山のことにチャレンジしてください。今は将来の
ビジョンが見えなくても、やりたい職業がきっと見
つかるはずです。

どのような研究をしているのですか？

身近な果実や市販のジュースを原料にして、
酢を作ることを楽しんでいます。

進路決定のきっかけを教えてください。

大学は資格が取れる学部を優先しました。

薬剤師の資格を得、薬剤師として働いたこ
ともありますが、研究職にいた先輩に誘わ
れて秋田大学医学部に就職、主に、血液や
ＤＮＡを使って遺伝に関する研究を行いまし
た。

＜経歴＞
◆最終学歴：東北大学薬学部卒業
◆秋田大学医学部に就職→この間、文部
科学省在外研究員としてフランス国立科
学研究所でＤＮＡを用いた遺伝子学の研
究を行う→現在

ごあいさつ
男女共同参画推進室では、これからの社会を担

う若いみなさまを対象にさまざまな情報を提供さ
せていただいております。学問を志す場合、適性
の選択肢に男子・女子はありません。「何を究め
たいのか」という好奇心あるのみと思います。
21世紀が真の意味で男女平等が実現する時代

になるよう、祈りをこめて「リケジョへの扉」を企画
いたしました。どうぞお楽しみください。
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進路決定のきっかけを教えてください。

栄養士になろうと思ったきっかけは「生きるため

に食べることは一生続けなくてはいけない。食事
を作るのも女性のことが多い。だったらおいしくて
健康な食事を作れる女性になったほうが自分の
ためになる」という母親の言葉でした。

中高生の皆さんへメッセージをお願いします。

自分の願いは強く願えば叶うのだと、今まで生

きてきて感じます。職業選択の際何をしたらよい
かわからない人が多いと思いますが、少しでも興
味のあることを追求し、小さな事でも自分のヒラメ
キを大切にしてください。

＜経歴＞
◆最終学歴：聖霊女子短期大学専攻科健康
栄養専攻修了
◆聖霊女子短期大学に勤務→勤務６年目に
結婚→仕事と家庭の両立を目指す

進路決定のきっかけを教えてください。

小学生の頃から両親が仕事で忙しかったので、

よく料理をしていました。そのおかげで料理や食
べることに興味を持ちました。食は生きていく上で
切っても切り離せないものです。そんな食（栄養
学）の分野を極めてみたいと思ったのがきっかけ
です。

子どもの頃になりたかった職業は？

幼稚園の頃はお菓子屋さん。食べることが好き
だった表れだとすると、今の職業と少しは関係してい
るかもしれません。

＜経歴＞
◆最終学歴：聖霊女子短期大学専攻科修了
◆管理栄養士免許取得→聖霊女子短期大学
に勤務→勤務６年目に結婚

＜経歴＞
◆最終学歴：聖霊女子短期大学専攻科修了
◆給食委託会社へ勤務→聖霊女子短期大学
へ勤務

進路決定のきっかけを教えてください。

食にかかわる資格を取って仕事をしたいと思い、

管理栄養士の免許をとりました。給食施設において、
毎日安全でおいしい食事提供が行っていけるように、
給食経営管理に関する調査や研究を行っていきた
いと思っています。

どのような研究をしているのですか？

短大では助手として、実験・実習の準備や補助を

行っています。また栄養士の校外実習も担当して
います。研究は、病院や高齢者施設の給食経営
に関する調査を行っています。
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リケジョ（理系女子）を目指す皆様へ

共催：聖霊女子短期大学
〒011-0937 秋田市寺内高野10番33号

TEL (018) 845-4111
FAX (018) 845-4222

主催：秋田大学男女共同参画推進室コロコニ
TEL:018‐889‐2260
FAX:018‐889‐3186
E‐mail:sankaku2@jimu.akita‐u.ac.jp
HP:www.akita‐u.ac.jp/coloconi/

栄養士養成に携わっていますが、卒業生には佐藤美
子さんのように医学部、また農学部や理学部の大学院
に進まれている方がいます。理系への扉は誰にでも、ど
んな途にも開かれています。サイエンスに親しむことで、
目の前の世界を広げましょう。

＜経歴＞
◆最終学歴：東北大学大学院理学研究科生物学専攻修了
◆医学部に勤務→平成１０年より現職

私は、大学を卒業して１年後に結婚をし、その後４０歳
を過ぎてから大学院に入学しました。子育て、家事、仕
事と学生を両立しながら大学院を修了しました。勉強し
たいと思った時は、年齢に関係なく何歳でも勉強ができ
ます。長い目で人生の目標を立て、それにチャレンジし
てください。何かに興味を持ったその時こそ、勉強を始め
るチャンスです。皆さんの活躍に期待しています。

＜経歴＞
◆最終学歴：国立秋田大学卒→秋田大学大学院修了
◆聖霊女子短期大学付属高校勤務→１年後に結婚（子ども３人、現在孫２人）→公立
学校の講師を経験した後、聖霊女子短期大学に勤務。今年で勤続３０年。
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参加者人数内訳
講　演 ４２人
実　験 ２７人

アンケート回収　４２枚

「リケジョ（理系女子）への扉」参加者アンケート

女 
88% 

男 
12% 

質問１（性別） 

中学生 
48% 

高校生 
36% 

保護者 
5% 

一般 
7% 

学校関係 
2% その他 

2% 

質問２（所属） 

担任の先生

から 
36% 

担任以外の

先生から 
10% 

友達から 
10% 

親から 
2% 

チラシやポ

スターを見

て 
40% 

その他 
2% 

質問３（このイベントをどのよう

にして知りましたか） 

講演内容に

興味あり 
39% 

実験内容に

興味あり 
26% 

 
 

進学に役立

ちそう 
7% 

先生に

勧めら

れた 
4% 

友達に誘わ

れた 
17% 

その他 
7% 

質問４（このイベントに参加した

理由は何ですか） 

とても良かっ

た 
72% 

まあまあ 
良かった 

28% 

質問５（講演はいかがでした

か） 

とても 
良かった 

90% 

まあまあ 
良かった 

10% 

質問６（実験はいかがでした

か） 
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質問５　講演の良かった理由など
・ 世界中で注目されているiPS細胞について詳しく知ることができた。
・ iPS細胞についてよくわかり、今後の進路について役だったから。
・ 最先端の内容をわかりやすく講演され、リケジョとしての生き方に多くのリケジョが感銘を受けた。
・ もうちょっとiPS細胞について知りたかった。
・ とても勉強になったし、リケジョに興味がわいた。
・ iPS細胞は前から気になっていたものなので、詳しく知ることができたから。
・ 内容は良かったが、声が小さくて少し聞きづらかった。でも、興味深い話が聞けてよかった。
・ 難しかったけど、糖尿病やパーキソン病など身近な病気ともリンクさせていただので、おもしろかった。iPS細胞につい
て、とても身近に感じることができた。

・ 世界が注目するiPS細胞研究の一端に触れることができた。
・ 世界中で注目されているiPS細胞について詳しく知ることができた。、また進路についてすごくためになる講演だったと
思います。

・ 今、話題のiPS細胞について、より詳しく教えていただきとてもわかりやすく良かったです。プリントも見やすく中学生の
子どもにもわかりやすかったと思います。

・ とてもわかりやすくて、ますます理科への好奇心が強まった。
・ とても楽しかったです。
・ iPS細胞についてとてもよくわかったから
・ iPS細胞について分かりやすく説明してもらったから。

質問６　実験の良かった理由など
・ 「ところてんつき」初体験。官能検査がリケジョらしかった。
・ 官能検査をはじめてやって楽しかったからです。
・ 官能検査の内容がとても楽しかったから。
・ 見ながら、食べながら知ることができたから。
・ 寒天がおいしかったから。
・ 実験がとても楽しかった。
・ 寒天のことがいろいろ分かったし楽しかった。
・ ココレモンがおいしかった。官能検査は初めてだったから体験できて良かった。
・ 官能検査があってよかったです。
・ 寒天について深く知ることができたし、とてもおいしいレシピも教えてもらって楽しかった。
・ 身近な食材で実験できて、より興味をもつことができよかったと思います。
・ 楽しかったから。
・ 実験がとても良かったし、楽しかった。
・ とても楽しかったです。
・ 先生も優しく教えてくれたし、おいしかった。
・ 官能検査も実際にすることができ、楽しかったから。
・ 寒天の良さがよく分かる実験だったから。
・ 講演・実験ともに身近なものから考えられる良い機会となったからです。

意見・感想等自由記述
・ iPS細胞がどんなものかを知ることができて良かった。この講話を進路につなげていきたい。
・ iPS細胞には、プラナリアなど身近な動物にもそれが使われていて、その技術は人にも応用できるのはすごい技術だ
と思いました。

・ iPS細胞について、詳しく知りたいと思っていたので、今日はとてもいい経験だった。自分の進路についても考えること
ができた。

・ 気軽に参加してしまいましたが、最先端の研究に携わっている方のお話はとてもおもしろかったです。各学校でも講
演していただけるような機会があれば、リケジョが少しずつ増えるのではないかと思いました。

・ iPS細胞のことがよくわかった。詳しく知りたいので講演はもう少し長くてもいいと思う。
・ iPS細胞について以前から少々興味もあり知っていましたが、より深く知ることができました。少し専門用語が難しかっ
たです。ありがとうございました。

・ とても良い企画でした。
・ 官能検査がとても楽しかったです。ところてんをつぶすことも楽しかったです。
・ 官能検査での内容が一番心に残っています。またやってみたいと思いました。
・ 今回の活動を通して、リケジョや理系にとても興味がわきました。ありがとうございました。
・ すごく楽しかったのでぜひまた開いてほしいです。
・ すごい楽しかったしおもしろかったです。ありがとうございました。
・ おもしろかったです。
・ 自分の将来に向けてとてもいい経験になりました。また機会があったら参加したいです。
・ 私は科学部に属していて気象についての研究をしていました。まだまだ研究の最中で、役に立たないですが、山中先
生のように、いつか、人の役に立てられるような研究に仕上げていきたいと思います。今日は本当にありがとうござい
ました。

・ 講演と寒天とどのような結びつきがあるのか知りたかった。
・ 楽しくお話を伺うことができました。どうもありがとうございました。
・ 将来が決まったので、それに向けてがんばりたいと思いました。
・ 先生方がみんなとても優しくしてくれたし、とてもわかりやすかった。今日来て本当に良かったです。
・ ココレモンおいしかったです。
・ おいしかったです。ありがとうございました。
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・ 今回、母からリケジョについての講義を行うことを聞き興味を持ちました。とても面白くて、楽しい実験や講義でよかっ
たです。私もリケジョへの道を歩んでいきたいです。今日は、本当にありがとうございました。

・ 私は人生で初めてところてんを食べました。ガムシロップをかけると、意外に合っていてスィーツみたいだと思いまし
た。iPS細胞についても、知識を深めることができました。貴重な体験をありがとうございました。

・ 実験では、とても楽しみながらできて良かった。講演でも、普段は聞けないような内容があり参考になった。
・ とても理系のことに関して興味がでました。そして将来を改めて見つめるよい機会となりました。またこのようなイベン
トがあれば来たいです。

・ 実際にやってみるというところから深まった内容だと思いました。とても楽しいと思います。ありがとうございました。

平成 23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金 

女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成） 

秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in秋田」  

「リケジョへの扉」参加者アンケート  

本日は「リケジョへの扉」にご参加いただき、誠にありがとうございました。今後開催するイベントの参考に

させていただくため、本日ご参加くださいました皆様のご意見やご感想をお聞かせください。 

以下の質問についてあてはまる番号に○をつけてください。 

 

質問１ 性別  ①女  ②男 

 

質問２ 所属  ① 中学生（  年） ② 高校生（  年） ③ 保護者  ④ 一般   

⑤ 学校関係者    ⑥ その他（             ） 

 

質問３ このイベントをどのようにして知りましたか。あてはまるもの一つに○をつけてください。  

    ① 担任の先生から  ② 担任の先生以外の先生から   ③ 友達から  

④ 親から       ⑤ チラシやポスターを見て     ⑥ その他（         ） 

 

質問４ このイベントに参加した理由は何ですか。あてはまるもの一つに○をつけてください。 

① 講演内容に興味があったから           ② 実験内容に興味があったから    

③ 聖霊女子短期大学に興味があったから   ④ 進学に役に立ちそうだから  

⑤ 先生に勧められたから      ⑥ 友達に誘われたから          ⑦ 親に勧められたから 

 ⑧ その他（               ） 

  

質問５  講演はいかがでしたか。あてはまるもの一つに○をつけてください。 

① とても良かった  ② まあまあ良かった  ③ あまり良くなかった  ④ 良くなかった 

  （その理由：                                   ） 

 

質問６ 実験はいかがでしたか。あてはまるもの一つに○をつけてください。 

① とても良かった  ② まあまあ良かった  ③ あまり良くなかった  ④ 良くなかった 

（その理由：                                   ） 

 

ご意見・ご感想を自由に書いてください。 

 

 

 

 

   

ご協力、ありがとうございました。 

 

        

秋田大学男女共同参画推進室 coloconi   
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	3）　大学間連携合同シンポジウム「女性研究者から男女共同参画推進へ」

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2012年2月1日(水)…13:30 ～ 16:00

場 　 　 所 秋田ビューホテル　5階　牡丹の間

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 一般、大学等高等教育機関の教職員

来 場 者 人数：37名、（内訳　大学等教職員：28名　・県民：6名　行政関係者：3名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（連携機関等にポスター・チラシを発送）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
　平成２３年度　大学間連携合同シンポジウム
　「女性研究者支援から男女共同参画推進へ」

内 　 　 容 女性研究者数の増加を目的として幅広い層に意識啓発と理解を促すため実施した。
・挨拶：秋田大学長
・基調講演：「両立支援と大学間連携」

講師：（独）科学技術振興機構　科学技術システム改革事業
プログラム主管　山村　康子氏

・パネルディスカッション：「女性研究者支援から男女共同参画推進へ」
秋田県内５大学１高専から、各機関の取り組みの報告とディスカッション

効 果、問 題 点 　悪天候の中、連携の大学等高等教育機関教職員や行政関係者、一般県民と幅広く参加
があった。山村氏からの支援事業の説明や取組事例、教育機関連携による有効な取組につ
いての講演に、各機関からの参加者は熱心に聞いており、今後、秋田の機関連携としての取
組に期待できるのではないかと感じた。
　パネルディスカッションでは、各連携機関における女性研究者支援の取組や機関特有の
現状についての報告があった。また、連携して構築した代替要員制度人材情報データベース
の活用についての意見交換では、育児だけではなく病気や介護、遠距離通勤を考えると女
性のみならず男性にも有効であることから、今後さらなる利活用について向上させていくこと
を確認した。最後に、連携機関の教職員や行政関係者から大学に対する期待などの声を聞
き、連携を強化しながら男女共同参画を推進していくことを確認した。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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coloconi

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

基調講演
「両立支援と大学間連携」
講師  独立行政法人  科学技術振興機構

科学技術システム改革事業  プログラム主管  山村康子氏

パネルディスカッション
「女性研究者支援から男女共同参画推進へ」

秋田県立大学
国際教養大学
聖霊女子短期大学
秋田公立美術工芸短期大学
秋田工業高等専門学校
秋田大学

主催：秋　田　大　学
共催：秋田県立大学、国際教養大学、
　　　ノースアジア大学、聖霊女子短期大学、
　　　聖園学園短期大学、秋田公立美術工芸短期大学、
　　　秋田工業高等専門学校
後援：秋 田 県、秋 田 市

※申込み必要（当日参加も可能ですが、事前申し込みにご協力願います）

入場無料

お申し込み・お問い合せ：秋田大学
男女共同参画推進

TEL：018-889-2260 FAX：018-889-3186
E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp
HP：www.akita-u.ac.jp/coloconi/
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【日時】13：30～16：00（開場13時）13：30～16：00（開場13時）
平成24年2月1日（水）

【場所】秋田ビューホテル　５階　牡丹の間

【対象】県内の大学等高等教育機関の関係者
　　　　県民の皆様
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１．女性研究者の現状
・……日本の女性研究者の比率は13.6%であり、
主要先進国に比較すると極めて低く、特
に、自然科学系分野（理学、工学、農学
系分野）、上位職階の女性研究者が少ない
特徴的な状況となっている。また、女子
学生比率も、学部、大学院ともに、理学、
工学、農学系分野で低くなっている。
・…女性研究者が少ない理由については、アン
ケート調査の結果から男女共に「家庭と
仕事の両立が困難」、「育児期間後の復帰、
復職が困難」を挙げており、女性研究者
支援においては両立支援の取組が重要で
あることがわかる。

２．政策としての女性研究者支援・養成
・…総合科学技術会議が科学技術基本計画に
則り科学技術政策の企画、立案を行い、各
府省で科学技術政策が推進される。科学
技術基本計画は、平成７年度に制定され
た科学技術基本法に則り、５年毎に策定
されており、現在は、平成23年度に閣議
決定された第４期科学技術基本計画に則
り政策が進められている。
・…平成18年度に策定された第３期科学技術
基本計画においては女性研究者の活躍促
進という推進方策が掲げられ、これを受
けて平成18年度から科学技術振興調整費
「女性研究者支援モデル育成プログラム」

が、平成21年度から科学技術振興調整費
「女性研究者養成システム改革加速プログ
ラム」が開始された。

３．女性研究者研究活動支援事業
・…平成23年度、「女性研究者支援モデル育成
プログラム」の後継プログラムとして、「女
性研究者研究活動支援事業」が文部科学
省の事業として開始され、「女性研究者支
援モデル育成プログラム」で成果の上がっ
た取組に特化した形で女性研究者支援が
推進されている。

４．採択機関における機関連携の取組例
・…今年度事後評価でＳ評価となった三重大
学の取組。三重大学、四日市大学、鈴鹿医
療科学大学の３大学、鈴鹿工業高等専門
学校、鳥羽商船高等専門学校の２高等専
門学校、野菜茶業研究所、養殖研究所の
２研究所の７機関が連携を組み、女性研
究者支援に取り組み、さらに、三重県男
女共同参画センターとも連携し、三重県
内に強い波及効果を及ぼした。連携機関
女性研究者ネットワークの構築をはじめ、
７連携機関女性研究者ロールモデル紹介
冊子の作成、三重大学における連携機関
女性研究者による特別講義の実施及び連
携機関女子学生の実験研究体験、連携機
関による競争的研究資金への共同申請等

講師：独立行政法人　科学技術振興機構　　　　　　　
科学技術システム改革事業　　　　　　
プログラム主管　　山村　康子　氏

第１部　基調講演

「両立支援と大学間連携」
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の取組を実施し、７連携機関長による共
同宣言の発表、連携機関における女性研
究者の増加に繋げている。
・…「女性研究者研究活動支援事業」採択機関
の間でも機関連携が進められており、北東
北地域の秋田大学、岩手大学、弘前大学の
連携、産総研を中心としたつくば地域の
連携、広島大学を中心とした中国・四国
地域の連携、宮崎大学を中心とした九州・
沖縄地域の連携、関東圏の10私立大学連
携、U７連携等がある。

５．機関連携における有効な取組
・…機関連携における有効な取組として、女
性研究者のネットワーク構築、face-to-face
の情報交換、共同作業（共同研究、競争的
資金公募への共同申請、シンポジウム等
の共同開催、データバンク等の共同構築）、
自治体との連携等が挙げられる。
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コーディネーター）それで
はこれよりパネルディス
カッションを始めたいと
思います。
　本日はご多用の中、ま
た御足下が悪い中、大学
間連携合同シンポジウムにお集まりいただ
きまして、誠にありがとうございます。
　始めにこのパネルディスカッションのね
らいにつきまして、２、３ご説明申し上げた
いと思います。
　大学間連携は、例えば授業などで高大連携
が行われておりますが、男女共同参画あるい
は女性研究者育成支援ということで行われ
るのは本事業が初めてでございます。秋田県
内初めての取り組みということが第１点で
ございます。
　それから２点目は、本事業のねらいでは女
性研究者支援でございますけれども、大学に
は女性研究者だけではなく、当然、男性の研
究者や技術系の職員の方、事務系の職員の
方、非常に多くの職種の教職員によって構成
されております。
　そこで女性研究者支援から男女共同参画

推進へということでは、どういうことを提案
できるのか。この２点がねらいでございます。
　それではまず最初にパネリストの皆さま
に各機関で実施されている男女共同参画に
関する取り組み、あるいは女性研究者支援等
につきまして自己紹介も兼ねて、５分程度で
お願いいたします。
　それでは奥山先生お願いいたします。
奥山）秋田大学の奥山と申します。宜しくお
願い致します。
　秋田大学でこれまで
やってきた男女共同参
画、現在どうなっている
かを簡単に紹介させて
いただきます。
　主なものだけお話しますけれども、2005

〈パネリスト〉
… 石　川　匡　子　氏（秋田県立大学生物資源科学部応用生物科学科　准教授）
… 長　沼　奈絵子　氏（国際教養大学　助教）
… 佐　藤　了　子　氏（聖霊女子短期大学生活文化科　准教授）
… 菅　原　香　織　氏（秋田公立美術工芸短期大学産業デザイン学科　助教）
… 田　貝　和　子　氏（秋田工業高等専門学校人文科学系　講師）
… 奥　山　栄　樹　氏（秋田大学大学院工学資源学研究科機械工学専攻　准教授）

〈コーディネーター〉
… 渡　部　育　子　氏（秋田大学教育文化学部教授・男女共同参画推進室長）

第２部　パネルディスカッション

「女性研究者支援から男女共同参画推進へ」
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年に男女共同参画推進委員会というのがで
きました。それから2008年に男女共同参画
推進のためのアクションプランというのが
策定されました。これに関しては先日のアン
ケートの結果、約４割の人が知っているとい
うことになっています。これ詳しくまた次の
スライドでご紹介させていただきます。
　2009年の５月には男女共同参画推進室と
いうのができました。これに関してアンケー
トの結果６割の人が知っているんですが、同
時に相談窓口があるということを知ってい
る人は25％にとどまっているということに
なっています。

　それから女性研究者支援モデル育成事業
に採択されまして、これに関しては約２割の
人しか知らないということになっています。
　このアンケートは大学の構成員全体に対
して行っていますので、例えば女性の中でも
非常に人数が多いのが大学の場合では病院
の看護師さんになっています。その方達が知
らない人が多いということになっていたわ
けです。
　アクションプランというものは大きく二
つに分けられまして、一つが女性教員比率向
上のためのポジティブアクションというも
ので、例えば採用の際、業績が同等の場合に
は女性を積極的に採用するということを募
集要項に明記するということ。
　それからもう一つが環境・制度の整備とい

うことで保育園、本道地区、医学部の方です
けれども、そちらにある保育園を充実させ
る。それから病児、病後児保育というのを充
実させるということを挙げました。
　それから代替要員システムを構築すると
いうこと。子の看護休暇を一人でも10日取
れるようにしようとか、産前休暇を６週間
だったのを８週間にしよう。それから男性の
育児参加休暇を14日にしようというような
ことをこの時点でやっております。

　その後女性研究者支援モデル育成事業と
いうので、相談窓口を作るとか、次世代女性
研究者育成支援などの五つの項目を柱とし
てやってきております。

　その結果ですが、横軸が年度で縦軸が人
数で、保育園の利用者数の推移になってい
ます。約45人が定員になっているんですが、
この辺がどんどん増えて、定員オーバーとい
う状態になっております。
　それから病児・病後児保育「ことりのおへ
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や」というのがありまして、こちらは定員２
名になっているんですが、その利用者数で、
横軸が４月から３月までの月を表している。
縦軸が利用した人数。青の方が昨年度で、赤
の方が今年度です。利用者がだいぶ多いとい
うようなことが伺えます。

　例えば産前休暇の利用者数。これは10年
度の12月までですけれども、52名中50名、
ほとんどの方が８週間とっていて、制度を６
週間から８週間に変えた意味があったと思
います。

　それから男性の育児参加休暇も育児介護
休業法とかを超えて、５日を超えて取ってる
人がおります。
　それから子の看護休暇というのは、この
データからは女性だけではなくて、男性もた
くさん取得しているということが明らかに
なっております。
　女性教員比率の推移ですが、横軸が年度、
縦軸が％になっていまして、目標が18%な
んだけれども現在16％強になって、また最
近伸びが鈍っているという状況です。

　ごく最近の取り組みとしては、代替要員
のデータベースというものを近隣の学校と
一緒に作ったということ。それから支援員
制度、これは小学校に入る前までの子を持っ
ている女性研究者がTAとか、同じように学
生を支援員として手助けしてもらうことが
できるという制度で、現在のところ利用者が
３名です。実際に学生で支援員として働いて
いるのは５名という実績になっています。
　昨年度とったアンケートの解析を今行っ
ている最中で、これからこれを踏まえた改善
が必要だろうと思っています。
　そのアンケートの中で、「大学として取り
組むべきことは何ですか」という質問項目が
ありまして、男性・女性とも一番多かったの
が「ワークライフバランスの改善」というこ
とでした。
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　それから男性・女性とも２番目に大きかっ
たのが「超過勤務の縮減」ということでした。
それから女性が３番目に多かったのが「時間
単位での育児介護のための休み」。男性で３
番目に多かったのが「育児休業を取得するよ
うにしたい」ということ。

　この辺りを見ていきますと、例えば「時間
単位での育児介護のための休み」とあります
が、これは既に大学の方ではアクションプラ
ンを策定して、例えば子の看護のために休み
たいという場合には、時間単位で取れるとい
うふうになっております。それを知らない方
が多い。
　ですから、私たちが何をやるべきかと言う
と、もっとこういう制度があるんだよという
ことを周知する必要があると思います。
　これまでのをまとめてみると、千秋保育園
の場合、利用者が非常に増えてきた。それか
ら育児・介護等、いろんな制度が利用され始
めているけれども、まだ周知が必要であると
いうこと。それから意識改革が必要であると
思います。以上です。

コーディネーター）ありがとうございます。
それでは続きまして石川先生、よろしくお願
いします。
石川）県立大学の石川
です。
　私共の大学は全教員
217名のうちに、女性教
員は15人と７％の女性
教員になっております。
このうち実際に学生と卒業研究などで接す
る、本荘キャンパスにあるシステム科学技術
学部の場合、教員数94人のうち２人。生物
資源科学部の場合には教員数95人のうち９
人ということで、先ほど山村先生の資料に出
てきましたけれども、理工系の教員数として
はほぼ一般的な部類に入るだろうと思って
います。
　システム科学技術学部は女性教員が大変
少ないですが、こちらの女子学生の割合も非
常に少なく、現在、約20％弱だと思います。
秋田キャンパスの生物資源科学部は農学部
系ですが、現在女子学生の割合も非常に増え
まして、約50％になっております。
　普段学生と接するシステム科学技術学部、
生物資源科学部の教員の中で現在までに産
休を取得した教員は３名いらっしゃいます。
育休を取得している教員は２名おりまして、
この教員は現在も継続中でございます。その
内の１名は助教の先生ですが、その助教は大
学院生を対象にした授業も担当し、卒論研究
の学生も指導していますので、今回大学では
特別に代替教員を全国から募集しまして、１
人来ていただいております。
　採用制度としては普通の助教の募集の仕
方と同様に、専門分野、論文数、経歴等の審
査を経て、昨年の秋から来ていただいており
ます。
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　産休と育休を合わせて秋から１年間取っ
ていただくのですが、学生は卒論研究のため
実質３年生の後半から４年生の３月まで１
年半研究室に所属することになります。秋
から1年間代替教員に来ていただいた場合に
は、その教員はその次の年の秋までとなりま
すので、卒論研究の途中で退職することに
なってしまいます。そうなりますと学生の卒
論研究の途中で交代ということになり、学生
の負担もかなり大きくなりますので、大学と
してはその教員に３月末まで居ていただき、
育休から復帰された先生と一緒にやってい
ただく時期があるというような流れになっ
ております。
　ですので、私共の大学としては教員の産
休・育休をとりやすい環境ということと合わ
せて、それによって学生の不利益にならない
ように、学生の教育も十分に行えるようにと
いうことでケアをしているような状況です。
　以上のようなこともあり、私、個人の意見
としましては非常に女性も働きやすい環境
にあるのではないかと思います。
　私共の大学はまだ11年しか経っていない
ということもありますので、理系の大学とし
ては女子トイレも豊富ですし、ロッカー室も
しっかりと整備されています。子供がいらっ
しゃる先生の場合でも、例えばPTA活動な
どで何時間か職場を離れるというような場
合であっても、それに対する周りの教員も非
常に協力的だということもありましたので、
働きやすい環境にあると思います。
　また、ポポロードに大学のポスターを掲示
しているコーナーがあり、大学の広報誌であ
る『イスナ』という冊子を置いています。今
回は“県大ガールズ”という、女性教員と女
子学生の特集が載っていますが、それを見て
も女性をバックアップしてくれているよう

な体制であるように思っています。
　今回、卒業研究も考慮した体制を整えてく
れているということで、代替教員の制度とい
うのは非常に配慮されているとは思うので
すが、一つ心配なのは、卒論生だけではなく
て、修士の大学院生を教育している場合には
どうなるのだろうかということです。
　本学は実験系ですので、学生の卒論・修論
の場合には学生が出したデータを毎日確認
する必要があり、得られたデータに対して教
員と学生とでディスカッションを重ねながら
実験のスケジュールが決まっていくわけです。
　１年間の育休の場合、卒論研究は代替教員
制度で対応できることが今回のことで分か
りましたが、修士の場合になると研究期間は
２年間ですので、２年間のうちに１年間別の
教員で対応ということになりますと、実験内
容の継続性も難しく、テーマ変更も余儀なく
される恐れもわけですから、学生にとっての
負担は非常に大きくなると思っています。
　私たちの仕事というのは授業をするのは
もちろんですが、それ以上に未来の技術者や
研究者を育てるということが私たち教員の
大きな役割だと思っています。今社会でも理
工系の学生の場合、大学院進学ということを
非常に進めているところもありますので、今
後大学院生を受け持った時にどう対応して
いくかが非常に重要になってくるだろうと
思っています。
　それから、私たちは公設機関に在職してい
ますので、女性教員としては非常に恵まれた
立場にいると思います。しかし、私共の大学
を卒業した学生の様子を見ますと、結婚した
後、出産した後、技術者として職場に戻って
同じように働けるのかと言いますと、やはり
それは厳しい状況にあると言われています。
　大手企業では、以前に比べると制度を整え
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るなど改善されてきていますが、中小企業に
なるとやはり女性が復職した後に働くとい
うことに関して、まだ制度化されていないと
ころが多いように思います。
　今、私たちが声を上げることで、中小企業
の方たちにもご理解いただけるようになっ
ていけばと思いますし、そういうことを呼び
掛けることも女性研究者や女性大学教員と
しての務めかなと思っております。
　先ほど女性の教員、教授とかいうような役
職が出ていましたが、私共の大学の場合は比
較的に良い女性のバランスになっていると
思いますし、女性教員の働きぶりというのも
評価していただいているように思っており
ます。以上です。
コーディネーター）それでは続きまして長沼
先生、お願いいたします。
長沼）国際教養大学の
長沼です。
　今回こういう機会をい
ただいてお話をするとい
うのを前提にですけれど
も、私今現在妊娠して
おりまして、ちょうど男女共同参画というネ
タにはまるというか、産前休暇、産後休暇、
育児休暇をこれから取得させていただくと
いう立場ですので、ちょうどいい機会だと
思ってお話させていただきます。

　国際教養大学自体は今年で開学して８年
目になるんですけれども、今のところやはり

学生数をパッと見ただけでも、女子生徒がす
ごく多い。これは開学当初から変わらないま
まで、やはりうちの大学の場合、リベラル
アーツ、教養教育というのを目指しているの
と、あとやはり英語で全て授業するという前
提でやっておりますので、どうしても女子生
徒の興味が高いというか、語学系はどうして
も女子生徒が多いというのもあります。

　実際にそれと比例しているかどうかわか
りませんが、先生方の数とか、職員の数、女
性の数というのはとても多い方だと思って
おります。
　実際に今年、今回出してもらったデータと
いうのは１月１日、今年現在のデータですけ
れども、専任教員における女性の割合はちょ
うど33％、３人に１人が女性教員になります。
　専任職員になりますと、61％、３人に２
人が女性になりますので、女性職員の方が圧
倒的に多いという形で、今現在国際教養大学
の方は運営しております。実際に教職員全体
では42%、まず半数弱になるかと思います。
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　その中でも管理職の女性の割合がここ数
年、伸びたような感じはするんですけれど
も、それでもまずは教員の役職者の女性の割
合は30％、まず３人に１人ぐらい。職員役
職者となるとやはり18％になります。二つ
合わせるとまず26%、４人に１人が女性とい
う割合になっております。

　教員・職員の女性の割合に関わってきます
が、うちの大学の場合、特に女性共同参画と
いう取り組みは一切していないと思います。
実際に聞いたこともないし、見たこともない
というのが現状ですが、その一つの理由とい
うのが、結局必要だと感じたことが実際私も
ないくらい、平等に扱っていただいていると
いうのが現状だと思います。
　実際に女性であるということを意識して
働くという機会はまずないということ。あ
とは実際に取り組みをしなければいけない
という必然性をおそらく誰も感じてないん
じゃないかなと思います。
　私自身の話をさせていただくと、私は２回
出産休暇も育児休暇もこれまでとらせてい
ただいて、今に至ります。ちょっとここで
見ていただきたいのが、例えば2007年に出
産休暇２名、育児休暇２名で合計４名となっ
ていますが、実は４名ではなく、２名です。
出産休暇と育児休暇を取った方の頭数をカ
ウントしているので、４名ではなく、本当
は２名。というので計12名は、実際には６、

７名だと思います。

　実際にうちの国際教養大学の場合は、女性
の独身率がすごく高いので、まだ利用されて
いないという方が多いんじゃないかなと思
います。
　職員に関してはちょっと違いますが、教
員に関しては勤務状況としてフレックスに
なっていますので、自分の好きな時間に行っ
て、好きな時間に終わってということができ
るので、もし子供の病気があったとか、医者
に連れていってから仕事にいかなければい
けないっていうことがあったとしても、授業
に支障がない限りは自分の好きな時間に働
けるという制度で、すごく重宝しているとこ
ろです。
　それが職員の皆さんも利用できるように
なればいいなと、個人的に教員の立場として
は思うんですけれども、まだ実現してないと
いうのが現実です。
　私自身も先ほど言いましたが、２回産休・
育休をとらせていただいて、２児の母ですけ
れども、実は長男が生まれた時に私は出産休
暇だけいただいて、うちの夫が１年育児休暇
をいただきました。うちの夫は中学校教員
で、１年間まるっきり４月から３月まで休ん
で主夫をやっていただいて、私は稼ぎ主とし
て１年活躍してという、お互いに普段できな
い経験をさせていただきました。
　やはりうちの夫も公務員であるというこ
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とと、うちの大学の方でもすごく理解があっ
て、いろいろ融通を利かせていただいたと
いうのがあるので、先ほど石川先生がおっ
しゃったように、我々は恵まれているなとい
うのは感じているところです。
　最後に、今現在国際教養大学で取得可能な
休暇の種類はいろいろありますが、実際に私
自身が取得したことがあるというのは、出産
休暇、育児休暇、あと妊婦休息休暇というぐ
らいしかありません。
　ただ他の先生や、職員の方で介護等休暇、
育児時短勤務をされた方は存じ上げていま
す。ですので実際私が使ってなくても、利用
されている方はいるのかなとは思いますが、
実際数字としては出てこなかったので、今回
は情報として出すことはできませんが、そう
いうことになっております。

　国際教養大学の場合、先ほども言いました
けれども、男女共同参画という取り組みを全
くしていないのが現実ですけれども、実際
研究者支援というのが必要になってくる場
面というのがこれからまた増えてくるかも
しれないので、何点か提案をさせていただき
ます。まず第１点として、うちの大学の場合
は特に、病児・病後児に関して子どもがい
る先生達、職員の皆さまは困っている部分が
ありまして、保育所に普段行かせているけれ
ども、インフルエンザということになると熱

が下がったけれども行けないという時期が
どうしても３、４日あります。その時期にど
うするんだと。子どもは元気になったけれど
も、保育所に行けないので、そこをもし病児・
病後児保育室とか、託児室が設置できれば、
たぶんすごく助かる先生方、職員の方たちは
いるのかなと思います。
　先ほど奥山先生がおっしゃったみたいに、
秋田大学でやってるようなちょっと小さい
部屋でも、何か取り組みがあればすごく助か
るのになというのが、一番私が個人的に思っ
ているところです。以上になります。
コーディネーター）ありがとうございます。
それでは続きまして佐藤先生、お願いいたし
ます。
佐藤）聖霊短大の方か
ら参りました佐藤と申し
ます。宜しくお願い致し
ます。
　最初に取り組みとい
うことをお話する前に、
まず聖霊短大のことを簡単に説明させていた
だきますと、聖霊短大はカトリック系の私立
の短大で、設立母体は聖霊学園というところ
でございまして、短大の他に幼稚園、中学校、
高等学校が現在あります。創立は104年目で、
短大の方も57年目を迎えた古い学校です。
　この聖霊学園は幼稚園を除きまして女子
のみということで教育を行っておりますの
で、従って生徒、学生それから教員の方も女
性の先生が多くなっております。
　2011年現在教員の男女の数と申しますと、
学長・副学長・助手も含めまして現在33名
教員として勤務しております。そのうち女性
が18名で男性が15名です。したがって半数
以上は女性の先生ということになります。
　教員構成の内訳としまして、教授は女性が
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４名、男性８名。准教授は女性が３名、男性
１名、講師女性７名、男性５名。あと助手が
女性３名となっております。
　また事務職員の方も全部で15名おります
けれども、女性が８名、男性が７名というふ
うになっております。これは先ほどもお話し
ましたように、女子教育ということで女子の
みの教育を行っていますことと、それから設
立当時短大の方では家政学というものを中
心に発足をしましたので、女子教員・職員が
多く勤務しているのではないかと思います。
　先ほど教養大の先生もありましたけれど
も、本学でも特別男女共同参画ということを
学校で考えて取り組んでいるというような
ことはないということでした。本学は、女性
の先生が多いということで、そのようなこと
を特別意識せずに仕事をしているというこ
とです。
　ですが、実際そこに勤めている教員は聖霊
短大をどういう職場として評価しているの
かを聞いてみました。インタビューという形
で聞きました。50代４名、40代２名、30代
２名の先生に伺いましたが、その結果、全員
が女性だからといって働きにくいと感じた
ことはないと言っておりました。
　他に聖霊短大に転職してまいりました女
性教員4名に聖霊短大は前の職場と比べてど
うだったかということを聞きましたところ、
前の職場よりも勤務時間というのがはっき
りしていて、有給休暇も取り易いし、研究も
自分のテーマでできるというような理由で、
聖霊短大は大変働きやすい環境であるとい
うようなことを言っておりました。
　これは男女共同参画というよりも女性が
働き続ける、あるいは男性もそうだと思うん
ですが、働き続けることができるというよう
なところのちょっとヒントになるのではな

いかなと思いました。
　またその他に研究をバックアップするシス
テムとしまして、聖霊短大では助手でも働き
ながら大学の勤務を、短大の勤務をしながら
大学院等に入学させていただく等のシステ
ムもあります、私も含めてですが、助手の時
代に大学院に行かせていただきました。現在
まで、３名の女性教員が大学院を修了してお
ります。
　そのうち２名はドクターコースを修了し
ておりまして、今は研究者として、教員とし
て活躍しております。
　このように、男女を問わずそういう研究も
バックアップするというシステムというのは学
内でできているのではないかと考えています。
　しかしこのように良い環境ではあるので
すが、ただ課題もないわけでもないというこ
とです。先ほどから産休・育休ということで
資料が出ておりますが、実は聖霊短大の場合
は年齢構成上、産休・育休を取る層が今ほと
んどいないというのが現状です。
　先生達の中で、これからもしかしたら取る
かなという先生もいらっしゃいますけれど
も、だいたいは結構年齢構成が上ですので、
産休・育休という問題よりも、もしかしたら
介護それからご本人の病気ですね。今回も病
気のために急に休まれるというようなことが
多くありましたので、そのようなことが課題
となっているというふうに思います。
　あるいはまた産休・育休をとられた先生な
んかでも、育児休暇もちろん認められていま
す。現在２人ほど、過去に育児休暇をとった
教員と職員がおりますけれども、それでも代替
といいますか、代替の教員があるいは事務職
の場合ですと、代替の人が確保できないので、
その仕事を残っている者でやるということで、
迷惑をかけるというようなこともあります。
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　あとは先ほどもありましたように、保育園
にお願いして働くわけですけれども、急な病
気、それからどうしても保育園で熱が出まし
たというと、父親ではなくて母親の方に連絡
がくる場合が多くて、どうしても授業とか、
対外的な仕事をしている場合にはいけない
とかということがありますので、そういうよ
うな病児保育とか、秋田大学さんの方では自
前の保育園とかもあるようですけれども、そ
ういうような小規模のところではそういう
こともできません。
　そこら辺が課題であると同時に、制度とし
ては育児休暇さまざまな制度、介護休暇とか
ありますが、大変取りづらい制度になってい
ます。例えば、休暇を取ると勤務年数から外
れるであるとか、その間給料が少ししか出な
いとか、さまざまな特に介護の場合はしばり
がきつくて、同居しているとか、介護を必要
とする人の介護度ですとか、本人しか介護が
できないとかの要件など、様々な問題があり
まして、どうしても取りにくいということが
あります。制度があっても取りにくいという
のが現状ということで、ご報告させていただ
きます。
コーディネーター）それでは菅原先生、お願
いいたします。
菅原）美術工芸短大の菅
原です。
　現在、美術工芸短期大
学は平成25年に四年制
大学の開学を目指して
認可申請に向けて取り
組んでいる最中ということもあり、今回の代
替要員データベースには参加しておりませ
ん。また、妊娠・出産・育児に関しては秋田
市職員と同じ福利厚生が利用できますが、男
女共同参画とか、女性研究者支援といったこ

とでの特別な取り組みというものはありま
せんので、自らの体験を通した現状報告をさ
せていただきます。
　美術工芸短期大学の教員数は現在全部で
30名で、その内５名が女性の教員です。５
名の女性教員のうち、子どもがいる女性教員
が２名です。ただし開学してから美術工芸短
大に勤務する女性教員で、産休・育休をとっ
た教員は後にも先にも私一人で、あとに続く
女性教員はおりませんでした。
　美術工芸短大が開学した年度の３月に第
１子を出産しまして、その時は８月まで４カ
月間の育児休業を取りました。その時、私の
職階が助手でしたので、教務補助という立場
の臨時職員が代わりを担当してくれました。
　そのあと第２子を平成10年に妊娠したの
ですが、切迫流産で入退院を繰り返し、残念
ながら５カ月で流産してしまいました。その
翌年、平成11年に第２子を出産したのです
が、妊娠５カ月の妊婦健診の時に子どもに障
害があって生まれてからすぐに手術をしな
いと生きられないということがわかり、切迫
早産を防ぐために、出産まで入院しなければ
いけなくなりました。
　その後私は妊娠６カ月から出産までの３
カ月と、出産後２カ月間、子どもと一緒に「付
き添い入院」をして、その間に手術を行って
退院しました。退院後は自宅療養が必要だっ
たため、１年間育児休業をとらせていただき
ました。その時は、指導補助は臨時講師の方
に、その他の授業サポートは教務補助に代わ
りをやっていただきました。
　育児休業がちょうど終わる１歳になる頃
に２回目の手術があって、退院後、保育園に
預けようと思ったのですが、酸素吸入が必要
で、酸素吸入が医療行為に当るということ
で保育園では酸素吸入は出来ないからと預
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かってもらえず、日赤乳児院とか、いろいろ
な保育施設を探しましたが、結局預かっても
らえるところはありませんでした。最終的に
自宅で保育ママさんをやってくださる方が
見つかって、職場復帰できました。
　２歳になるときには３回目の手術があり、
そのときは看護休暇と年休を使って付き添
い入院をしました。退院後の自宅療養の際
は、夫に３カ月間の看護休暇を取ってもらい
ました。たまたま夫が中学校の教員をしてお
りましたので、介護休暇の代替教員の講師の
方を中学校の方で手配していただけました。
　３回目の手術の予後が良かったので酸素
吸入も必要なくなり、３歳になる年にやっと
保育園に入れました。ただ保育園は夜７時ま
でしか預かってもらえないので、研究会や出
張などで、休日や開園時間外の保育者の確保
には苦労しました。私の代わりに保育園に迎
えに行ってもらって、ご飯を食べさせ、お迎
えまで見ていてくれるという人がどうして
も必要なときもあります。その時には秋田市
でやっているファミリーサポートセンター
の協力会員さんの有償サポートをよく利用
していました。
　妊娠・出産・育児に関しては、とにかく自
力でなんとかするしかない、というのが現状
です。
コーディネーター）ありがとうございます。
それでは田貝先生、お願いいたします。
田貝）秋田工業高等専
門学校の田貝でござい
ます。高専の取り組みを
まずお話させていただ
きまして、そのあと私の
ことを少しお話させて
いただきます。
　お手元にパンフレットがあるかと思いま

す。高専機構で今年度でき上がりました『男
女共同参画行動計画』というものでございま
す。できたてですので、こちらでお配りする
のがちょうどいいかなと思いまして、用意い
たしました。
　行動計画というものを開きますと、これ
が平成23年９月12日策定になっております。
裏側の現状というところにグラフがござい
ますけれども、教員の数が、全体で7.5％に
なっております。秋田高専の場合は62名中
５名ですので7.7％、若干多いかなというと
ころでございます。
　新規採用教員に占める女性の比率が現在
15.7％でして、当面20%以上を早期達成と目
標を掲げているのですけれども、秋田高専と
しては10％という目標を設定しているよう
でございます。
　新規採用というのはそれほど多いもので
はありませんので、本年度に関しましては１
名で、これは私です。昨年度は３人中１名、
21年度その前の年に関しましては５名中１
名となっております。
　応募があれば積極的に女性教員を採用す
るという方向ではあるようですが、応募自体
が少ないという現状でございます。
　私のことですが、今年採用になりまして、
埼玉から出たことがなかったのですが、秋田
に参りました。私は産休と育児休暇をお取り
になっている先生の代替として２年間とい
う任期付きで採用になっております。
　今年度は私が代わりをやっていますその
先生が育児休暇をお取りになっていまして、
あともうお一方ですね、産休・育休をとって
いらっしゃいます。私は４月からですけれど
も、もう一人の先生、産休を取っている先生
は６月の途中まで授業をなさっていて、３月
いっぱいということで、こちらの場合は非常
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勤等々で賄っているようでございます。
　私は公募情報を見て、応募したのですけれ
ども、この代替要員制度というのが今年でき
たばかりなのですけれども、もしこれがもっ
と前からあれば、もしかしたら私は秋田に来
てなかったのではないかなと思っております。
　私は今まで首都圏で高等学校と大学の非
常勤をあちこちかけ持ちをしてきておりま
して、初めての専任になっております。２年
間というと、２年後というのが非常に不安
です。都内でやっている私立大学の非常勤
も土曜日に回していただきまして、金曜日
の夜帰って、土曜日、大学の非常勤を勤めて
いるという状況です。また日曜日の夜に戻っ
てくるというような生活を続けております。
以上でございます。
コーディネーター）それぞれパネリストの皆
さま、各大学固有の問題あるいは状況につき
まして、それぞれの先生方の個人のご体験を
含めましてお話くださいまして、ありがとう
ございました。
　昨年度行いました１回目の大学間連携合
同シンポジウムの後、連携推進会議やニーズ
調査を繰り返しまして、でき上がりましたの
が代替要員制度でございます。
　そこでまず連携大学の方々のご意見を頂
戴しながら構築いたしましたこの代替要員
制度、人材情報データベースの持つ可能性に
つきまして、考えてみたいと思います。
　奥山先生、先生お考えのところございまし
たら、お願いいたします。
奥山）まず育児休業とか取る場合に代わりの
人を雇う義務というのが事業主にあります
ので、実際には例えば私たちが何か休む、結
果的に取るとかいう場合に事業主、具体的に
学長がそれぞれの専門の代わりの人を的確
に選ぶというのは非常に難しい事です。

　そのために事業主から依頼を受けた、例え
ば学部長とか、そういった人が代わりの人を
探して、その際にこういったデータベースを
利用することができればいいのではないか
というふうに思います。
コーディネーター）ありがとうございます。
もし急に休まなければいけない場合にこの
データベースを利用するということですね。
このデータベースを作るのにはかなり難儀
いたしまして、運用いたしましたのが昨年の
10月からです。これから改善していかなけ
ればいけないところ、あるいは更なる充実し
ていかなければいけないところもあると思
いますけれども、例えばこういうデータベー
スがあると、先ほど聖霊女子短大の佐藤了子
先生が介護のことをちょっとおっしゃって
いましたが、何か使えそうなということござ
いますでしょうか。
佐藤）先ほどお話しましたように、職員の年
齢構成上、産休・育休というよりは親の介護
それから子供の病気の方が増えてきており
ます。あとは本人、ご本人の病気というので、
急に休むと。これは産休・育休であればある
程度予定がたつというのは変ですけど、いつ
生まれるとかというのがあって、代わりの方
もということもあるのですが、急な病気や、
あるいは急に介護で休まなければならない
というような時には、代わりの方に来てい
ただくのが難しくなります。このような急を
要するときなど、このようなシステムがある
と、本学でも参加させていただいているので
すが、そういう先生達がもしいらっしゃれば
有効なのではないかと思っております。
コーディネーター）ありがとうございます。
たとえば講座によって、比較的代わりのもの
が得やすいというところと、教養科目など、
その科目を担当できる教員が一人しかいな
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いというようなこともございますので、これ
は是非活用していきたいそういう制度でご
ざいます。
　ただ、これはWeb上のものでございまして、
先ほど山村先生のご講演にもありましたけ
れども、やはりface-to-faceと申しましょうか、
これを使おうという気になるのは、実際にこ
うして集まってみて、というようなことも多
いわけでございます。
　実は連携会議の中で生まれたものがござ
います。それが会場の皆さま方のお手元の資
料にもございますけれども、『リケジョへの
扉』という企画でございます。
　これは秋田大学と聖霊女子短期大学が連
携で開催した次世代育成イベントです。佐藤
了子先生、ちょっとご説明ください。
佐藤）それではお手元のこういうピンクの冊
子ですけれども、『リケジョへの扉』という
ことで共催ということで、させていただきま
した。
　たまたま本学の卒業生で専攻科を卒業し
ております。専攻科ということで４大卒と同
じ資格ということです。その資格を取りまし
て、秋田大学の方に研究補助員ということで
就職をしておりました。
　そこで進められまして、大学院の方に進み
ました。その後iPS細胞の研究員ということ
で勤めております。
　聖霊短大だけではなかなかこういう卒業
生がおりましても、自前でこういう規模の、
本学は小規模の学校でございますので、なか
なかこういう講演とか、実験なども難しかっ
たのですが、秋田大学の協賛ということで実
現することができました。聖霊短大の卒業生
もステップアップをすることによって、大学
院とかも修了して、仕事ができるというよう
なこともありますので、必ずしも最初から理

系の大学に行かなくても、将来の目標を考え
ながら進んでいくことができます。短大に
入ってもステップアップできるということ
を宣伝させていただけたのは本学としても
大変良かったということです。
コーディネーター）ありがとうございます。
この大学間連携につきましてはまだ課題も
多いところでございますけれども、こうして
各大学の本当に内情まで情報を共有できた
ということはひとつの収穫ではないかと考
えられます。
　とくに男女共同参画は意識しないという
機関もあること、そういう中でも介護の問
題、あるいは病児・病後児をどうするのかと
いう問題があることが紹介されました。秋田
大学の例として、制度はあるけれども周知を
徹底しなければいけないという問題も指摘
されました。
　次に、先ほども申しましたように、女性研
究者支援からキャンパスすべてに、そして地
域に男女共同参画を広めるにはどうすれば
いいのか。一言でお願いいたします。
石川）先ほど理系の女性教員が非常に少ない
というのが山村先生の資料の中でもござい
ました。学生の時から現実に身を持って感じ
ていることですし、それを重々承知の上でこ
の世界に入ってきているのですけれども、そ
ういう時に私の励みになったのは恩師から
「女性でも頑張れば必ず認められる」と言わ
れたことでした。
　それが今になって最も役に立っているこ
とですし、学生の時から振り返ると今は随分
働きやすくなったなというふうに思います。
　それはたぶん今教授として活躍されてい
る世代の女性の先生達が一生懸命頑張って
下さったということ、またその様子見て支援
して下さる先生達がいらっして下さったか
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らだと思っています。
　現に私共の大学でも教務学生委員長は女
性の教授でして、その先生の働きぶりを見て
いると自分ももっとやらなければと思って
います。
　今はこのように周りも社会も変わってき
まして、男女共同参画と口だけじゃなくて、
どんどん制度もできているように思います。
しかし、ただ制度ができたということだけ
ではなくて、周りにその制度を支援して下さ
るたくさんの理解者が増えて初めて実際に
運用されて行きやすくなるのではないかと
思っています。
　ですので学部長であるとか、一部の上位職
にある教員だけではなくて、もっと身近な教
員や職員の方々にも理解していただき、また
中小企業の方にもそのような制度を支援し
ていただけるような世の中になっていけば
と思います。
　最後に女性研究者もやはり一研究者とし
て精進するということを前提に、このような
制度を活用していくことが、制度を浸透させ
る上で一番大切なことなのではないかなと
いうふうに思っています。
コーディネーター）ありがとうございます。
只今のは周囲のサポート・理解とともに女性
研究者自身も今支援体制は非常に女性ター
ゲットになっておりますけれども、それに甘
えることなく、努力することが大事ではない
のかということでございますけれども、ここ
のところも非常に難しいところでもあるかも
しれません。行き過ぎるとすべて自前でとい
うことになっちゃうかもしれませんし。
　それでは田貝先生、埼玉からいらしてちょ
っとよそ者の目で秋田をご覧になって、秋田
っていうのはどういうところに見えますか。
田貝）私は飛行機で帰省しているんですけれ

ども、新幹線ですと４、５時間かかりますの
で、そうすると半日かかってしまうというよ
うな状況です。なかなかこんなことがないと
来る機会がないような土地だなと思ってお
ります。
コーディネーター）実は大学間連携というこ
とを私ども秋田大学が提案させていただい
たのは、秋田は例えば仙台からの通勤圏にも
ならないし、代わりの教員が必要と言っても
すぐにはいないよね、とこういう地域の特性
もあったわけでございます。
　それからパネリストの方々からご発言が
ありますように、介護の問題が出てきました
時の遠距離介護ということも出てくるわけ
でございます。
　それではこの辺で若干ですけれども、フロ
アの皆さまにお一方、お二方、ご発言お願い
したいと思います。
　たとえば大学にはこういうことを期待す
るというようなご発言がございましたらお
願いします。今ちょうど秋田市内の大学がほ
とんど集まっております。
会場男性A）秋田市役所では最近、研究等の
ために県内大学と連携をしています。今後も
そういった面で地域の大学と連携しながら
研究の方も進めていければと思っておりま
す。
　また私は男女共同参画という担当課です
ので、今日の講演でありました通り、それぞ
れの大学の取り組みなどを参考にさせてい
ただきながら、まずは秋田市の共同参画とい
うのを進めていきたいと思います。
コーディネーター）ありがとうございます。
ちょうど今秋田市役所からは秋田市のさま
ざまな審議会の女性議員比率を増やそうと
いうことで、大学にも依頼を頂戴していると
ころで、ちょうどデータベースなどをお作り
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になるという、そういう計画おありなんでしょ
うか。
会場男性A）ご紹介もありましたけれども、
秋田市役所の方で審議会120、130ほど持っ
ています。こちらのほうで女性の比率を高め
ようということで運動を進めておりまして、
同じような形で女性人材リストというのを
作成しております。
　今回渡部先生の方からご協力いただきな
がら、秋田大学に人材リストの方に登録して
下さいということで、現在登録を進めている
ところです。
　今後もそういった形で大学の方と協力を
得ながら、各審議会の女性の登用を進めまし
て、女性の比率を高めたいと思っております。
コーディネーター）ありがとうございます。
女性研究者支援から男性研究者、そして教員
に限らず職場全体、社会を丸ごと意識を変え
ていく、そういう点で何かご意見、ご発言等
ございましたら、もう一方だけお願いしたい
と思います。
会場女性B）病児・病後児保育制度ですが、
これは例えば中通病院なんかにもあると思う
んですけれども、たぶん一般の人は預けられ
ない。そういうのでなくて、一般にも使える
ような、そういう制度がないと大変ですね。
コーディネーター）ありがとうございます。
それは先ほどの実はランチミーティングの
時から出ている話題でございまして、病児・
病後児、大変困っていると、なかなかないと。
　実は私どもの病児・病後児保育は先ほど奥
山先生からご紹介ありましたように、大学内
にありますけれども、その他の支援というこ
とではまだまだ不足しているものもござい
ます。
　ホームページで子育て情報、介護情報など
の情報だけは提供させていただいていると

いう現状でございます。
　まだたくさんご意見もあろうかと思いま
すけれども、本日は代替要員制度をはじめと
する、大学間連携と秋田市内の大学の様々な
問題について考えてまいりました。プロジェ
クトの取り組み期間終了後も連携を深めま
して、地域貢献もしなければいけないと考え
ております。
　それからもう一つは今、病児・病後児・介
護等の問題も出されましたように、秋田で必
要なものは何かということを念頭に置きま
して、働く環境をより改善してもらいたいと
考えております。
　本日は本当に会場の皆さまからもご発言
いただきまして、ありがとうございました。
　それでは山村先生からパネルディスカッ
ションにつきまして、コメントを頂戴出来れ
ばありがたいと思います。
山村）どうもみなさんありがとうございまし
た。大変現場の声を聞くことが出来まして、
参考になりました。機関によってだいぶ状況
が違うなという感がいたしました。ただし、
現状特別支援措置がなくても、なんとかやっ
ていける状況はあるかと思うんですけれど
も、皆さん、いろいろな問題、例えば育休を
取った時に大学の仕事どうするのかとか。お
子さんが病気になった時にどうするのか。任
期が付いている職務、その後どうするのか。
いろんな問題があると思うんですね。
　今までは皆さん、ご自分でなんとかなさっ
てきたと思うんですけれども、それではやは
り大変ですので、やはり情報を共有するとい
うことで支援体制作りというのは非常に大
事なことだと思います。
　今現在は役に立たなくても、いろいろ状況
変わってきますので、教員の年齢構成であっ
たり、今の状況は変わってきますので、是
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非やはり支援体制というものは機関の中で
作っていかれると何かとためになります。
　それからもう一つ、是非女性の方にお願い
したいんですけれども、長期的なライフ設計
を特に若手の女性の方に立てていただきた
いと思います。
　具体的には配偶者の方も将来的にご自分
がお仕事を続けられたいのであれば、それを
一緒にやっていけるような方を選択しなけ
ればいけないという、これは外国の研究者の
方が言われたことの受け売りですけれども。
　そういったこともありますので、ご自分の
ライフ設計というのをしっかり特に若手の
方には立てていただきたいと。女性の方は特
に立てていただきたいと思います。
　私共のモデル育成事業、女性研究者支援事
業でもオンデマンド支援であったり、個別支
援であったり、個々の女性研究者の方の状況
というのは非常に異なりますので、それに
あった支援をしていかなければいけないと

いう方向に向かっております。
　これは女性だけではなくて、男性にも将来
的には当てはまっていくことでございます
ので、是非支援体制を今のうちに問題があま
り大きくならないうちに作っていっていた
だきたいと思います。
　以上でございます。ほんとに今日はありが
とうございました。
コーディネーター）山村先生、どうもありが
とうございました。
　このプロジェクト期間は今年度で終わり
でございますけれども、大学間連携および女
性研究者支援を秋田大学は継続して行うと
いうことが学内では合意を得ております。連
携システムもようやくここまで来たところ
でございますので、さらなる発展をしてまい
りたいと思います。
　そのことをお約束いたしまして、ご挨拶に
代えさせていただきます。本日はありがとう
ございました。
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平成23年度　大学間連携合同シンポジウム
「女性研究者支援から男女共同参画推進へ」に関するアンケート

平成24年２月１日（水）開催

質問５－１．満足度（基調講演）

質問５－２．満足度（パネルディスカッション）

質問１．性別

質問２．年齢

質問３．職業・所属

女  53％

男  47％ ふつう  18％

ふつう  18％

あまり参考にならない  6％

参考になった
29％

とても
参考になった
47％

参考になった
29％

参考になった
42％

質問５－３．満足度（全体）

70代  6％
20代  6％

30代  35％

40代  24％

50代  29％

その他  6％

秋田大学教職員
23％

他大学教職員  41％

会社員  12％

行政関係者
12％

その他学校
関係者
6％

質問４．本シンポジウムを知ったきっかけ

ポスター・
チラシを見て
47％

ホームページを見て  6％
知人からの紹介
12％

その他  35％

とても
参考になった
47％

とても
参考になった
25％

あまり参考にならない  6％

ふつう  33％

−…110…−
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質問５．本シンポジウムの内容についての満足度及び意見・感想など
【基調講演について】
・…女性研究者支援が、「第３期科学技術基本計画」により推進されていたことということが初
めて分かり参考になった。
・…数値目標だけを掲げるのではなく、女性研究者が世界に、国に、県にどんな成果をもたら
してきたのか具体的に説明があればよかった。
・国の支援制度がよく分かった。
・…全国の男女共同参画のことが知ることができ、自分の大学にも積極的に取り組んでほしい
と思いました。

【パネルディスカッションについて】
・男女共同参画を無意識に行われているという国際教養大学の教職員意識が興味深かった。
・…大学関係者は、情報交換ができてよかったのでは。長沼先生のお話を聞いて参加者の男性
の中には育児休暇を取ろうと思った人がいるだろうか。
・…現状がよくわかった。
・…各大学の様々な現状を知ることができとても勉強になりました。
・…各大学の現状を知ることができ有益であった。

【全体について】
・…これで２回目の参加ですが、いつも結果の出ない話し合いに残念に思っています。渡部先
生の締めくくりでホッとして帰っています。

６．その他（意見・感想）
・…封建制が色濃い秋田も、こんな外部からの力で少しづつ変わると思えました。私も３人の
子育てをしましたが、代替もなく、私と子供の体が健康であったことで何とか切り抜けま
した。健康・不健康の紙一重だったと思います。
・…市内各高等教育機関の様々な取り組みや問題などを聞く機会となり参考となった。
・…各大学の現状を聞かせていただきましたが、それが男女共同参画推進へどうつながってい
くのか、女性研究者支援にどうかかわっているのか、つかめなかった。一般人から見れば、
とても恵まれ待遇がいいと思いました。そもそも教員＝研究者なのでしょうか？　成果や
結果をもたらさない研究では意味がないと思いますが。
　…県内には支援を優遇できる人材がいるでしょうか？　特に大学関係者は、県外が多いので
はないでしょうか？
　保育園・幼稚園、小学校等、家庭教育を含めて低年齢の教育の大切さを感じました。
・…県立大の石川先生のおっしゃることに大変共感しました。様々な女性研究者支援制度も大
事だが、周囲の気持ち的な理解、支援、また、女性研究者本人の高い意識（甘んじない）
があって、初めて組織の制度も機能するというのは本当にその通りだと思いました。
・…男性の関わり方についてもっと取り組んでほしい。

−…111…−
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平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

平成23年度　大学間連携合同シンポジウムに関するアンケート

　本日はご来場いただきましてありがとうございます。今後の事業の参考とするため、皆さま
の率直なご意見・ご感想をお聞かせいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

以下の項目について、いずれかに○をつけるか、記入してください。

１．性別　　①女　　②男

２．年齢　　①20歳未満　②20代　③30代　④40代　⑤50代　⑥60代　⑦70代以上

３．職業・所属
　　①秋田大学教職員　　②他大学教職員　　③その他学校関係者
　　④男女共同参画団体関係者　　⑤行政関係者　　⑥会社員　　⑦自営業　　⑧無職
　　⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．本シンポジウムをお知りになったきっかけについてお答え下さい。
　　①チラシ・ポスターを見て　　②秋田大学・男女共同参画推進室ホームページを見て
　　③知人からの紹介　　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．本シンポジウムの内容について、満足度及びご意見ご感想などをご記入ください。
５：とてもよかった（とても参考になった）４：よかった（参考になった）
３：ふつう　２：あまり参考にならない…１：参考にならない

内　　　容 評　　価 コメント

基調講演 ５・４・３・２・１

パネルディスカッション ５・４・３・２・１

全　　体 ５・４・３・２・１

６．その他ご意見がございましたら、ご記入ください。

ご協力ありがとうございました。ご記入後は会場出口の回収箱にお入れください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　男女共同参画推進室

−…112…−
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	4）　大学間連携連絡会議開催記録

第１回 　 大 学 間 連 携 連 絡 会 議

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年6月20日(月)…10:30 ～ 11:30

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室

出 席 者 秋田県立大学（2名）、国際教養大学（1名）、聖霊女子短期大学（1名）、
秋田大学（4名）

議 事 平成23年度第1回大学間連携連絡会議

1.… 報 告 事 項 ・平成22年度第4回大学間連携連絡会議議事要旨の確認

2.… 審 議 事 項 ・…代替要員人材情報データベースの運用について説明があり、人材情報データやセキュリティ
の取り扱いなどについて審議した。
・…次世代育成事業について、連携機関で連携・共催で開催すべく、積極的な提案と協力を
依頼した。

・…北東北地域の大学連携シンポジウムの共催依頼と秋田県内大学間連携シンポジウムの開
催について審議した。

3.… 決 定 事 項 ・…代替要員人材情報データベースの運用について、各機関情報担当部門の紹介等文書で
依頼する旨了承された。

・…次世代育成事業について、文書で依頼する旨了承された。
・…北東北地域の大学連携シンポジウムと秋田県内大学間連携シンポジウムの開催について
了承された。

4.…今後の進め方 メールで連絡調整することとした。

特 記 事 項 ・特になし
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第２回 　 大 学 間 連 携 連 絡 会 議

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年10月28日(月)…13:30 ～ 14:10

場 　 　 所 秋田大学　工学資源学部１号館（事務部）２階　第二会議室

出 席 者 秋田県立大学（1名）、国際教養大学（2名）、聖霊女子短期大学（1名）、
秋田工業高等専門学校（2名）、秋田大学（4名）

議 事 平成23年度第2回大学間連携連絡会議

1.… 報 告 事 項 ・…平成23年度第1回大学間連携連絡会議議事要旨の確認
・…次世代育成事業において連携で開催した「リケジョ（理系女子）への扉」の報告

2.… 審 議 事 項 ・…代替要員人材情報データベースの構築が完成した旨の報告と、今後の運用ルールについ
て審議した。
・…大学間連携合同シンポジウムの開催について、協力の依頼と開催テーマ・時期について
審議した。

3.… 決 定 事 項 ・…代替要員人材情報データベースの運用ルールについて了承された。各機関の教員等に周
知するためのリーフレット作成に必要な情報は、各機関で確認の上、メール等で回答するこ
ととした。
・…大学間連携シンポジウムの開催について了承され、開催テーマについては秋田大学で原
案を作成しパネリストの依頼をすること、開催時期については平成24年1月下旬頃とするこ
とが了承された。

4.…今後の進め方 メールで連絡調整することとした。

特 記 事 項 ・特になし
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（3）次世代女性研究者育成事業　

	１）　優秀女性研究者表彰

- 1 -

秋田大学優秀女性研究者表彰要項

平成23年12月14日

学長裁定第180号

（目的）

第１ この要項は、優れた研究成果を挙げた秋田大学（以下本学という ）の若手女性研。

究者を顕彰することによりその研究意欲を高め、もって将来の学術研究を担う優秀な女

性研究者の育成及び男女共同参画の促進に資するため、秋田大学優秀女性研究者賞を創

設するとともに、その表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（表彰の対象）

第２ 表彰は、本学に所属する40歳未満の若手女性研究者で、国内又は国外において学術

上優れた研究成果を挙げたと認める者に対して行う。

（候補者の推薦）

第３ 部局長は、所属の職員が第２に該当すると認めるときは、別紙様式により表彰の候

補者として学長に推薦する。

（被表彰者の決定）

第４ 学長は、第３により推薦された候補者が、表彰に値すると認めたときは、役員会の

議を経て被表彰者として決定する。

（表彰の方法）

第５ 表彰は、学長が被表彰者に表彰状を授与し、併せて記念品を贈呈することにより行

う。

（表彰に係る勤勉手当の取扱い）

第６ 学長は、被表彰者を勤勉手当に係る成績優秀候補者とすることができる。

（人事記録への登載）

第７ 表彰を受けた者は、その旨人事記録に登載する。

（事務）

第８ 本表彰に関する事務は、人事課において処理する。

附 則

この要項は、平成23年12月14日から実施する。
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別紙様式

年 月 日

学 長 殿

○ ○ ○ ○ 長

○ ○ ○ ○ （印）

秋田大学優秀女性研究者表彰候補者の推薦について

秋田大学優秀女性研究者表彰要項に基づき，下記の者を推薦しますので，よろしく

お取り計らい願います。

記

所 属 等

職 名 生年月日 年 月 日

氏 名 年 齢 歳

推 薦 理 由

※表彰の対象となる事項に係る資料等を添付すること。
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	2）　若手女性研究者のための外部資金獲得セミナー

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年9月22日(木)…15:00 ～ 16:30

場 　 　 所 医学系研究棟　３階講義室３

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（研修会）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（大学院生・研究者）

来 場 者 人数：30名、（内訳　学内教職員：27名、学外３名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（ポータルサイト、ポスター掲示、チラシ配付）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画担当学長補佐　渡部　育子
「若手女性研究者のための外部資金獲得セミナー」

内 　 　 容 女子大学院生や若手女性研究者の研究活動への支援を目的として実施
　1．東京女子医科大学　心臓血管外科　冨澤　康子助教を講師に
　　　「研究資金取得のためのちょっとしたコツ」について講演
　２．質疑応答

効 果、問 題 点 　年齢・性別問わず学内はもとより学外機関からも参加者があり、研究資金獲得のための
関心の高さがうかがわれた。講師からは具体的な記述のアドバイスなどもあり参加者自身の
申請にすぐに役立つ内容であった。参加者からも事前準備の大切さがわかり、実践的な情報
を得たことで申請に向けて意欲がわいたというような感想があった。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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病院入口

基礎医学研究棟

基礎講義棟

学生
実習棟

臨床医学研究棟

管理棟

附属図書館
医学部分館

バス停

附属病院外来棟

附属病院病棟

保健学科棟

医学系研究棟

附
属
病
院
第
２
病
棟

臨床医学研究棟 会場

N

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金　女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

「研究資金取得のための
　　　 ちょっとしたコツ」
講師／東京女子医科大学　心臓血管外科

若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための若手女性研究者のための
外部資金獲得セミナー外部資金獲得セミナー外部資金獲得セミナー外部資金獲得セミナー外部資金獲得セミナー外部資金獲得セミナー

冨澤康子 氏

秋田大学医学系研究棟３階
講義室３

15：00～16：30

平成23年９月22日
日　時

場　所

木

TEL 018－889－2260　FAX 018－889－3186　E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp

秋田大学男女共同参画推進室お問い合わせ

主催：秋田大学男女共同参画推進室
共催：秋田大学産学連携推進機構

　助  教

男性の方の
参加もお待ちして

おります!!
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参加者アンケート　（回答者数22）
「若手女性研究者のための外部資金獲得セミナー」
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Q5 本セミナーの感想 
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Q5　本セミナーの感想・理由
・事前に調査することの意義がよくわかった。
・今年は間に合わないかもしれませんが、すくなくとも来年に向けて準備を進めていきます。

・審査員の話など、生々しい実践的な情報があってよかった。
・具体的でわかりやすかった。
・具体的なコツでわかりやすかったです。
・研究費に関してはこれまでこのような話を聞いたことがなかったのでとても勉強になりました。
・途中参加でしたが、たいへん具体的で参加してよかったです。
・個別状況に応じた相談にのってくれるなど、アットホームの雰囲気でよかった。
・外部資金獲得のコツがよくわかった。

Q6　今後開催してほしいセミナーの要望等
・英語論文の書き方セミナー
・英語で論文を書く方法
・論文作成などのセミナー

・『女性ならでは』といった内容をプラスしてもらえればもっとよかったと思います。質疑
応答が大変よかったです。
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平成 23 年度文部科学省科学技術人材育成費補助金 
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成） 
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」 

秋田大学男女共同参画推進室 coioconi 

秋田大学「若手女性研究者のための外部資金獲得セミナー」アンケートご協力のお願い 
 
本日は「若手女性研究者のための外部資金獲得セミナー」にご参加いただき、誠にあり

がとうございました。今後のセミナー開催の参考にさせていただくため、本日ご参加くだ

さいました皆様のご意見やご感想をお聞かせください。 
 
以下の項目について、あてはまる番号に○をつけてください。 
 
Q１．性別  ①女  ②男 
 
Q２．年齢  ①20 歳未満 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 代 ⑦70 代以上 
 
Q３．所属 
① 本学教員  ② 本学職員  ③ 大学院生  ④ 学部学生  
⑤ 本学以外の教職員  ⑥ 本学以外の学生  ⑦ その他（          ） 

 
Q４．どのようにして本セミナーをお知りになりましたか。 

① チラシ・ポスターを見て  
② 秋田大学ホームページ・男女共同参画推進室ホームページを見て  
③ 知人からの紹介  ④ その他（              ） 

 
Q５．本セミナーはいかがでしたか。該当するものに○をつけて、理由も教えてください。 
①大変満足  ② 満足した  ③ あまり満足できなかった  ④ 満足できなかった 
理由 

 
 
 
 
Q６．今後開催してほしいセミナーなどの要望や、男女共同参画に関してのご意見などござい

ましたら、ご自由にお聞かせください。 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
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秋田大学男女共同参画推進室

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金　女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

研究資金取得のための
ちょっとしたコツ

はじめに

若いうちの研究費取得はなぜ重要か 

学術雑誌に論文が accepted されるより難しいが、

誰かを拝み倒さなくても、研究資金が手に入る。

将来、海外留学を考えている場合、主研究者として

研究費を取った実績はとても重要。

履歴書（CV）に研究費をもらったことを書ける。

研究費取得能力があることが評価される。

　　　　　　　そのためにはどうしたらよいか 

これから羽ばたく若手女性研究者へ贈る     

TEL 018－889－2260　FAX 018－889－3186　E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp
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セミナー講師・本誌監修者の紹介

　東京女子医科大学を卒業後、東京女子医科大学循環

器外科学教室へ入室。

　東京女子医科大学循環器外科学教室助手を経て、

米・Stanford大学胸部外科学教室へ留学。

　東京女子医科大学循環器外科（現心臓血管外科）帰

局、現在に至る。

東京女子医科大学心臓血管外科

冨澤　康子  先生

今の一瞬を生きる。　　
　　人生は今の一瞬の積み重ね。
今、楽しく無ければ、
　　明日は楽しく無い。
自分の人生を設計せよ。
　　舞台が小さく観客が少なくともがんがんアピールせよ。

秋田大学男女共同参画推進室

TEL 018－889－2260　E-mail sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp

　平成23年９月22日の「若手女性研究者のための外部資金獲得セミナー」は、

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金　女性研究者研究活動支援

事業（女性研究者支援モデル育成）　秋田大学「大学間連携と女性研究者支援

in 秋田」の一環として、秋田大学男女共同参画推進室が主催いたしました。

・虚血性心疾患外科治療　　・小口径人工血管の開発
・安全教育　　　　　　　　・女性医師支援　他

編 集

Message for “younger sisters”

秋田大学男女共同参画推進室

略　 歴

研究分野
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	3）　女子大学院生ロールモデル紹介

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年10月27日(木)…16:10 ～ 17:40

場 　 　 所 秋田大学インフォメーションセンター

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　））無

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（　　　　　）

来 場 者 人数：16名、（内訳　大学生：7名　教職員：9名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP　メール発信
その他（県内の連携大学にポスター・チラシを送付、学内ポータルサイト、ポスター掲示、
チラシ配布）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
　「女子大学院生ロールモデル紹介」

内 　 　 容 本学における工学系女子育成のためのロールモデル事業を行うとともに、県内の大学との連
携を試みることにより女性研研究者の裾野の拡大を図る目的で実施。
　１．開会挨拶
　２．ロールモデル紹介
　３．みんなで楽しくtalking（質疑応答）
　４．閉会挨拶

効 果、問 題 点 　大学院工学資源研究科博士前期課程２年の大学院生５名をスピーカーにて次のような話
をし、ロールモデルを紹介した。
　１．現在どのような研究をしているか
　２．大学院へ進学してよかった点
　３．学部生と大学院生の研究上の違い
　４．就職状況
　５．質疑応答
　参加した学生からは「先輩から話を聞けて参考になった」「これからもこのような機会を
増やしてほしい」との声が聞かれ、より自分に近い立場の「女子大学院生の『生の声』を
聴くことにより、自分が大学院に進学した時の姿をイメージしてもらうことが出来た。

反 省 事 項 学生への周知が不十分で、参加者が少なかった。今後は周知方法の改善を行うこととしたい。

特 記 事 項 特になし
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女子大学院生
ロールモデル紹介

◆申込・お問い合わせ◆
秋田大学 男女共同参画推進室coloconi
T E L ： 0 1 8 - 8 8 9 - 2 2 6 0 F A X ： 0 1 8 - 8 8 9 - 3 1 8 6
E - m a i l ： s a n k a k u 2 @ j i m u . a k i t a - u . a c . j p

日にち：平成23年10月27日（木）

時 間：午後４時10分～午後５時40分

場 所：秋田大学インフォメーションセンター

申込方法 ：電話、メール、FAX、HPからお申し込みください。

もちろん当日参加もOKです。皆さんの参加をお待ちしています。

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

～プログラム～
１ 開会のごあいさつ

秋田大学大学院工学資源学研究科
山口 留美子先生

２ お話
（スピーカーの皆さん）
秋田大学大学院工学資源学研究科
環境物質工学専攻 ２年 鈴木 真希さん
環境物質工学専攻 ２年 會田 志帆さん
材料工学専攻 ２年 橋本 林娜さん
機械工学専攻 ２年 近藤 亜希子さん
機械工学専攻 ２年 波田野 璃布さん

３ みんなで楽しくtalking
４ 閉会のごあいさつ

秋田大学男女共同参画推進室長
渡部 育子先生

～コーディネーター～
秋田大学大学院工学資源学研究科

坪井 ひろみ先生
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～プログラム～

１ 開会のごあいさつ
秋田大学大学院工学資源学研究科
山口 留美子先生

２ お話
３ みんなで楽しくtalking
４ 閉会のごあいさつ

秋田大学男女共同参画推進室長
渡部 育子先生

コーディネーター
秋田大学大学院工学資源学研究科
坪井 ひろみ先生

～プログラム～
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秋田大学大学院工学資源学研究科
山口 留美子先生

２ お話
３ みんなで楽しくtalking
４ 閉会のごあいさつ

秋田大学男女共同参画推進室長
渡部 育子先生

コーディネーター
秋田大学大学院工学資源学研究科
坪井 ひろみ先生

～プログラム～

１ 開会のごあいさつ
秋田大学大学院工学資源学研究科
山口 留美子先生

２ お話
３ みんなで楽しくtalking
４ 閉会のごあいさつ

秋田大学男女共同参画推進室長
渡部 育子先生

コーディネーター
秋田大学大学院工学資源学研究科
坪井 ひろみ先生

環境物質工学専攻 ２年

鈴木 真希さん

環境物質工学専攻２年

會田 志帆さん

材料工学専攻 ２年

橋本 林娜さん

機械工学専攻 ２年

近藤 亜希子さん

機械工学専攻 ２年

波田野 璃布さん
『誘導場による書体の評価』

誘導場という概念を用いて感性
の評価を行っています。今回は、
書道の書体を対象にしています。
書道の上手な人とそうでない人に
文字を書いてもらい、その画像を
解析し、考察しています。

『八郎湖高濃度リン湧出の起源に
関する研究』

秋田県男鹿半島に位置する八郎
湖の水質浄化について研究してい
ます。

水質悪化の原因として高濃度リン
湧出水が一因とされており、その
起源について調査しています。

私はスポーツの運動計測に
ついて研究しています。運動

中の加速度や角速度を計測
したり，運動中の姿勢を計算

することが主な研究内容です。
研究に関すること、普段の生
活などなんでも気軽に聞いて
ください！

生分解性高分子のポリ乳酸
に関する研究を行っています。
ポリ乳酸の分子は1本の鎖の

ように繋がっているが、この鎖
に枝分かれ構造を導入して物
性がどのように変化するかを
解析しています。

『通電加圧焼結によるＴｉＣ－ＳｉＣ
セラミックスの合成とその機械的
性質』
本研究では、WC‐Co超硬合金

に代替できるような材料を開発す
るために，他の資源的制約の少
ない高硬度物質ＴｉＣとＳｉＣとＴｉＳｉ
２粉末を用い、ＴｉＣとＳｉＣを緻密
に焼結させることを試みました。

すずき まき
あいだ しほ

はしもと りんな

こんどう あきこ

はたの りぶ
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––第 1 回 coloconi talking

女子大学院生ロールモデル紹介 

 
山口）皆さん、９、10 時間目で大変お忙し

いところお越し頂きまして、ありがとうご

ざいます。電気・電子工学科で准教授をし

ております、山口と申します。 
工学資源学研究科は女性の数が少ない上

に、他学科の女子や同学科の学年が違う女

子と話をしたり、情報交換する機会ってほ

とんどないですよね。貴重な存在なのに、

不思議とこういう機会ってないですよね。 
 私も学生の時、そうでした。今から思え

ば上の人や、他の人をわざと疎遠したわけ

でもないのに、なんとなく話をしなかった

という４年間でした。 
 ですから、私が学生の時に女の子同士し

ゃべる機会というのは弓道部のサークル活

動がほとんどでした。 
 女性同士、将来どうしようかなとか、研

究でこういうことやっているんだよ、面白

いよね、というような話をした記憶は全く

ありませんでした。今から考えると本当に

もったいなかったなと思います。 
 そういうことをもっとしていれば、例え

ば自分が就職を決める時だって、将来を考

える時だって、もう少しいろんな幅が広が

ったかもしれないなとすごく思います。 
 だから私はそういう機会がもっと増えれ

ばいいなとずっと考えており、今回このよ

うな機会を作りました。 
 今回のスピーカーの皆さんは大学院の２

年ですが、内定は決まっていますか？頑張

ってる人もいますか？男性に比べれば女性 

はまだ門戸が広いですから、結構決まって

る方だと思います。 
 うちの娘もちょうど理系のＭ２（修士課

程２年）なんですよ。それで娘に「就活し

て何が一番理系に進んでよかったと思う

の？」って聞いたら、「選択肢が広い」って

言っていました。初めは私も「数学で大学

院に行って将来何するつもりなの」とか、

「どういう会社に入るつもりなの」と思い

ました。 
 しかし理系に進めば、文系も理系も両方

受けられるけど、文系に入ると文系の方し

か受けられないと。就活もできない。  
最近さまざまな企業で、多様性をもっと

高めていかないと競争力率がなかなかつか

ないということで、男性ばかりでなく女性

もとりましょう、いろんなバックグランド

を持ってる人、いろんな国籍の人を採用し

ましょうとなってきています。企業はダイ

バシティー（多様性）を求め、女性も積極

的にとりましょうという方向になってきて

いるんですよね。 
ですから女性で基礎学力的にそういう数

学のセンスであったり、理系のセンスであ

ったり、工学のセンスを持っているという

こと自体が、最近の企業が求めているダイ

バーシティにマッチしているんだと思いま

す。 
 例えばこういう話を、就活経験者から聞

けるじゃないですか。ですから今日参加し

てくださった方は非常にラッキーだと思い
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ます。いい経験ができると思います。 
 ということで堅苦しくならずに、皆さん

でお話をしていただければと思います。以

上です。 
坪井）山口先生、どうもありがとうござい

ました。これからこの会の司会をいたしま

す、工学資源学研究科の坪井です。 
 只今より大学院生の皆さんに、大学院が

どのようなものであるかについてお話をい

ただきたいと思います。が，その前に、鈴

木さん、會田さん、それから橋本さん、波

田野さん、近藤さんの順で自己紹介をお願

いいたします。 
 お名前と、今いらっしゃいます研究科の

所属と、どのような研究をしているかをお

話していただければと思います。鈴木さん

からお願いします。 
鈴木）鈴木真希と申します。環境物質工学

専攻で勉強しています。今やってる研究な

んですけど、生分解性高分子、たぶん聞き

なれないと思うんですけど、高分子という

のは身の回りにあるプラスチック、身近な

ものだったらペットボトルとかも高分子で

すし、その材料の元になるものを研究して

います。 
 それでプラスチックというのは普通自然

界では分解しないものなんですけど、生分

解性高分子というのは環境の中で微生物な

どによって水と二酸化炭素などに分解され

て、環境に優しいと言うので注目をされて

います。その中でポリ乳酸というものに着

目をして、研究を行っています。 
 ポリ乳酸というのはとうもろこしのでん

ぷんを原料にして、プラスチックを作って

いるんですね。でもポリ乳酸というのは問

題点があって、硬すぎるために脆いという

短所があるんですね。その短所を補うため

の研究を行なっていて、補うためには軟ら

かい成分を加えることが多く研究されてい

ます。 
 ポリ乳酸の構造は一本の鎖のように分子

が何個も繋がっているものなんですけど、

その中に枝分かれ構造を加えるというのも、

一つの手段としてあります。そういう研究

が今までも行われています。しかしその研

究というのが、今までの研究例だと物性評

価という面で詳しく研究がまだなされてい

ません。私はその分岐構造を入れて、ポリ

乳酸のどのように物性が変わるかというの

を詳細に調べるという研究を行っています。 
坪井）どうもありがとうございました。世

界の大きな問題であります、環境保全とい

うことに，随分とご尽力いただいている研

究で、たくましく頼もしく思いました。あ

りがとうございます。 
 では會田志帆さん、よろしくお願いしま

す。 
會田）會田志帆と申します。環境物質工学

専攻に在籍しています。 
 私は水質の改善について研究をしていま

して、秋田県の男鹿半島の付け根に位置す

る八郎湖という湖の水質を改善しようとし

ています。 
 八郎湖は水質が悪く、その原因が富栄養

化というのですが、リンなどが植物プラン

クトンの栄養源となって、プランクトンが

増加することによって、富栄養化が進行し

て水質悪化につながっていると考えられて

います。 
 そこでリンがどこから来ているのかとい

うことを研究しています。 
その原因のひとつとして、八郎湖の近く
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に高濃度リンが湧出している地帯があって、

その湧出地帯から八郎湖にリンが流入して

いることがわかっています。 
その起源を調べて防ぐことができたら、

水質の改善につながるのではないかと考え、

その起源の調査を行っています。 
坪井）どうもありがとうございました。先

程の鈴木さんと同じように，水質改善とい

う、今日の環境問題に非常にフィットして

いる研究ですね。しかも八郎湖の水質改善

には藻を使うというようなアプローチをよ

く耳にすることが多い中で、視点がダイナ

ミックだなと思いましたので、秋田県にと

っても他の地域にとっても、非常に有意義

な研究をなさっていると思いました。誠に

ありがとうございます。 
 では橋本さん、よろしくお願いいたしま

す。 
橋本）橋本林娜と申します。名前を聞くと

日本人かなと思いますが、生まれ育ちは中

国でございます。高校から日本に来て勉強

しています。今は工学資源学部研究科材料

専攻２年次でございます。 
 私は今、超硬セラミックスの研究は超硬

質セラミックスの研究をしているんですけ

れども、それは主に切削工具に使われてい

ます。切削工具には主にタングステンとい

う材料が使われていますが、近年資源的に

もいろいろ制約されていて、高価であるた

めにそれに代替する材料の開発が必要とさ

れていて、現在いろいろな研究がなされて

いるんですけれども、主に金属添加によっ

て耐食性に欠けるなどの欠点がありますの

で、私の研究では金属無添加の材料を作っ

ています。 
 先生と相談して成分とか組成とか、組成

比とかいろいろ変えて自分で試料を作製し

て、いろいろ機械的性質を調べているとこ

ろでございます。 
坪井）どうもありがとうございました。日

本でも世界でも物づくりが発展するために，

新素材を考えてくださっているわけですね。

大変ありがたい事だと思います。ありがと

うございました。 
 では波田野さんですね、よろしくお願い

します。 
波田野）機械工学専攻の波田野璃布です。

Ｍ２です。わたしがやっている研究は感性

の定量化ということです。感性と言っても

いろいろありますけれど、見た目、人が見

るものについての感性の定量化というもの

をやっています。 
 今は対象にしているのが書道のような書

体です。書道でうまいとか、下手とかいう

のがあると思うんですけれども、それをパ

ソコンで解析をして、数値によって表して、

上手い・下手というのを表すのをやってい

ます。 
坪井）どうもありがとうございました。見

るものを定量化して、それが素敵だとか、

まあまあだとかいうことを研究するとは，

さすがに工学系だなと思いますし，今後一

層，人びとがそのような研究に関心を示し

てくださると思います。 
 私も今聞いて，そのようなやり方がある

と知りました。感性だけじゃなくて、科学

的に分析できるということでございますよ

ね。ありがとうございました。 
 では最後になりました、近藤さん、よろ

しくお願いいたします。 
近藤）機械工学を専攻しています近藤亜希

子と言います。よろしくお願いします。 
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 私がいる研究室では、スポーツの運動計

測について研究しているんですけれども、

今日は写真があった方がイメージが湧くと

思って、写真を持って来ました。 
 これは水泳実験の時の様子です。左にあ

るのがセンサで、これは 45×65×25mm の

大きさの物です。ジャイロセンサと加速度

センサと地磁気センサが搭載されていて、

それを被験者に付けて実際に泳いでもらい

ます。この実験では、クロール時の腕がど

のように動いているかを計測しています。

ただ計測するだけではなくて、例えばクロ

ールで腕が１回転するのを計測するために

は、１回転を計測できるような理論が必要

になってくるので、そういう計測理論につ

いて研究しています。 
 他には、指の先にセンサを付けて、細か

い動きをどうやって測るかということも研

究しています。指先に付ける場合、小型の

センサじゃないと取り付けるのが難しく、

どうしても搭載できるセンサの量、種類が

限られてしまうので、なるべく少ないセン

サで正確に測れる理論が必要になってきま

す。 
 そういうふうに、私は主に理論について

研究をしています。これはアクリルで作っ

ている実験装置なんですけど、この実験装

置を用いて理論の精度がどのくらいなのか

というのを計測したりもしています。 
 
 
 
 
 
 
 

坪井）どうもありがとうございました。ス

ポーツの運動を計測するためのいろいろな

センサを開発なさっていると思います。手

術用などいろいろと応用が利きそうですか

ら、これもまた私たちの役に立ちそうな研

究だと思います。誠にありがうとうござい

ました。 
 今までは自己紹介を兼ねてお話いただき

ましたので、これからは実際に大学院生の

皆さんに現在の生活がどのような様子かに

ついて、私が質問して、それにお答えいた

だくということで理解を深めたいと思いま

す。 
 途中でも結構ですから、何かお尋ねした

いことがあればすぐにおっしゃっていただ

きたいと思います。 
 最初は、なぜ大学院工学資源学研究科に

進学したのか、というところから入りたい

と思います。鈴木さん、いかがでしょうか。 
鈴木）私が進学したのは就職する上で大学

院に行った方が有利だなと感じたからです。

４年生の時に就職しようと思って就職活動

していたのですが、私の興味がある技術職

や、研究職は、学部生だと応募できる職種

に制限があって、私がやりたいのはほとん

どが大学院卒からだったんですね。 
 将来職に就く上でやりたいことをやって

いきたいなというのがあったので、大学院

に進んだ方がやっぱり将来的にはいいかな

と感じて、大学院に進学を決めました。 
坪井）先程山口先生のご挨拶にもあったよ

うに、やはり大学院にお進みになると就職

の幅が広がり，学部生だとやりたい職種が

なかったが、大学院生になったことによっ

て希望する職種があるということですね。

その辺がだいぶ違うわけですね。 
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 では會田さんはいかがでしょうか。 
會田）私は４年生の時は別の研究室に配属

されていまして、別の研究をしていました。

その時は少し生物系に近い感じで、たんぱ

く質などを扱っていたのですが、環境物質

工学科だったので、もっと環境に近い事を

やりたいなと思いまして、今別の研究室で

研究しているんですけれども、もっといろ

んなことを学びたいなと思って進学を決め

ました。 
坪井）学部の時とでは研究なさりたい内容

が少し変わったのですね。だから大学院に

進んで環境のことを学びたいと。今実際に

水質の改善をなさっているということは，

大学院にお進みなって、もっとやりたいと

思っていたことが研究できたということで

すね。ありがとうございます。 
 橋本さん、完璧な日本語ですごいなと思

っていますが、どうでしょうか。 
橋本）４年生の時ははっきり言ってまだ何

も将来についての計画などがなくて、この

ままもう少し研究しながら自分の進路につ

いてもう少しじっくり考えようと思って、

そのまま進学を選びました。 
 周りの先生たちからも技術職とか専門職

につきたいならやっぱり大学院は絶対行っ

た方がいいよとアドバイスいただいて、フ

ラッときました。 
坪井）わかりました。大学院だと専門性を

活かすチャンスがやはり多いのですね、学

部よりも。 
では波田野さん、いかがでございますか。 

波田野）鈴木さんと一緒で、４年生の時に

就活をやってたんですけど、そこで色々と

会社を見たのですが、学部生と修士出た院

生とだと任せてもらう仕事もそうですし、

あと責任という形でもやっぱり違いがある

なと思って、院に進んだ方が責任のある仕

事を任せてもらえると思いました。今の研

究室でやっている研究も楽しいと思ったの

で、院に進みました。 
坪井）ありがとうございます。一つ観点の

違ったお話がでました。専門性を活かせる

ことと，さらに２年間の博士前期課程を修

了しているということで，より責任のある

仕事を任せてもらえる可能性が高いという

ことですね。同じやるなら、やはり責任の

ある仕事をやった方がやりがいもあるかと

思いますので、その点を今お話いただけて、

なかなかいいヒントだなと感じました。 
 ありがとうございました。それでは近藤

さんですね、お待たせしました。 
近藤）私も４年生の時は就職活動をしてい

て、その時は始めから大学院に行くつもり

ではありませんでした。機械工学科だと３

年生の終わりぐらいに研究室に配属されま

すが、研究室に配属されるまでは、大学の

授業を何となく受けているという状態でし

た。研究室に入ったら、英語の論文を読ん

で勉強したり、さらにわからないこと自分

で調べてそれをアウトプットしていかなく

てはいけませんが、それまでは大学はずっ

と受身でインプットする場だったのが、自

分の興味のあることに関して調べたり、ア

ウトプットしたりという場になりました。

そういうことが楽しかったので、もう少し

研究をしてみようかなと思ったのがきっか

けです。 
坪井）ということは、研究室配属というの

がなかなか効果的だったということですね。

どうもありがとうございました。 
 次は、質問の二つ目、大学院に進学して
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良かったことを伺いたいと思います。今度、

逆に近藤さんからどうぞ。 
近藤）学部生の時と違って、授業が少ない

ので時間を自由に使えるということですね。

研究室にもよると思いますが、私の場合は

お昼頃にフラッと学校にやってきて、夜の

９時位まで研究をして帰るというような生

活をしてますし、そういうふうに自分で自

由に使える時間っていうのがかなりあると

思います。 
 他には、研究をするということは、普通

に授業を受けるだけとは違って、自分で考

える力や、まとめる力というのが身に付く

と思います。プラスの２年間、ただぼけっ

としているだけじゃなくて、一生懸命研究

をすることで、さっきも専門性を活かせる

という話が出ていましたが、専門性だけで

なく、そういう基礎力みたいなものも付く

と思います。 
坪井）自分の研究を自分でまとめていく力

を付けるというのは時間がかかることでし

ょうけれども、時間が自由に使えるという

点は非常に魅力的なことだと思います。あ

りがとうございます。 
 波田野さんはいかがですか。 
波田野）近藤さんと同じになってしまいま

すが、時間が自由に使えるというのがかな

り良かったことだと思います。また、４年

生でやらせてもらった研究というのは結構

受け身な感じで「これやってみてね」とい

う感じでしたが、大学院の研究だと自分が

主体になって進めて行ったり、Ｍ１の時に

は４年生の面倒も見たりしないといけない

ので、４年生よりもその研究について自分

自身も深められるというのはありました。 
 あと先ほど就職の話も出ていましたが、

やはり就職に有利になったり、機械工学だ

と推薦があるんですけれども、学部生より

優先的に推薦を使わせてもらえたりという

のがありました。 
坪井）ありがとうございます。時間の使い

方が自由だというのが魅力的のひとつとい

うわけですね。そして，研究する姿勢が変

わってくるのですね。学部の時はこういう

ふうにしなさいという指示でやることが多

いのですが、大学院になるとご自分からや

るということですね。 
 さらに，学部生に何かアドバイスしたり、

教えたりすることがあるので、逆に自分の

方にも力がついてくるということですね。 
 就職については圧倒的に差があるという

か、有利のようですね。ありがとうござい

ます。 
 橋本さん、どうぞ。 
橋本）大学院に入って良かった面は自主性

が身に付いたことだと思います。やはり波

田野さんと同じように、４年生の時は先輩

についてひたすら実験装置のやり方を覚え

たり、「これやって」と言われからそれをや

っていて、全部言われてやるというような

感じでしたが、修士になってからは先生と

相談して、機械の装置も一通り自分で使え

るようになって、研究の流れもスムーズに

なりさらに深く自分の研究内容について考

えることができるところが良かったなと思

います。 
坪井）ありがとうございます。やはりどう

も博士前期課程になると自主的にいろいろ

なことができるようになるようですね。そ

こが学部生とだいぶ違うところだと思いま

す。ありがとうございました。 
 會田さん、いかがですか。 
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會田）また同じになってしまいますが、学

部の時は自分で考えるというよりは与えら

れたものを一生懸命こなしていくのに必死

で研究を進めているというところがありま

すが、大学院に入ってからは自分で考えて、

先生と話し合いをしてよりよい方向に進め

ていくことができるようになったと思うの

で、そういうところがよかったと思います。 
坪井）ありがとうございます。やはり主体

性が身に付くところが圧倒的に違うようで

すね。 
 お待たせしました。鈴木さん、どうぞ。 
鈴木）皆さんに言われてしまったのですが、

自分で計画を立てて４年生の時はできなく

て、先生に言われて「これやって、あれや

って」と言われたとおりにやるということ

だったんですけど。大学院になってからは

先生も次の４年生いますし、大学院になっ

たら自分でやっていかないといけないので、

自分でやるということに対しては成長でき

たかなと思いますし。 
 さっきも言った就職の面では大学院で就

職活動やってみて、４年生と全然違うなと

いうのは感じたので、大学院行ってそれは

よかったなと思います。 
坪井）ありがとうございました。大学院生

になると学部生の時に比べて，課題を見つ

けて自分で解決するということが容易にな

るということですね。 
 それでは三つ目の質問に移りますね。少

し似たようなことになってしまいますけれ

ども、学部との違いという点で、研究を自

主的にやるようになったというお話がござ

いました。それから時間が自由に使えると

いうことと、授業があまりないということ

でした。 

 それ以外にありましたらおっしゃってい

ただければと思います。何かございますで

しょうか。 
橋本）４年生の時は、起きた時間に学校に

行くという自由な生活だったんですけれど

も、院生になってからはやっぱり研究室の

先輩として責任感みたいのがあって、自分

の研究室では先輩一人に後輩が一人つくの

で、自分の後輩をちゃんと面倒みなくては

いけないという気持ちから、早めに行って

勉強にも集中して指導にも時間をかけるよ

うにする生活になりました。 
坪井）学部の方をお世話するというか、お

教えするということは、かえって自分のた

めにもなっているわけですよね。学んだこ

とを確認できますものね。 
 波田野さん、何かございませんか。 
波田野）これはちょっと悪い点になってし

まうかもしれないんですけれども。学部生

だと授業がなくなったら夏休みに入ったり

して、完全に休みになります。でもうちの

研究室やたぶん他の研究室もそうだと思う

んですけれども、一応研究室には毎日来な

くてはいけないので、夏休みはふつうにお

盆休みと好きなところを１週間休むという

ようになるので、休みは少なくなるかなと

いうのはあります。 
坪井）きっと研究するということはそうい

うことかなと思いますね。カレンダーとは

違う動きになりますから、多少さみしい時

もあったかもしれないですね。 
山口）学会とか行きますよね。 
坪井）そうですね、そこもお尋ねしてみま

すね。 
皆さんは学会へは結構お出かけしますか。 
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橋本）うちの研究室では結構行くんですけ

れども、私はまだです。 
坪井）まだ行ったことがないのですね。會

田さんはいかがですか。 
會田）私も行ったことないんですけれども、

研究室の中では他の人達は行ったりしてま

す。 
坪井）鈴木さん、どうでしょう。 
鈴木）わたしはＭ１の時に１回とＭ２では

９月に岡山で発表して来ました。 
坪井）山口先生、やはり博士後期課程の方

が圧倒的に出席する機会が多いですね。 
山口）基本的に多いですね。電気電子工学

科では大学院生にどこかの学会ないし研究

会で自分がファースト・オーサーになって、

ポスターもしくは口頭で必ず発表してこい、

というのを課しています。 
 研究室によってそういう学会活動が多い

所もあれば、あまりそういうのが無い所も

あると思います。 
坪井）博士前期課程の段階でということは

大学院にお入りになると学会の発表がどう

も待っているらしいということで、きっと

楽しみだと思います。 
山口）楽しみですよ。例えば他大学の大学

院生ってどういうことやっているのかなと

か話ができる。 
 私が研究をやり始めて何が楽しかったか

というと、学生だったら入ることができな

い東大だとか、京大、お茶ノ水、東工大な

どのキャンパスに入って行けて、そういう

所の食堂でご飯を食べてくるとか、図書館

に入ってくるとか、そういう貴重な経験が

できたことです。 
坪井）楽しみが待っているようですね。あ

りがとうございます。 

 お話を聞いてわかったのですが、５人の

方は今後進む道が少し分かれるようですね。

鈴木さんの場合は就職予定ですよね。 
就職活動に研究が役立ったというような

お話がありましたので、改めてお聞かせい

ただきたいのですが、やはり研究というの

は就職活動には大いにプラスになっている

ものでございましょうか。これが四つ目の

質問です。 
鈴木）私は技術職として採用されました。

学部の時はできなかった所に就職ができま

した。電子部品を作っている会社なんです

が、電子部品にする上での材料の研究とか

もやっていて、いまやっている化学の知識

を活かせるかなと思ってます。 
坪井）やはり，かなり専門性を活用できる

ような職場のようですね。會田さんのご希

望は。 
會田）私は就職なんですけど、今活動中で

す。 
坪井）専門を活かしたようなところをご希

望ですか。 
會田）そうですね。環境について関われる

ような職業に就けたらいいなと思って活動

しています。 
坪井）就職活動というのはかなり大変だろ

うと思います。特に秋田大学のように地方

から企業に出向く時には，リクルートスー

ツを着て、キャリーバッグを持って，電車

や夜行バスを使って企業を訪問するという

点では、距離が遠い分だけ多少のリスクが

あると思うのですが。その辺のところで何

か辛かった思い出などございますか。 
會田）私は夜行バスをよく利用しているの

ですが、結構疲れるので面接などに集中す

るために、バスでもよく寝られるように工
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夫していました。 
坪井）夜行バスになるんですね。 
 鈴木さんもやはりバスをお使いだったで

すか。 
鈴木）そうですね。大抵バスでした。 
 私は東京で受けるようにしていたので、

全部夜行バスで行きました。 
坪井）どうも夜行バスの人気が高いようで

す。体力が要りますね。 
鈴木）そうですね。 
坪井）面接用のスーツを持って行くのです

ね。体力については皆さん，問題ないでし

ょうが、それでも大変でしたね。ありがと

うございます。 
 橋本さんはいかがですか。ご希望の研究

を活かしたような所にご就職でしょうか。 
橋本）はい。決まった会社は自動車部品、

主にエンジン周りの部品を作る会社で、自

動車技術の進歩と共にそれを構成するパー

ツもより、高品質で高性能であることが求

められると思うので、そこに材料工学で学

んでいる材料基礎知識が少しでも活かせら

れるのではないかと思っています。 
坪井）就職活動は非常に大変でしたか。 
橋本）私は１社目は自由応募で受けて、最

終的にだめになって。それで２回目は学校

の推薦で受かって入ることに決まりました 
坪井）やはり面接会場まで夜行バスでお出

かけしたんでしょうか。 
橋本）新幹線でした。 
坪井）新幹線もいいかもしれません。体力

維持のためには大事なことかもしれないで

すね。 
山口）推薦だと旅費出たりしますよね。 
坪井）そういう特典も。 
橋本）１回目の説明会のほか、１次面接を

受けるときから、交通費が出ました。 
山口）自由応募でも出してくれたんです

か？ 
それは結構いい方ですね。ラッキーです

ね。 
坪井）旅費が出るところもあるようですし、

自分である程度出さなければならないとこ

ろもあるようですね。 
山口）基本推薦というのは出してくれると

いうところが多いですね。 
橋本）先生にお願いすると。 
山口）大学を通して行きますからね。 
坪井）それもいい方法かもしれないですね。 
山口）学部生の方たちは学科でそういう就

職の説明はしてもらってますかね。 
坪井）学部生の方だといつぐらいからスタ

ートするものでしょうか。 
山口）もうしている所はやってますよ。去

年であれば 10 月１日からコンタクト取れ

るような形で動いてましたから。 
坪井）今年は 12 月からですから、そろそ

ろいろいろなお話があるかと思いますね。 
 波田野さん、よろしくお願いします。波

田野さんもお勤めをご希望ですか。 
波田野）はい。就職ですね。 
坪井）就職活動で大変だったことや楽しか

ったこと、こうしたらうまくいったとか、

何か思い出やアドバイスはございますか。 
波田野）私も最初は自由で動いていて、い

ろいろ受けてみて、最終的に推薦で受けて

決まりました。自由で受けている時はいろ

いろ説明会とかも行ったので、移動が大変

なのはありましたけど、推薦は１回の面接

とかで終わりなので、それは辛い感じでは

なかったです。 
坪井）やはりバスでお出かけですか。 
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波田野）交通費が出る時は新幹線で行って、

バスでも行きました。 
坪井）自由応募と推薦だとかなり雰囲気が

違うものなのでしょうか。 
波田野）面接の雰囲気とかは普通みんな同

じような感じですけれども。推薦の方がち

ょっと和やかではあるかなと。 
山口）推薦の場合１次面接抜きで２次面接

に行きますからね。そうすると残ってきた

人たちだけですから雰囲気が違いますね。

推薦で行った方は初めて面接の形になりま

すから。 
坪井）面接の時に気を付けておきたいこと

はございますか。こちらの方たち（参加者

の学部生）はどうなさるか考え中かもしれ

ませんので。面接って結構緊張すると思う

ので、何かアドバイスがございましたらお

願いします。（五つ目の質問） 
山口）進学希望ですか？それとも就職希望

ですか？それも決めかねてるという感じで

すか？どっちにしようかなと。 
会場女性 B）はい。 
坪井）面接の時の心得というか、こういう

方がいいのではないかということはありま

すか。鈴木さんと橋本さんと波田野さんか

らお伺いしましょうか。 
 鈴木さん、どうでしょう。こんなふうに

したらちょっとラッキーじゃないのという

ようなことなど。 
鈴木）私はしゃべる時はとりあえず明るく、

というのをとりあえず心掛けていました。

前自由応募で集団面接をした時に一人が凄

く明るくて、圧倒されてしまってあまりし

ゃべれなくなって。 
 やはり面接官の人も一番しゃべる人に注

目がいっていました。それを見てから、明

るくとりあえず言いたいことは全部言おう

と思っていきました。 
坪井）そうですか。會田さん、何かヒント

になるようなこと、心掛けてらっしゃるこ

とはありますか。 
會田）鈴木さんと一緒なんですけれども、

面接ではできるだけ笑顔を忘れないように

しています。 
坪井）ついつい緊張して顔がこわばるとい

うこともあるだろうと思いますけど、その

辺は心掛けて臨むわけですね。 
 橋本さん、いかがでしょう。日本と中国

の面接の仕方は多少違う面もあるかと思い

ますけど、何かございましたでしょうか。 
橋本）中国では面接とかやったことないの

でわからないですが、イメージとしては中

国人は厳しいですね。あなたはこの職に向

いていないとか、人が傷つくようなこと普

通に言うし。 
 でも日本人は控え目ですごい思いやりが

あります。 
坪井）面接中はやはり笑顔を。 
橋本）笑顔を忘れずに明るく積極的な感じ

を出すようにしました。聞かれたことだけ

をしゃべるのではなくて、プラスアルファ

して返すとコミュニケーション能力がある

と思われるかなと思います。 
坪井）きっとそうだったと思います。笑顔

が印象的だということは大事なようですね。 
 波田野さん、いかがでしょうか。 
波田野）皆さん、言ったように明るくとか、

はきはきしゃべるというのは心掛けてまし

た。集団面接で女一人という事が結構あっ

て、そのぶん受け答えがちゃんとできるよ

うにはしてました。 
坪井）そうでしたか。皆さん、就職先はご



−…142…− −…143…−

出身地以外になるわけですか。 
鈴木）そうですね。 
坪井）一人暮らしはだいぶ慣れていると思

いますけども、就職先は特段岩手県にこだ

わるとか、そういうようなことありました

か。 
鈴木）やはり私は実家から近ければいいな

というので、東北をメインに探していまし

た。 
坪井）會田さんはお家にお帰りになりたい

とか、そういうご希望はございませんか？ 
會田）実家が北海道にあるので、できれば

北海道がいいなと思っています。もしくは

すぐ飛行機で帰れる東京を考えていて、な

ので東京か、北海道かという感じで考えて

います。 
坪井）そうですね、地域も大事な点になり

ますね。橋本さんの場合はいかがでしょす

か。 
橋本）実は両親が郡山にいるんですね。や

っぱりしょっちゅう家にも帰りたいので東

北に。 
坪井）今度の勤務先は東北地方にあるので

すね。割と頻繁にお帰りになることができ

そうですね。 
 波田野さんはいかがですか。 
波田野）私は一応実家の近くの会社なんで

すけど、工場とか全国的にあるんで、いろ

いろ行くとは思います。 
坪井）最初は本社配属でもそのうち転勤と

いうことはあるかもしれないですね。 
 とりあえず卒業したら都内にあるご実家

にお帰りになるのですね。 
近藤さんは進学を希望しているのでちょ

っと皆さんとお話が変わるのですが。博士

課程の残りあと３年ということですね。 

 博士号の取得を目指して残られるという

ことですが、工学資源学研究科でも博士課

程の中で２年間の前期課程と３年間の後期

課程がありますが，後期課程にお進みにな

る方は非常に少ないです。 
 近藤さんが博士後期課程に進学したいと

いうご希望がありますので，その理由をお

聞かせいただきたいと思います。何故でし

ょうか。 
近藤）将来的に大学の教員や高専の先生に

なりたいなと思いまして。実を言うと私も

最初は普通に就職活動をしていたんですね。

というのも大学で研究したり、後輩の面倒

見たりするのは自分に向いていると思って

いたのですが、やはり後期課程ともなると

進む人も少ないし、論文も書かかなければ

いけないので、すごく茨の道ですよね。そ

れで、なかなか踏ん切りがつかなくて、一

応就職活動はしていました。 
坪井）そうでしたか。 
近藤）一応内定もいただいたんですけど、

その時にほんとうにこれでいいのかなとす

ごく悩んだんですね。そこで、これから大

変だろうけど、将来的にやっぱりやりたい

方に進んだ方がいいんじゃないのかと考え

直して、進学しようと決めました。 
坪井）大学の教員を目指しているというこ

とですので，山口先生、やはり工学部系の

先生ですと博士号がないとなかなか採用さ

れないものでしょうか。 
山口）ないとだめです。採用時に持ってい

るか、博士号を取得する段階が保証できる

論文であったり、研究業績がある人がまず

エントリーの対象になります。 
坪井）あと３年間で博士号をお取りになっ

て、その後大学の教員になる道を模索して
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いただきたいと思います。 
 山口先生、博士後期課程では国際学会で

の発表という機会は随分多いものでしょう

か。 
山口）随分多というか、本当に研究で業績

を残そうと思ったら、英語で発表しないと

誰も聞いてくれない。日本で日本の中で知

り合いに囲まれて発表しているという段階

の研究はあまり認められないという形にな

りますので、英語力はかなりつけないと大

変です。 
 秋田大学でもそういう制度があるかどう

かわからないですが、この間国際会議でア

ルメニアに行った時に会った阪大の大学院

生は、別のプログラムで今アメリカに行っ

ていると言ってましたね。 
 旧帝大はそういうプログラムがたくさん

あって、そういう予算もたくさんあるので、

大学院の後期の学生はかなりの頻度で国際

会議なり、そういう交換生のような形で、

ショートだと２，３週間、長いと１，２カ

月で結構海外に行きますね。 
 ですからそういう機会を見つけてどんど

ん経験を積んでいった方がいいし、そうい

うふうに行かないと逆に業績がなかなか伸

びていかないというのがあります。 
坪井）近藤さんについては，今後，国内の

学会発表は当然のこと，国際会議での発表

も待っているということですね。 
 学部生の皆さんにとっても，博士後期課

程に進むと海外に行くチャンスが増えて、

それが楽しみになるわけですね。山口先生

はいろいろな国に行って国際発表をなさっ

ていますので、国際会議で発表するとはど

ういうことかなど，チャンスがあればいろ

いろと伺ってみるとよろしいかと思います。 

授業の時に，国際会議で発表なさった先

生たちがその時の様子をお話なさることが

あると思いますので，関心を持ってお聞き

いただければと思います。 
 近藤さんは研究の他にも英語の勉強も待

っているようですので、お励みいただけれ

ばと思います。 
 就職なさる皆さんには，急に海外出張が

入るという可能性は非常に高いと思います。

秋田大学で身に付けた英語力を使い，どう

ぞひるまずに海外でもご活躍いただければ

と思います。 
山口）技術職とかで就職すると会社の方で

発表じゃなくても「国際会議に行って聞い

て来い」とか「いろんな人の発表を聞いて、

いい技術を勉強して来い」というふうに国

際会議に出席させられます。 
 ちょうど２週間前にも韓国の国際会議に

行った時に化学技術職の新入社員の女の子

が２人来ていました。食事会みたいなのが

あったのでそこでちょっと話をしたんです

けれども、そこの会社はそうやって新入社

員でも技術職の人はどんどん海外研修させ

るということを言ってました。 
坪井）橋本さん、新素材を売る時には世界

市場を対象に，技術者が英語でプレゼンす

るということになりそうですね。 
山口）今は技術英語ではなくて、技術中国

語やらなきゃいけないんですね。 
坪井）橋本さんは中国語が堪能ですから、

その点をきっと企業も高く評価したことだ

と思います。 
では学部生の皆さん、先輩である大学院

生の方に何かご質問等ございませんか。堅

苦しくお考えならずに、そんなに研究ばか

りしていてアルバイトはできるのでしょう
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かとか、そのようなお話でもいいと思いま

すが、いかがですか。 
会場女性 A）他の大学院ではなく秋田大学

の院に進んだ理由や、良かったことを聞き

たいです。 
坪井）ありがとうございます。では鈴木さ

ん、他の大学に行かずに秋田大学工学資源

学研究科に来ていただいた、その理由はな

んでしょう。 
鈴木）学部時代からの研究をそのまま大学

院でも同じように続けられるということと、

研究室の先生は面倒見がすごいいい先生で、

先生が好きだったし、研究室も好きだった

ので、そのまま上がりました。 
坪井）會田さん、いかがですか。 
會田）私は学部の時と研究室が違うのです

が、４年生の時から秋田大学の大学院の中

で研究室を見ていて、すでに決まってたの

で選びました。 
 また、大学からの友だちが院でも一緒な

ので、例えば違う所に進学したりすると少

し最初のころは大変かと思いますが、私の

場合はそのまますぐ研究に入っていけるの

で、その点良かったと思います。 
坪井）橋本さん、いかがでしょうか。 
橋本）私は鈴木さんと全く一緒ですね。研

究内容がそのままで、周りの人がいいから、

この人達の側にいたいと思いました。 
坪井）波田野さん、いかがですか。 
波田野）私も同じなんですけど、先生がい

いというのと他の学校も考えなくはなかっ

たですけど、また新しい所で２年間行くの

は面倒かなと思ったので、秋田大学にしま

した。 
坪井）近藤さんいかがですか。近藤さんは

これから３年間，ここで研究してくださる

ことになりますね。 
近藤）鈴木さん、橋本さんと同じで、４年

生からの研究がそのままできるという事と、

いつもお世話になっている先生達のもとで

そのまま研究したいと思ったからです。 
坪井）どうも研究が続けられるということ

と研究室の仲間やお友だち、指導の先生な

どとのご縁が強いようです。  
会場女性 B）會田さんに聞きたいことあり

ます。 
 ４年で入ってた研究室じゃない研究室に

院で入ったそうですが、それで大変だった

こととかありますか。 
會田）みんな学会に行っているというお話

があったと思いますが、それはたぶん４年

生の時から続けて研究をしていたからマス

ターの１年生、２年生で発表できるという

データがあると思うんですけれども、大学

院から研究を新しく始めると、データがな

いので、学会での発表はなかなか難しいと

思います。 
山口）私の所にも学部の時とは違う研究室

からきた学生がいましたね。秋の学会には

間に合わないので、１年経った春の学会に

はなんとか間に合うようにと、入ってきた

４年生、新しい４年生と一緒に講義で習わ

ない専門性のことを一から勉強していまし

た。 
 やる気があれば全然大丈夫ですよ。研究

室が変わったらかえっていろんなことを学

べるし、視野が広がっていい面もあると思

いますよ。どうですか。 
會田）いろいろ学べるので楽しいです。 
坪井）ずっとお続けになるのも魅力的だし、

変わったとしてもまたそれはそれでいろい

ろな経験もできるし、魅力的だということ
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ですね。 
 皆さん、どうもありがとうございます。 
それでは最後になりましたけれども、閉

会のご挨拶といたしまして、男女共同参画

推進室長の渡辺育子先生からご挨拶をお願

いしたいと思います。宜しくお願い致しま

す。 
渡部）渡部育子です。教育文化学部で日本

の古代史をやっております。 
 男女共同参画推進室では今、21 世紀を担

う若い理工系の女子を増やそうという活動

に力を入れています。 
 院生の皆さま、学生の皆さま、そして山

口先生、文系の人間が聞いていても楽しい

お話を今日は本当にありがとうございまし

た。 
 これから、卒業されても就業されても、

こういうアットホームな雰囲気の中で開催

されたこのイベントの成果を是非伝えてい

っていただければと思います。 
 工学資源学部は創立100周年でございま

す。記念行事のほとんどが男性でございま

した。今日見渡してください。ここに男性

何名おりますか？男女共同参画推進室の縁

の下の力持ち、中井総括主査お一人です。

おそらく皆さま方がリーダーとして活躍さ

れる時には男女の比率もこのようになって

いるかもしれません。 
 そういう日を期待して、ということでご

挨拶に変えさせていただきたいと思います。

今日はありがとうございました。 
坪井）ありがとうございました。ちょうど

よいお時間になりましたので、これで閉会

したいと思います。このプログラムは、工

学資源学部の女性の先生たちに声がけをし

て，様々な局面でご協力をいただいて出来

上がったものです。女性の教員は少ないで

すが，女子学生の皆さんを一生懸命サポー

トしたいという気持ちでおります。今後，

いろいろな所でお会いできると思いますの

で、その節はよろしくお願いいたします。 
 本日は誠にありがとうございました。 
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	4）　サイエンスセミナー２０１１

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年12月22日(木)…16:00 ～ 17:00

場 　 　 所 秋田大学医学部細胞生物学講座セミナー室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 研究者　　学生（大学院生）　　その他（　　　　）

来 場 者 人数：14名、（内訳　研究者8名　大学院生1名　教職員5名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（県内の大学等高等教育機関等に案内送付）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
次世代女性研究者支援

内 　 　 容 女性の理工系研究者数の増加を目的として実施
セミナー「マンモスからコラーゲンがとれました」
　講師　株式会社ニッピバイオマトリックス研究所長　服部俊治氏　

効 果、問 題 点 　コラーゲン研究のパイオニアである株式会社ニッピバイオマトリックス研究所長の服部氏か
ら、大学院生・研究者向けに、コラーゲンの特質や研究の先端について分かりやすく解説さ
れ、医学系以外の参加者にも興味深い内容であった。
２万—４万年前のマンモスの肝臓、肺、生殖器や牙から、酸やアルカリ、酵素処理によって実
験的に抽出されたコラーゲンを質量分析によって、アミノ酸レベルで解析することによって、マ
ンモスの体温は現生人類のそれよりも低かった可能性が示された。また、化石サンプルから
もコラーゲンの特質である３本鎖の構造がみられることがわかりコラーゲンが残っている可能
性が示された。生物の歴史の面白さが参加者に伝わった。
　参加者からは、活発な意見交換や質問があり、和やかな雰囲気の中でも熱気のある時間
となった。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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平成21年度文部科学省科学技術人材育成費補助金Ê
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成） Ê
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」 Ê

主催：秋田大学男女共同参画推進室coloconiÊ
お申し込み・お問い合せ先:Ê
    TEL:018-889-2260Ê Ê FAX:018-889-3186Ê Ê Ê
    E-mail:sankaku2@jimu.akita-u.ac.jpÊ
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê HP:www.akita-u.ac.jp/coloconi/Ê

 平成23年12月22日（木） 

  午後４時～午後５時 

秋田大学医学部 基礎医学研究棟３階 

細胞生物学講座セミナー室 

株式会社ニッピバイオマトリックス研究所 

所長 服部 俊治 氏 

大学院生、研究者 

（事前のお申し込みにご協力ください） 

日 時 

場 所 

講 師 

対 象 

サイエンスセミナー2011
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妹尾）定刻になりましたので、サイエンスセミナ
ー 2011『マンモスからコラーゲンがとれました』
という話をニッピバイオマトリックス研究所の
服部俊治所長にお願いします。
　このセミナーは秋田大学男女共同参画推進室
が主催していて、私共は大学院の方のセミナーを
共催という形でのらせてもらっています。
　服部先生は静岡大学の理学部をご卒業になっ
て、東京医科歯科大学の大学院で永井裕先生とい
う、日本のコラーゲンのパイオニアの先生につか
れて、さらにその下の高名なお弟子さんである林
利彦先生とか、畑隆一郎先生とか、薫陶を受けら
れて、医科歯科大学で助手。それからアメリカで
すよね、留学に行かれて、帰って来てからニッピ
バイオマトリックスに所属されて、その後若くし
て研究所長として、研究の方に専念してらっしゃ
います。
　幅広くコラーゲン等のマトリックスの研究を
されていて、今回はその一つのテーマで、私共と
共同研究をさせてもらっているんですけど、冷
凍マンモスとかそれからマンモスの牙とかから、
コラーゲンが取れて、その生物学的な意味を考え
たりされているので、その一端をお話していただ
くことになりました。
　先生、よろしくお願いいたします。

　服部）宜しくお願い致します。服部と申します。
　ニッピバイオマトリックス研究所という、コラ
ーゲンの化粧品とか、コラーゲンからソーセージ
の皮を作るとか、昔は革を作るとかいう、そうい
う会社に今はおりまして、主にコラーゲンと細胞
の接着とか、ここの横にいる藤崎と一緒にやって
おります。
　私は古いものなどにとても興味がありまして、
偶然７・８年前、妹尾先生に京都の生化学学会で
ばったりお会いした時に「マンモスがあるんだけ
どなんかしない」と言われまして、飛び付きまし
た。
　何がわかるかは全然わからなかったんですけ
ど、私としては面白いと思うことがいろいろ出て
きまして、今日はそのコラーゲンとマンモスの関
係について、お話させていただきます。宜しくお
願いします。
　今日は四つくらいの話に分けてお話させてい
ただきます。まず初めのきっかけというのが、妹
尾先生がサンクトペテルブルクのアカデミーで
名前はシコノフ先生と話をして冷凍のベビーマ
ンモスの臓器、肝臓とか肺があるということで、
こういうものを使ってなにか研究ができないだ
ろうかという話をいただきました。
　それで、せっかく化石で今現生しない動物の臓
器を調べてみるということで、うちではコラーゲ

サイエンスセミナー2011
「マンモスから
　　     コラーゲンがとれました」

◎プロフィール
最終学歴　東京医科歯科大学　医学研究科　医学博士（1985）
主な職歴　東京医科歯科大学難冶疾患研究所　助手（1985－1989）
　　　　　株式会社ニッピ・バイオマトリックス研究所（1989－現在）
　　　　　フレッドハッチソン癌研究所（米国シアトル）客室研究員（1990－1993）

株式会社ニッピバイオマトリックス研究所長　服部　俊治　氏

[司会]　秋田大学大学院医学系研究科　教授　妹尾　春樹
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ンが一番メインなので、それについて調べてみよ
うと思い仕事を始めました。
　これ、形もちゃんと残っていますからこれを使
って、私たちにサンプルの一部を貰うと同時に妹
尾先生の方では形態学的な研究をされておりま
して、肺組織だとこれは妹尾先生の方が詳しいと
思いますが、肺胞の構造がちゃんと残っていて、
わりと保存のよい組織になっているということ
を見ておられまして、電子顕微鏡で構造をよく見
るとこういう縞模様が見えまして、コラーゲンを
よく知っている人ならすぐにわかる、67mぐらい
の周期構造が見えるということで、これはたぶん
コラーゲン自体が結構保存されているんじゃな
いかというふうに思われました。
　秋田大学の研究では、実際に免疫組織化学的に
見ましても、Ⅳ型のコラーゲンとか、Ⅰ型のコラ
ーゲンが残っている。本当に化石になってしまっ
たら動物ではよくマスコミでも恐竜だの、マンモ
スだのの遺伝子が見つかったとか、マンモスから
遺伝子を再現してマンモスを再生するとか、いろ
んな話が出ています。DNAという遺伝子配列の
情報というのはいろいろあるんですけど、タンパ
ク質の物が残っているというのはあまり話を聞
いたことがないので、このコラーゲンならタンパ
ク質から昔のことがわかるんじゃないかという
ことで、形態学的にもちゃんとかなりコラーゲン
が残っているという証拠ができてきましたので、
その中で我々のできることをやってみようとい
うことにしました。
　いきなり専門的になったり、一般的になったり
して申し訳ないんですけれども、最初アミノ酸分
析というのをやってみました。これは、普通化石
だとタンパク質が全然残っていないんです。タン
パク質と言うのはアミノ酸がつながってできて
いますが、その化石ではほとんどそういう有機物
というのは残っていないんですけども。この組織
では残ってそうだということで、一般的なタンパ
ク質の分析方法の一つである、中に含まれている
タンパク質のアミノ酸の組成を調べてやろうと
いうことが最初のきっかけになります。

　生体で見られるアミノ酸というのは約20種類
あります。アスパラギンとか、トレオニンとか、
セリンとか、グルタミン酸とか、プロリンとか、
グリシンとかありますが、コラーゲンの特徴とい
うのはアミノ酸の組成で非常に特徴的なことが
ありまして、一つは他のタンパク質にはほとんど
含まれていないハイドロキシプロリンというア
ミノ酸がコラーゲンには含まれているというの
がありまして、これがあるとだいたいコラーゲン
があるということが分かります。
　あと、コラーゲンというのは配列が非常に限定
されてまして、グリシン、プロリン、ハイドロキ
シプロリンという、この三つのアミノ酸が非常
に多くて、これ、特にグリシンが最初にあって、
プロリン、ハイドロキシプロリンという、そうい
う三つの組になったものが約333回くりかえされ
ています。アミノ酸としては1000個繋がってタ
ンパク質ができていますので、全体の中の1/3が
グリシンであるということがコラーゲンの特徴
であります。
　冷凍マンモスの場合、肺とか、肝臓とか、生殖
器などのいろんな組織、どの組織を比べまして
も、非常にハイドロキシプロリンが多くて、グリ
シンの量も333に非常に近いということがわかり
ました。
　マンモスはフレッシュなのはありませんから、
例えば牛とか豚の肺のフレッシュな組織だと肝
臓とか非常にハイドロキシプロリンは少ない。非
常にコラーゲンが少ない組織。肺もまあまあ多い
んですけれども、また皮膚だと90％近くコラー
ゲンなんですけども。冷凍マンモスに残されてき
た組織というのは非常に形態的にはちゃんとし
た形を保っているものなんですけれども、新鮮な
組織に比べてとてもコラーゲンが多くなってい
ました。
　つまり、アミノ酸組成的にはやはり随分変質し
ていますが、非常にコラーゲンの含有率が高くな
っているということがわかりました。これはマン
モスの組織が全部コラーゲン量が多いというわ
けではたぶんなくて、他のタンパク質は非常に壊
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れやすくて全然うまく残らなかったんですけど、
コラーゲンは非常に保存されやすいタンパク質
で相対的にコラーゲンが残って、他のタンパク質
は壊れて、コラーゲンだけが残ったと考えられま
す。
　組織の形を見てもこの細胞は残ってなくて、外
の物、枠組みのような構造は残っていて、これは
コラーゲンが外の体のいろんな形をつくるのに
必要ですから、残っているということと一致し
ますけれども、たぶんコラーゲンがよく残ってい
るんだと思われます。コラーゲン量を普通のフレ
ッシュな組織で見ると肺とか、肝臓では非常に低
いんですが、皮膚では多い。マンモスでは非常に
コラーゲン量がどの組織でも多いということで、
コラーゲンが非常に残り易いタンパク質だとい
うことが考えられます。
　これは昔から妹尾さんと一緒に医科歯科にい
た時からよく言われてたことですけど、コラーゲ
ンは非常に丈夫なタンパク質で、一般的なペプシ
ンとか、トリプシンとか、たんぱく分解酵素で分
解されない特殊なタンパク質です。
　そういうことがありまして、非常に安定なタン
パク質だということで組織の中で残っていると
考えられまして、さらにこれについて研究が進め
られるのではないかということで、次に組織から
コラーゲンそのものを抽出してコラーゲンの分
子としてとってきて、分析ができないかなという
ことを考えました。
　色々試しました。コラーゲンの一般的なとり方
というのがありまして、一つは酸性でわりと溶け
てくる。酸性で溶けてくるものを探す。それから
先程言いましたようにペプシンでコラーゲンは
分解されない。他のタンパク質は壊れてしまうと
いうことがあります。ペプシン処理でタンパク分
解酵素で処理するとコラーゲンが取れてくると
いう方法がありまして、この方法を試しました。
　さらにうちの会社で昔開発したもっと厳しい
条件、非常に強いアルカリ性の溶液に入れます。
こうするとさらに他のタンパク質も壊れちゃう
んですけど、コラーゲンだけは残るということ

が知られてまして、これらの方法を使いまして、
この組織からコラーゲンが取れてこないかと思
って、いろいろやってみました。
　随分いろいろやりまして、実際にコラーゲンが
とれてきて、これは実際に牛からとれてきたコラ
ーゲンですけど、これがコラーゲンの非常に特徴
的な電気泳動という方法でタンパク質を分析す
るんですけど、コラーゲンの特徴的なバンドが出
てきますが、冷凍マンモスでは肺、肝臓、どれ
を使っても、酸でも何もとれてきませんでした。
これからペプシンで処理しても何もとれてきま
せんでした。アルカリ処理しても何もとれてきま
せんでした。ということでここからコラーゲンを
とってくることはうまくいきませんでした。
　このセミナーは『コラーゲンがとれました』と
いうことになっているので、後でとれる話も出て
きますが、少なくとも組織を使った方法では冷凍
マンモス組織ではうまくいきませんでした。
　しかし、アミノ酸はちゃんと残っているし、溶
けてこないんだけどたぶんコラーゲンがあると
いうことで、ちょっと乱暴は方法なんですが、非
常に網羅的に見るという方法で質量分析という
方法を使いまして、コラーゲンとしてちゃんと
した分子としてとれてこなくてもいいですので、
無理矢理コラーゲンを分解して、片っ端から質量
分析計というのにかけてしまいました。それで出
てくるアミノ酸配列を正確度がかなり落ちるん
ですけれども、アミノ酸の配列を片っ端から調べ
るという方法を一度やってみました。
　この時には組織を一度熱しまして、コラーゲン
もコラーゲンの構造が変わってゼラチンという
変性したコラーゲンになります。変性したコラー
ゲンになるとタンパク分解酵素で壊れますので、
変性させてトリプシンという、腸にあるトリプシ
ンというタンパク分解酵素で処理して、それで減
らします。
　これはHPLCという方法で溶液系のクロマト
グラフにかけまして、クロマトグラフにかけたも
のについてのピークを片っ端から質量分析で分
析していって、データを蓄積するという方法で網
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羅的に見てみました。
　そうすると分析で一応データベースに照らし
合わせて、どんなタンパク質の断片が見えたかと
いうのが信頼度の高い順番に出てきます。ざっと
見るとやはりコラーゲンα1、α２でもタイプⅠ
のコラーゲン、タイプⅢのコラーゲン、タイプⅩ
のコラーゲンもありますが、コラーゲンがメイン
で、他のタンパク質が非常に出てこないというこ
とがわかりました。
　それからヘモグロビンなどが出てきますから、
血液成分はもともと非常に多いのように思われ
ますが、こういうものが出てきましたから、やっ
ぱり組織に残っているタンパク質のもと、コラー
ゲン、元としてはコラーゲンのⅠ型が非常に多い
ということがわかりまして、コラーゲンというの
は非常に残りやすくて、しかもタンパク質として
分析できるくらい化石サンプルでも残っている
ということがわかってきました。
　ずっと網羅的に見たので、肺組織、それから肝
臓組織、骨、こういうのがあります。肺や肝では
Ⅳ型をちょっと期待したんですが、出てきません
でした。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅺ。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ。
それからⅠ型。マンモスとゾウを比較したかった
ので、インドゾウ、ゾウの組織がありませんかと
妹尾さんにお願いしたところ、北海道の動物園で
したっけ、北大の、いつ死んだかわかんないんで
すけど骨、頭蓋骨をいただきまして、これを分析
して、同じように調べるとやはり骨からもコラー
ゲンがとれてきますし、軟組織からもほとんどコ
ラーゲン成分が出てきたということで、まずマン
モスの軟らかい組織は形態的にはかなり保存さ
れてますし、それでその中ではコラーゲンが非常
にメインなものであるということがわかりまし
た。
　だいたいどんなデータが出てきたかというの
をやりますけども、いろんなデータを全部まとめ
て、これⅠ型のα１という千個あるアミノ酸の中
でどんな配列が読めてきたかというので、緑が非
常によく読めてきた配列になります。
　例えばこの配列だとMASSの信号というのは

こうなりまして、こちらからQGPPGPと配列が
読めてきまして、それで全体でオレンジ、赤と従
って信頼度がちょっと落ちてきますけど、全体の
30％ぐらいカバーできるぐらいの情報が得られ
そうだということがわかりました。
　ただ配列自体はちょっとはっきりしない場所
もあって、データベースと付き合わせるとわかる
んですけれど、マンモス自体の配列がほんとにき
っちりすべて100％正しいかというとちょっとわ
からないところがあります。この方法では限界が
ありますが、30％ぐらいのものがわかってきた。
こちらはα２というやっぱりⅠ型のもう一つの
アミノ酸の配列なんですけれども、こちらでもか
なりの部分が読めてくるということがわかりま
した。
　マンモスとゾウで違う所がないかとかいろい
ろ調べて、α２、タイプⅠのα２のこの場所がち
ょっとマンモスとゾウで違うかもしれないとい
う結果が出てきました。これ２年ほど前に出した
んですけれども、あとでもっと厳しくちょっと
調べるとこの時点ではそう思ってたんですけど、
この事実についてはちょっと今自信がないとい
うのが正直なところです。
　さて、冷凍のマンモスの軟組織から分析では先
程言いましたように、組織的にはマトリックス、
細胞外の枠組み構造が非常によく残っていると。
それでこちらの三浦先生とか、今井先生の仕事で
わかったように、コラーゲンが免疫科学的にもわ
かる。それでアミノ酸の組成からもコラーゲンが
残っていると。
　でもコラーゲンの抽出自体はできませんでし
た。質量分析を使ってコラーゲンがメジャーなタ
ンパクであるということを確認はできましたと
いうところが軟組織を使った結論としてわかり
ました。これがちょっと2年前までにまずできた
ところでした。
　私としましてはコラーゲン自体これから取り
出して、それでちゃんとした分析をもうちょっと
したいなというのがあります。あることはわかっ
たけれども取れなかったというのはちょっと悔
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しかったです。
　それで色々と考えたんですけど、だいたいどん
な組織でもさっきの普通アルカリ法というのを
使えば非常に溶けてくるんですけど、今回の場合
はサンプル自体が結構保存が良かったにもかか
わらず、取れなかったというのはマンモスが放り
出された後にずっとエタノール、アルコールに漬
けた状態で保存されていて、このアルコールによ
って脱水架橋ができて、溶けにくいような状況を
作るので、このサンプル自体は結構元はフレッシ
ュで良かったんでしょうけど、この後の保存的に
はコラーゲンの抽出には向いてなかったんじゃ
ないかなというように思いました。
　特別な処理をしていないマンモスの組織があ
ればなんかできるんじゃないかということで、再
び妹尾先生の方に相談いたしました。
　牙ならいけるんじゃないかということで相談
いたしましたところ、三浦先生があちこち飛び回
ってくださいまして、マンモスの牙を保存してい
る河辺中学校、ここに立派なマンモスがありこの
元のあたりを三浦先生が削ってきてくれまして、
そのかけらを送っていただきました。
　こいつを使おうということで次の仕事を始め
ました。これがこの削っていただいたかけらで
す。数センチ、１センチぐらいかな。
　それからあと１個は妹尾先生がサンクトペテ
ルブルクのお店で買ってきたマンモスの牙に違
いないという置物があって、そのかけらもいただ
きました。
　今年いろいろ資料を探して、カーボン13、炭
素13、12を調べるという方法で考古学の有機物
の年代を測定するという方法。テレビでは見たこ
とあるし、できると思って、ホームページ見まし
たら、この福島のこの白河にある加速器の研究所
というのがありまして、ここで調べてくれるとい
うことがわかりまして、サンプルを送りました。
　そしたらこのAMSという方法で、これ非常に
微量でも炭素の13と12の割合が測れる方法でし
て、この方法で調べていただきましたら、この中
学校のものは約３万年前のサンプル。年代もか

なり特定できてきました。こちらの置物は１万
2700年前という結果が出まして、どうも本物の
マンモスらしいということが分かりまして、この
二つとも使えるなということがわかりました。
　ちなみに北大にあったゾウの骨も一緒に送り
ましたけれども、200年±数十年という値が出ま
した。それがどのくらい正しいかは結構古そうな
骨だったので明治時代のやつだったということ
はないかもしれないですけど、こういう方法でち
ゃんと測れるということがわかりまして、サンプ
ルとしてもちゃんとしているだろうということ
で、これをなんとかしようということになりまし
た。
　方法は先程言ったのと同じような方法なんで
すけども、まず硬い組織なのでリン酸カルシウム
を除くために塩酸で処理をして、わりとぶよぶよ
の骨を作ります。それを酸もしくは、ペプシン、
さっきのタンパク分解酵素で処理します。それで
溶けてきたものを探す。それからさらにアルカ
リ、これはうちの会社で開発した方法で、非常に
厳しい条件で処理をしまして、それで精製してく
ると。最後はエタノール沈殿という方法で精製し
てくるという方法で、とってきてみてみました。
　１番目の酸、２番のペプシン消化では何もでて
きませんでしたが、アルカリ処理でとれたものは
バンドになっているところもありますが、それら
しい、α２、α１はちょっと分解度が悪いですけ
ど、バンドがでてきまして、どうもアルカリ抽出
という方法を使うとどうもかなりちゃんとした
コラーゲンがとれてくるらしいというのがわか
りました。
　これ、コラーゲンの１本、１本が分子量として
10万ぐらいですので、一応MALDI Massという
方法で質量分析で測りますと、コントロールの牛
のものだと91389という分子量が出てきます。マ
ンモスのものを測ってやりますと91947、この差
がどうかちょっとわかりませんが、ほぼきれいな
分子量10万のタンパク質があるということが分
かりました。
　ただこの辺に１万ほど小さいのがあって、一
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部欠けたのものが切れているのがあるのかもし
れないですけども、こういう形で情報がとれて、
ちゃんとしたコラーゲンがとれてきたらしいと。
それでとれてきてものについてアミノ酸分析を
してみました。
　これが牛のコラーゲンです。こちらがマンモス
からとれてきた、これのアミノ酸分析です。非常
にハイドロキシプロリンの量も他のものとほぼ
同じ。
　それからグリシン、これの値が純度としてだい
ぶ重要ですけれども、322というほぼ全体の1/3
ありまして、非常にきれいなコラーゲンがとれて
きたということがわかって、ちゃんと化石からち
ゃんとしたタンパク質がとれてきたのは初めて
じゃないかなと思っています。
　分析してそういうのが残っていたというのは
ありますけれど、ちゃんと抽出して手にとってこ
ういうものがありますよというふうに外に見せ
られる形でとれてきたのは、初めてじゃないかな
と思っております。
　他のいろんな動物、これはヌタウナギ、サメ、
サケ、カエル、ニワトリ、ウシとか、いろんなコ
ラーゲンをとってきて、分析してますけれども、
このハイドロキシプロリンの量はかなり動物に
よって違っています。
　体温が割と高い動物はハイドロキシプロリン
の量が多いと言われていますが、実際に体温が
42度ぐらいあると言われているニワトリでは高
いですし、ヒトとか、ウシとかでは80から90の
間。カエルとかサケとかだんだん低くなっていき
ます。
　先程のこれだと87ということで、だいたいや
っぱり哺乳類としてリーズナブルな量。さらにそ
この細かい所はこれからやりますけれども、哺乳
類的なコラーゲンの組成があるなということが
わかりました。これ、コラーゲンを綺麗にしない
と比較できないことなので、意味があるかなとい
うふうに思っております。
　つまり、マンモスの牙からコラーゲンを抽出で
きました。アルカリ抽出法というちょっと特殊な

方法ですが、これを使うと分子量10万のコラー
ゲンのα鎖、10万鎖、これが抽出できることが
わかりました。
　アミノ酸分析の結果は哺乳類としてかなり特
徴的なものであるということがわかってきまし
た。せっかく綺麗なのがとれたから次はもっとき
ちっと分析のネタになるなということで、一つや
ってみたのがこれです。
　うちの研究所で質量分析の得意な多賀君とい
う研究員がおりまして、彼にコラーゲンの配列
を比較する方法がないだろうかと相談しました。
ちょうど多変量解析というソフトを買ったし、シ
ステム的にできるんじゃないかなということで
やってみようという話になりました。
　これは１個だけ分析してもあまり意味がなく
て、いろんな動物との比較というのをやりたいの
で、いろんな動物からのコラーゲンをとってきま
した。今までうちの研究所でもいろんなコラー
ゲンをとっていたんですけれども、普通のコラー
ゲンのとり方は酸でとったり、さっきのペプシン
消化でとった方法でした。しかし今回はアルカリ
抽出法という方法でしかとれませんでしたので、
新たにこれらの動物からコラーゲンからアルカ
リ抽出法でとるというのをやり直して、まずサン
プルを揃えました。
　ヒトのコラーゲンでα鎖、β鎖、γ鎖が出ます
が、アルカリ抽出法でとってくると、実際には分
子量が変わってないんですが、電気泳動とはちょ
っと違うように見えてきます。ウシでもとれまし
た。ブタ、ウマ、ラット、ダチョウ、トリ、カエル、
スッポン、それから魚のものはテラピア以外で
は、アルカリ分解ではうまくとれず分析できませ
んでした。タコとかアワビもとれず、進化的に魚
より下の軟体動物、その辺ではできなかったのは
若干残念なんですが、このアルカリ抽出に合わせ
て、いろんなものをとりましたのでこれでMass、
質量分析にかけて多変量解析というのをすると
いうことをしてもらいました。
　方法は先程アルカリ抽出でやりました。
　ゾウの方も牙でやってみたいということで象
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牙、昔の印鑑などがないかとみんなに聞いたけど
なくて、ネット調べてたら象牙堂という京都の会
社がありまして、そこでこちらがタンザニアで、
こちらがアフリカの２カ所で捕れたゾウ、原産地
も教えてくれました。このゾウ、二つありました
のでこのゾウの象牙とマンモスの牙、妹尾さんの
お土産のマンモス牙。それらをアルカリ処理した
コラーゲンについてすべて一部ゼラチンにして
トリプシンで分解して、先程と同じようなんです
けどLC/MSという方法で分析して、全部解析す
るという方法です。
　この出てきたすべてのデータを分子量とその
抽出、クロマトにできた位置というのを比較する
という方法ですべての点をグループ分けをする
という、そういうソフトがありまして、同じサン
プルについて３回ずつ実験したものをグループ
分けして、それぞれ近似、どことどこが近いかと
いうのを見るというのは結果がこちらになりま
す。
　この横軸が第１次のスコアになりまして、こち
らがメインの差になりまして、同じ近い中の差を
この縦軸で見るという、方法ですから一義的には
こちら。第２次的にこちらという形で分離がされ
ます。
　それで全体の配列を見てみますと、ここが河辺
中学校で貰ってきたマンモスがこの三つ。測定間
の誤差は結構少なくちゃんと揃っています。
　それからこいつがお土産マンモス。それからこ
いつがゾウの円柱と角柱のやつ。やはりマンモス
君とゾウが結構近い所にあって、どちらも一つの
グループを作っています。
　それからここがウシとそれからヒト、ブタ、ウ
シのちょっと違う処理をしたウシのこれはサン
プル。それからラット、それからウマ、ここら辺
哺乳類としては一つのグループになっています
が、こちらの方向に非常にまず分類がありますの
で、哺乳類としてはかなり近い所に全体はきます
が、やはりマンモスがゾウに非常に近い所にある
と。
　この差がヒトとラットの差がこれで、マンモス

のこの差がどうかというのはちょっと不思議と
言えば不思議なので、今後検討の可能性もありま
すが、とにかくこういうグループ分けができま
す。
　さらにこれがポツンとあるのがテラピアで魚
になりますね。ここがカエル。ここがスッポンと
ニワトリとダチョウ。このやっぱり爬虫類と鳥類
ってコラーゲンが結構近いなと、意外と面白いな
と思いますが、こういうグループができました。
　このサンプルは両生類で１個、魚で１個なの
で、群とは言えませんけれどもそれぞれ一般的な
分類群と相関したようなコラーゲンの分析でも
相関したようなことが言えるということがなか
なか面白いなと思います。
　マンモスは実際形態的にもゾウに似ています
が、コラーゲンから見ても相当近いということが
わかってきました。
　個々のアミノ酸配列のデータも比較すること
が、結構大変でまだ全部終わって、解析終わって
ないのですけど一応できます。
　例えばタイプⅠ型のコラーゲン705から725番
目の配列について、この配列が見られたものがこ
の配列、この配列。４種類で差がありますけども、
ウシとゾウ、ヒト、それからマンモス、ブタが同
じ配列でした。
　ここがニワトリとスッポンとダチョウは同じ
配列。さっきの分類と似てますね。
　それからラットとウマはちょっと違うことが
わかります。
　ここが違う、ここが違うということで、具体的
に配列で比較していくこともできます。
　これはデータベースが無かったんですけど、マ
ンモスとゾウに特徴的な配列が見られたという
ものがここにα１の配列の中で見られたとか。一
つ一つ今こういう配列の比較をしているところ
で、これが具体的な質量分析の結果のチャートに
なります。こういうのでこのピークの間の分子量
を見ていくことで、配列を読んでいきます。
　それからゾウとマンモスで違うものが見つか
らなかったかと探しています。
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　まとめとして、抽出したコラーゲンですといろ
いろなことができてきて、コラーゲンの質量分析
によってたり、多変量解析するとこういうゾウ、
マンモス群、その他哺乳類、魚、カエル、ニワト
リと爬虫類が一緒の群、こういうふうに分けられ
て、系統的な差とコラーゲンで追うことができた
感じがします。
　一つ気になっているのが今まだ研究途中です
が、ゾウとマンモス群とその他の哺乳類というの
は近いは近いのですが少しある意味離れていま
す。この離れているのが由来組織の違いで、ゾウ
は牙を使ってまして、その他の動物のⅠ型コラー
ゲンは皮膚からとってきてまして、微妙なⅠ型コ
ラーゲンとしては同じはずですけどもほんとに
微妙な他に入っているコラーゲンのタイプの違
いとか、そういうことで差があるのかもしれない
と思っているので調べないといけないと思って
います。ウシとか、ブタの牙はないんですけど、
骨などの硬組織からとったタンパク質がこっち
のゾウに近くなるのか、やはり種として違うの
か、だから組織の由来で違うのかを見当している
ところです。
　さて、これが最後になりますけれども得られた
コラーゲンの高次構造の情報をいくつか調べて
みました。ほんとうは最初に言わなくてはいけな
かったんですが、基本的にコラーゲンというの
は、細長い分子で、３本のペプチド鎖が撚り合わ
さってできていて、この３本鎖構造が非常に丈夫
な原因になっていて、この何万年経っても壊れて
なさそうだし、それから酵素においても分解され
ないということになってまして、だからこの構造
が非常にコラーゲンの特徴的な高次構造です。
　熱を加えて40℃、50℃、60℃に上げると高次
構造が壊れてゼラチンという、不定形な形になっ
て非常に酵素にも壊れやすい構造になって、高次
構造になるというのがわかってます。この構造に
ついての情報が得られないかということでマン
モスから取ったコラーゲンについて解析をして
いました。
　この解析の方法はグラフでしか出ないんです

けども、円偏光二色性という、これはこういう螺
旋構造があるとそこに偏光した光を当てるとそ
の偏光面が光が偏光面が曲げられるとそういう
性質があって、ランダムな構造だとそのまま偏
光したある一定の波長の光がそのまま進んでい
くという、その光の曲げられ方を調べることでこ
の螺旋構造を調べるという方法なんですけども、
その曲げられ方を調べられることがわかります。
　これ、円偏光二色性という方法で調べることが
できます。そうすると波長ごとに光を当てていき
ますと、３本鎖があるとここに220ナノメートル
の、ここにピークが出る。こういう形のグラフが
得られます。
　一般的にゼラチン、それを熱変性させてしまう
とピークが出ずに真っすぐになってしまうんで
すけれども、こういうピークがあると３本鎖構造
があるというのがわかります。
　これはとってきたマンモスのコラーゲンはこ
ういう線が得られましたので、こいつはコラーゲ
ンのさっきの特有の３本鎖構造を保っていると
いうことがわかりました。
　これ、温度を上げていくとこのピークがだんだ
ん下がってきて、ゼラチンになってしまうんです
けど、下がり方というのを調べることでコラーゲ
ンが何度ぐらいで壊れてしまうか、さっきのゼラ
チンになってしまうかというのがわかります。
　このウシのアルカリで処理と同じ方法でとっ
たコラーゲン見ますと温度が低いとこの上の構
造が、３本鎖構造がありますが、だんだん壊れて
いって最後なくなると。ちょうどこの半分壊れ
た、この構造が半分壊れたところの温度というの
をＴｍって言いますけども、これを測ると35℃
ぐらいになります。
　マンモスのコラーゲンで見てみますとそれが
ちょっと早めに落ちてきて、31℃になります。
若干低いと思われます。いろんな動物の３本鎖構
造が壊れる温度というのを調べることができま
して、ヌタウナギとか、サーモンとか非常に低い
温度で、25.6℃で壊れてしまいます。
　ニワトリとかは42℃ぐらいで壊れます。ウシ
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ももうちょっと低い40℃ぐらいで壊れます。だ
いたい人間も40℃ぐらいで壊れるんですけども、
生きていく時の普通の風邪でも熱が出て、42℃
越したらちょっとまずいとかいろいろあります
けど、コラーゲンも実際これ以上の温度だと耐え
られないようになっています。
　サケなんかはもっと低い30℃ぐらいで死んじ
ゃいます。この温度でないと生きていけないと
いうことで。実際に自分が生きている環境とか、
体温とコラーゲンの温度というのは関係してい
ますので、この差がなんだろうかというのは考え
たいところであります。
　この３本螺旋を持っているということは、実際
に生きていく時の必要な強度を保つための温度
ということで、この温度が何度で変性するかとい
うのは遺伝子ではわからないことで、結局タンパ
ク質からコラーゲンでみないとわからないこと
なのです。いくらこのマンモスの遺伝子全部わか
ったとしても、マンモスが生きていた時にどんな
環境だったのかとか、どういう生理的な条件で生
きていたのかということを調べるのはこの方法
しかないわけで、そういうことがダイレクトに調
べられるかもしれないということで、かなり面白
いんじゃないかなというふうに思ってます。
　これが最後になりますけれども、３本鎖構造で
あることの重要性の一つが、コラーゲンというの
は細胞がコラーゲンにくっついて、インテグリン
というリセプターを使ってくっついて、こうい
うプチプチの構造が見えます。こういう構造で細
胞がコラーゲンにくっつくことができるので、人
間の体も皮膚でも骨でもコラーゲンで骨組み作
って、そこに細胞がベタベタくっついて、体がバ
ラバラにならなくて済むということで、非常に細
胞とコラーゲンがちゃんとくっつくというのは
非常に重要なことです。このくっつく時にどこが
大事かというのは配列の中でもわかってまして、
グリシン、ロイシン、それからハイドロキシプロ
リン、グリシン、アスパラ銀酸、アルギニンという、
似たような構造がいくつかあるんですけど、この
配列構造があるとコラーゲンに細胞がくっつけ

るということがわかっています。
　しかもこの配列があって、しかもこれがゼラチ
ン構造とか、バラバラになってちゃだめで、３本
鎖が巻いた形でこの構造があるというのが非常
に大事で、３番鎖螺旋が巻いた形じゃないと細胞
はうまくくっつけないということがわかってい
ます。
　マンモスのコラーゲンがちゃんと３本鎖巻い
てるから、どうなんだろうと思って、この細胞を
このコラーゲンをまずガラスの培養皿に引いて
おきまして、ウシのコラーゲン、マンモスのコラ
ーゲン、お土産品と河辺中学校２種類引いておき
まして、そこに細胞を撒いてあげます。そうする
と細胞がくっつきます。
　こういう形でありまして、しかもくっついたも
のはインテグリンという、さっきのコラーゲンの
細胞の中でセンサーがあります。センサーがどう
いうふうに細胞の中にあるかというとこういう
形であります。これが典型的にコラーゲンにくっ
つける形でして、このコラーゲンがここにインテ
グリンでくっついて、そのあと細胞の中の骨格の
Ｆアクチンいうのにつながっていまして、それで
細胞がうまくくっついて広がることができると
いうことがわかってますので、普通のコラーゲン
ではできていますけれども、３万年経ったマンモ
スのコラーゲンでもちゃんと細胞をくっつけて
広がることができると。
　２千年前の大賀ハスの花が開いたというのも
ありますけれども、３万年前のコラーゲンもちゃ
んと生理的に生きているというか、使える形で残
っているというのが非常に面白いのかなという
ふうに思っています。
　つまりはマンモスからアルカリ抽出法で得ら
れたコラーゲンは３重螺旋構造を保っていて、変
性温度はウシよりちょっと低目の31℃。このコ
ラーゲンもコラーゲンの重要な生理機能である
細胞の接着性というのを残していて、しかもこれ
はちゃんと特定のインテグリンという装置で認
識される形を残しているということがわかって、
化石サンプルから生のコラーゲンがとれたとい
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うことが非常に面白いと思っています。
　全体のまとめとしては、冷凍マンモスの軟組織
は組織としての構造を保っていた。冷凍マンモス
の軟組織の主要残存タンパク質はコラーゲンで
あった。
　冷凍マンモスの軟組織からのコラーゲンの分
子は抽出できませんでした。ですがこれはたぶん
アーティファクトとしての保存方法に多分問題
があって、うまく新しいサンプルが出てきたら、
妹尾先生に飛んでいただいて、そのままもらって
くるということができるんじゃないかなという
ふうに思っていますが、ともかく牙からとること
ができた。とれたコラーゲンの多変量解析という
のをしますと、ゾウとのコラーゲンの類似性が見
い出されました。
　それからマンモスの牙から抽出したコラーゲ
ンはコラーゲン特有の３重螺旋構造を保ってい
て、その変性が31℃と。これはウシの同じ方法
でとったコラーゲンより３℃低い。
　それからマンモスの牙から得たコラーゲンは
さっきの３重螺旋を保っていて、インテグリンと

いう特別な装置を介した細胞の接着機能を保っ
ていて、そういう生理機能を持つコラーゲンをと
ることができたということがわかりました。
　というのがこの今回の結論で、この中の疑問が
残るものとしてはマンモスとゾウの近縁度がさ
っきのとってきた組織で違うせいか、ほんとに種
として違っていたのか。マンモスの体温というの
が３℃位低い所でも適用していたのかなという
ところがわかると、そういう議論ができるという
のが面白いところだと思っています。
　こういうのは遺伝子で分からない情報だとい
うことを強調したいです。
　たぶん絶滅したもののサンプルとして、化石の
サンプルから生理機能を保ったままでのタンパ
ク質を抽出できたのは、おそらく初めてじゃない
かなというふうに思っております。
　よいチャンスを与えていただき、タイミングよ
くいろんなことができて、もうちょっと組織のと
ころをやったらかなりものが言えるんじゃない
かなと楽しみに思っております。
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	5）　親子でサイエンス２０１１

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年12月23日(金)…13:30 ～ 15:30

場 　 　 所 秋田ビューホテル　5階　牡丹の間

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 一般　　学生（小学・中学・高校）　　その他（　　　　）

来 場 者 人数：34名、（内訳　小学生：2名　中学生：5名　高校生：1名
保護者・一般市民：12名　教職員：14名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（県内の中学・高校と教育機関等にポスター・チラシを送付、2市広報紙）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
次世代女性研究者育成事業
「親子でサイエンス2011　女性研究者によるコラーゲン研究の最前線」

内 　 　 容 女性研究者数の増加を目的として幅広い層に意識啓発と理解を促すため実施した。
１.… 講義１… 「えっ、これもコラーゲン？　～コラーゲンと仲間たち～」
… 　講師　秋田大学医学部附属病院　助教　森井　真也子
… 講義２… 「コラーゲンはスーパー接着剤？」
… 　講師　株式会社ニッピバイオマトリックス研究所　研究員　藤崎　ひとみ氏
２.… 実験… 「Let’sコラーゲン観察」
… 　講師　株式会社ニッピバイオマトリックス研究所長　服部　俊治氏　
３.… フリートーク　（質疑応答）

効 果、問 題 点 　悪天候の中でも、県内の小中高生と保護者・一般市民の参加があった。今回は医学系
研究科の協力を得て、女性研究者による優しく分かりやすい講義を行い、小学生も耳を傾け
ていた。また、実験では、骨の観察やコラーゲンの感触、顔料を膠でとき和紙に絵を描くこと
で水にも流れないことを実験し、参加者は楽しく取り組んでいた。身近なものを題材にした講
義と実験を行ったことで、保護者や一般の参加者にも理工系に興味関心を深めてもらうこと
ができたと期待される。アンケート調査の結果も好評であった。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

平成23年
13時30分～15時30分

祝12月23日
秋田ビューホテル
5階「牡丹の間」（秋田県秋田市中通2-6-1）
※秋田市公営駐車場ご利用の方は駐車券をお出しします。

県内の中学生・高校生と保護者の皆さま（定員60名）
親子で楽しめる内容となっております。 大人の方もぜひご参加ください。

親子でサイエンス2011

女性研究者による
コラーゲン研究の

最前線

場 所

日 時

対 象

主催：秋田大学 男女共同参画推進室
TEL：018-889-2260　FAX：018-889-3186　E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp　
HP:www.akita-u.ac.jp/coloconi/ 

お
申
込
み

「えっ、これもコラーゲン？～コラーゲンと仲間たち～」
秋田大学医学部附属病院  小児外科  助教　森井 真也子氏

「コラーゲンはスーパー接着剤？」
株式会社ニッピバイオマトリックス研究所  研究員　藤崎 ひとみ氏

「Let’s コラーゲン観察」
株式会社ニッピバイオマトリックス研究所  所長　
服部 俊治氏（もじゃ博士）

講 
義

実 

験
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～プログラム～

13：30～13：35 開会・ごあいさつ
（秋田大学男女共同参画推進室長 渡部 育子）

13：35～14：05 講義

「えっ、これもコラーゲン？ ～コラーゲンと仲間たち～ 」
秋田大学医学部附属病院小児外科
助教 森井真也子

14：05～14：35 講義

「コラーゲンはスーパー接着剤？」
株式会社ニッピバイオマトリックス研究所
研究員 藤崎ひとみ氏

14：35～14：45 休憩

14：45～15：20 実験

「Let‘sコラーゲン観察」
株式会社ニッピバイオマトリックス研究所
所長 服部俊治氏（もじゃ博士）

15：20～15：30 質疑・応答（フリートーク）

15：30 閉会

主催：秋田大学 男女共同参画推進室 coloconi

TEL：018-889-2260  FAX：018-889-3186
E-mail： sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

平成23年度文部科学省科学技術人材育成補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成） 秋田大学「大学間連携と女性研究者支援ｉｎ秋田」
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今日の講師の先生をご紹介します

東京医科歯科大学大学院医学系研究科修了、東京医科
歯科大学難治疾患研究所助手を経て㈱ニッピ バイオマ
トリックス研究所プロジェクトリーダーへ、フレッドハッチソ
ン癌研究所（米国）客室研究員を兼任、後に現職

株式会社ニッピ バイオマトリックス研究所

所長 服部 俊治（はっとり しゅんじ）先生 （もじゃ博士）

服部先生のお仕事は？
コラーゲンを中心とした細胞外マトリックス蛋白質生化学、細胞生物学的研究をしています。

現在のお仕事をすることになったきっかけは？
基本的には生物、地学が好きでしたが、学部、大学院、会社などの転機があるときに、そのときそのと
きの興味のあることを行っているうちにこうなりました。

秋田大学医学部附属病院 小児外科

助教 森井 真也子（もりい まやこ）先生

秋田大学医学部卒業、秋田大学医学部大学院在学中、
秋田大学医学部小児外科勤務

森井先生のお仕事は？
1日の２／３は小児外科というところで医師として働いています。残りの１／３の時間は、今の医療技術
では完全になおすことのできない病気の原因や、治療法を調べるための研究をしています。

仕事（研究）のおもしろさは何ですか？
医師としては、元気になった赤ちゃんが退院していく姿が一番嬉しいです。研究では、病気の治療に役
立つかもしれない結果が得られたときが本当に嬉しいです。患者さんの役に立つ結果が得られるよう
日々頑張っています。

株式会社ニッピ バイオマトリックス研究所

研究員 藤崎 ひとみ（ふじさき ひとみ）先生

東京大学教養学部基礎科学科第一修了、
㈱ニッピ バイオマトリックス研究所配属

仕事（研究）のおもしろさは何ですか？
既に十分理解していると思っていた現象が、見方や考え方、時系列の並びを変えることで、全然別のも
のにみえるようになることです。

藤崎さんのお仕事は？
多細胞生物で細胞の足場を構成しているコラーゲンなど細胞外マトリックスの超高次構造が、ガン細
胞や皮膚表皮細胞など細胞の分化やアポトーシスに与える影響を調べるために、動物の組織から蛋
白質を精製したり、細胞を培養したりしています。
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「えっ、これもコラーゲン？
　　～コラーゲンと仲間たち～」

秋田大学医学部附属病院　小児外科

助教　森　井　真也子

　秋田大学医学部附属病院小児外科の森井真也子

と申します。コラーゲンのことについてお話した

いと思います。どうかよろしくお願いします。

　皆さん最近よくコラーゲン鍋とか、コラーゲン

を食べると関節にいいとか、お肌がツルツルにな

るとか見かけることがあると思います。

　いろいろなところで目にするコラーゲンという

ものは、一体何なんだろう、どういう形をしてい

るんだろう、どんな働きしているんだろう、そし

て体の中のどこにあるんだろうということを今日

はお話ししたいと思います。

　コラーゲンというのはアミノ酸がつながったタ

ンパク質でできた紐のような構造をしています。

三つの紐がロープのようにねじれて行って、丈夫

なコラーゲンの線維を作っています。

　これをうんと小さいものを見るための電子顕微

鏡というもので見てみましょう。撚り合わさった

糸をよく見るとしましまになっているみたいに細

いロープのような線維にちゃんとしましまの構造

が見えています。これが実際に見たコラーゲンの

えっこれもコラーゲン？
コラーゲンと仲間たち

秋田大学 小児外科 森井真也子

コラーゲンって？

どんな形をしているのかな？

どんな働きをしているのかな？

どこにあるのかな？

Figure 19-62 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

コラーゲンは３本の
アミノ酸の鎖がよりあわさった
ロープのような形

講演１
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線維です。

　この線維のようなものが体の中で一体どういう

働きをしているのかなというお話をしましょう。

　これは培養細胞といいます。人間の体というの

は細胞というものからできあがっています。単細

胞生物って聞いたことあるかと思うんですけれ

ど、ゾウリムシとか、大腸菌とかですね。１個、

１個の細胞が一つの生物なんですね。１個１個の

細胞だけで水の中にプカプカ浮いていたりして生

きているんですね。

　それに対して人間とか、犬とか、猫でも皆さん

の目で見てわかるような生物は、動物も植物も、

こういう細胞がプツプツっていっぱい集まって、

できあがっています。

　最初水の中でできた単細胞っていうのが水の外

に出てきて、大きい動物になる時に細胞と細胞っ

てくっつかないといけないですね。この細胞とい

うのをベトベトとくっつけているのが実はコラー

ゲンというものです。細胞というのは何かにくっ

ついて干からびたり、つぶれたりしないように

守られてないと生きていけません。細胞と細胞を

くっつけて、細胞の暮らしやすい環境をつくって

いる、細胞のおうちがコラーゲンなのです。

　培養細胞はプラスチックのお皿の上にくっつけ

て人工的に細胞を育てているものなんですけれど

も、人の体の中ではプラスチックではなくコラー

ゲンにくっついています。

　実際にくっついているところを見てみましょ

う。これもさっきの電子顕微鏡といううーんと小

さいものを大きくしてみる機械で見たものですけ

れども、この蜘蛛の糸のような網目状の構造がコ

ラーゲンです。さっき見た１本の線だとしましま

のあるロープみたいなものでしたけれども、それ

が網々の層のようになっています。

　その中にいる金平糖のような塊が細胞です。巣

の中に巣篭もりするみたいに細胞がコラーゲンの

網の中に生きています。

　続いてコラーゲンというのはどこにあるんだろ

うということですが、体の中の細胞をベトベトと

くっつけているものなので、実は体中の至る所に

Figure 19-61 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

せんい

コラーゲンの線維

コラーゲンの働きは？

培養細胞

人間の体はたくさんの細胞が集まってできている。
細胞は何かにくっつかないと生きていけない。

細胞

コラーゲン

あみめ

の網目

コラーゲンは細胞の家
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あります。お肌だけじゃないんですね。

　一番有名なのは皮膚ですね。親指をうんと細か

く、虫めがねぐらいのもので見てみると、指の上

にはシワシワがあって、（指紋ですね）上段の真

ん中のような皮膚が見えてきます。これをさらに

うんと細かく顕微鏡で見ると、表面に角質という

ものがあって、その下に皮膚の細胞があって、基

底膜っていう膜があって、そこから細胞がだんだ

ん上の方に向かっていって剥がれていくという、

こういう皮膚の構造をしています。

　この皮膚を支えている、皮膚の下にある細胞を

支えているのが全部コラーゲンの仲間ですね。細

胞外マトリックスといいます。

　骨なんて、カチカチに堅いものなのでなさそう

かなと思うと、その中にも実はコラーゲンという

のはたくさんあります。コラーゲンの柱が鉄筋の

ような成分でその中にコンクリートみたいにカル

シウムがくっついて鉄筋コンクリートみたいなコ

ラーゲンカルシウムの堅い骨を作っています。

　ところで、私は小児外科で手術したり、怪我し

た人を縫ったりする仕事なので、そういう外科の

中でのコラーゲンの働きについて、傷の治りとコ

ラーゲンという話を紹介したいと思います。

　みなさんこういうふうに転んで擦り傷をつくっ

たことありますよね。走っていてアスファルトで

転ぶと「痛い、すりむいちゃった」ってなります。

この写真もかなり痛そうですね。特に砂利の所な

んかですりむいたりすると皮膚がザーッと剥けて

しまって、かなり痛い状態になります。

　こうなった時にどうするでしょうね。お風呂入

ると沁みますし、バイ菌がつくかもしれないし、

ご飯食べてお醤油がついたりしたら沁みますし

ね。傷を何かで覆って治そうとしますね。

　その傷を覆うものを医学用語ではドレッシング

といいます。

コラーゲンの仲間は体中にあります。

細胞さいぼうがい

細胞外
マトリックス

（細胞をささえている）

コラーゲン
（鉄筋）

カルシウム
（コンクリート）

傷のなおりとコラーゲン
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　みなさんのおじいちゃん、おばあちゃんが子供

の頃だとガーゼをあてたり、包帯をまいたりした

でしょうか？お父さん、お母さんが子供の頃だと

カットバンなんてよくつけましたよね。ビニール

の所にちょっとガーゼがついていて、傷にくっつ

きにくくなっている絆創膏というものですね。

　最近はいろんなキャラクターがついたものもあ

りますね。

　こういうのを「乾燥ドレッシング」といいます。

中にお水が溜まって、ジュクジュクしていると、

なんとなく傷って治りにくいような気がしますよ

ね。傷って乾くと治ると思いませんか？乾かすよ

うにお水を吸い取って、傷を乾くようにしてくれ

て、ここにぶつぶつと小さい穴があいていて、空

気が外に抜けるように傷が乾燥するようになって

いるので乾燥ドレッシングという名前なのです。

　ところが最近薬局で皆さん見たことあると思い

ますが、ベトっとして、ちょっと厚いゼリーやグ

ミのような感触の絆創膏がありますね。べったり

傷を覆ってしまって中は傷から染み出た液体でグ

ジュグジュしてきますね。これを閉鎖式ドレッシ

ングといいます。

　これはどういう経緯でできてきたかというと一

番最初に口内炎の治療薬としてゼラチンを使った

んですね。ゼラチンとかペクチン、聞いたことあ

るかな。ジャムをベトベトする成分がペクチン、

ゼリーをベトベトする成分はゼラチンですね。

　うーんと痛い口内炎ができた時にペタンと貼っ

てあげると食べるものも沁みないし、傷もよく治

るというのが最初です。

　そのあと人工肛門といってお腹に病気があっ

て、お腹から直接便を出す場合に便が漏れないよ

うに、皮膚があれないように覆うためにこの素材

が使われたんですね。そうしたら今度は、この素

材で覆っておくと傷が早く治るということに気が

ついて、怪我した部分もこのゼリーのような素材

で覆うようになりました。

　傷を覆うもの、ドレッシングの歴史について

ちょっとお話ししましょう。

一番最初の記録は、紀元前2500年、楔形文字で粘

土板に彫ってあります。「傷ができたら水とミル

クで洗って、蜂蜜と樹脂でピタッと覆う」と。こ

の頃なぜか、人間は閉鎖式ドレッシングをしてい

たんですね。

　他に古代のエジプトではミイラを作るぐらい

で、防腐剤というのにものすごく長けていました

から、ミョウバンを使ったり、あとは乳香だとか、

木のいろんな成分、防腐作用のあるものを使って

閉鎖式ドレッシングをやっていました。

　ところが閉鎖式ドレッシングというのは傷の治

イタイ！！
すりむいちゃった！！

傷を覆うもの＝ドレッシング

お母さん、お父さんが子供の頃？？
乾燥ドレッシング

みんなは使ったことあるかな？
閉鎖式ドレッシング

一番初め（１９７０年）はゼラチンからつくったのです。
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りを良くするのにもすごくいいんですけれども、

ペタンと覆ってお水がいっぱいあって、温かい状

態にしているとバイ菌もよく育つんですね。

　この頃はまだ抗生物質がなかったのでバイ菌を

育ててしまうと悪くすると体にバイ菌がまわって

命に関わることもあるわけです。

　そうしてギリシャの時代にはお酢とか葡萄酒で消

毒し、皮膚を乾燥させて、かさぶたを作って良くし

ようという乾燥ドレッシングの時代がありました。

　続いてローマの時代のお医者さんが傷をよく観

察したら、傷というものはどうもバイ菌がついて、

膿がついて治ることに気づきました。そこで傷が

治るにはバイ菌がつく必要があるとこの人は思っ

てしまったんですね。傷に蜘蛛の巣や鳥や豚の糞

をなすりつけたり、沸騰した油を注いだり、わざ

わざ傷を悪くすることをすすめてしまったんです

ね。そうしてこの中世ヨーロッパの時代、1500年

の間、違った治療が続けられてしまいました。

　ところが19世紀になって海の上の海軍で、いつ

も治療に使う沸騰した油がなかったのだそうで

す。ですのでその辺のあるもので代用しました。

具体的には卵白とか冷たい油とかだったそうで

す。するといつもより早くよくなったんだそうで

す。

　「あれ、この人達いつもみたいに痛がらない。

どうも傷が良くなる。あれ、沸騰した油は傷によ

くないんじゃないか」とその時治療したお医者さ

んは気がつきました。200年くらい前の話ですね。

その頃にギリシャ時代の人と同じぐらいのことを

もう一度気づき直して、消毒して乾燥させるとい

う治療が復活しました。

　たぶん、お父さん、お母さんは赤チンって使っ

たことがあると思いますが、グジュグジュした所

につけるとタンパク質が変性、収斂して乾きま

す。また剥がして、乾燥させたほうがはやく傷が

治るといってかさぶたをはがしたことはありませ

んか？いずれも消毒・乾燥させて傷を治すという

治療方法です。

　ところが、1958年、やけどの水膨れをジーッと

見ていたお医者さんがいたんですね。やけどの水

膨れを何個も何個もジーッと見ていたら、破い

て治すっていわれていたんですけれども、「あれ、

破かないほうが早く皮膚は綺麗に治る」というこ

とがわかりました。そこに先ほどお話した、ゼラ

チンやペクチンなど、傷口を湿ったまま覆うこと

のできる素材の開発が加わって、人工的な水泡の

ような傷ドレッシング、閉鎖式ドレッシングが生

まれたのです。

　やけどの水泡ですが、熱が加わって表皮が変性

すると、その下の組織から表皮が剥離して水が溜

まってきます。この中の水はただのお水じゃない

んですね。体液が浸み出してきているので、中に

は糖分もあるし、タンパク質もあるし、その他に

細胞を育てるためのいろんな因子が中に溶けてい

ます。

　このなかでは表皮は早く綺麗に治ってくる。そ

ういうことがわかってきました。

傷を覆うもの＝ドレッシングの歴史

紀元前２５００年 水とミルクで洗って、
蜂蜜と樹脂で覆った（閉鎖式ドレッシング）。

エジプト、メソポタミアでは、粘土や獣脂と防腐剤を用いた。

ギリシャ時代には酢やぶどう酒で消毒、乾燥し、かさぶたをつくった。

ローマ時代に「傷は化膿してから治る」＝化膿するのはよいこと
くものす、とりやぶたの糞、沸騰した油をつかった。

わざわざ傷をわるくする！！

１５００年の暗黒時代

傷を覆うもの＝ドレッシングの歴史

１９世紀 戦争中にいつもの薬がなくてあるもので治療したら
そのほうがよくなった！！

傷は化膿しないほうがよい！！消毒して乾燥させよう！！

１９５８年、やけどのみずぶくれ破いて乾かすより
破かないほうがはやくなおるぞ？どうしてだ？？

１９７０年代、湿った環境のほうが傷ははやく、きれいになおる。
（閉鎖式ドレッシング）
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　次に擦り傷ですが、皮膚の表面の上皮が剥がれ

ると、一番最初に走ってくる細胞があります。そ

れはコラーゲンを作る細胞で「線維芽細胞」とい

います。細胞は乾燥すると死んでしまうので、傷

面に水気があるほうがこの細胞は移動しやすいの

です。

　走ってくる線維芽細胞はコラーゲン作る細胞で

すから、傷を埋めるためにコラーゲン作ります。

はじめにお見せした巣のような網目をたくさん作

ります。そうして今度は、「よし足場ができたぞ。

皮膚を作ろう」と、皮膚の元になる細胞が梯子を

上るようにその中を渡っていきます。こうして傷

全体が覆われると綺麗に怪我は治ります。

　実際に皮膚の細胞の成長を培養細胞で見てみま

しょう。実験動物の皮膚をプラスチックのお皿に

くっつけて５時間ぐらい湿った環境にしておく

と、細胞が張ってきます。黒い部分が貼りつけた

皮膚ですが、ここから細胞でてきます。これを「遊

走」といいます。48時間すると、見える範囲は全

て１枚のシートのように表皮の細胞に覆われてし

まいました。

　コラーゲンは傷を治すのですが、逆に育ち過ぎ

て困ることもあります。みなさんこの写真のよう

に傷の治ったあとが膨らんでしまったり、白く硬

いあとになってしまったりしたことはありません

か？これは実は全部コラーゲンです。コラーゲン

は刺激があると育ち過ぎます。

　刺激には様々な種類があります。糸で縫った場

合の異物刺激や、紫外線の刺激、物理刺激（引っ

張る力やこすれる力）、感染や乾燥も刺激です。

刺激があると線維芽細胞は張り切ってしまって、

傷を埋めるのに頑張ろうとどんどん育ちます。

　こういう刺激を閉鎖式ドレッシングはすべて和

らげてくれます。傷が早く治るだけではなく綺麗

に治ります。ただ傷の深さとか、感染の状態によっ

ても治療法が違うので、大きな怪我の場合は必ず

病院に受診して下さい。

水泡は理想のドレッシング材

１９５８年、やけどのみずぶくれ破いて乾かすより
破かないほうがはやくなおるぞ？どうしてだ？

創傷治癒とコラーゲン

「けがだ！傷をなおさなくちゃ！」
はじめにコラーゲンを作る細胞が
けがの中に走り出します。

「よし！足場ができたぞ。
皮膚をつくろう！」

次にコラーゲンの中を、肌を作る
細胞がわたっていきます。

皮膚

遊走する細胞

皮膚細胞の成長

５時間後 ４８時間後

ケロイド、肥厚性瘢痕は
育ちすぎたコラーゲン
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　こうしてやっと2500年前の閉鎖式ドレッシング

に戻ったなんて、本当に不思議ですね。

　傷を治す方法は何万年も前から人類はいろいろ

な工夫してきたと思います。葉っぱをくっつけて

みたり、温泉に入ってみたり、舐めてみたり。記

録のある古代にも、中世にもみんな一生懸命傷を

治す工夫を考えてきました。そんななかにも最近

10年、20年の間にまだまだ面白い発見があって、

まだまだ良くなる、人の役に立ったりする余地が

あるんですね。

今日は「親子でサイエンス」ということですが、

サイエンスの中にじっと視線を向けると、こう

いう面白い発見がまだまだたくさんあって、みん

なにみつけられるのをきっと待っていると思いま

す。以上です。

コラーゲンが育ちすぎないこと

刺激があると線維芽細胞は張り切ってしまいます。
（乾燥、異物、引っ張る力、ばい菌、紫外線）

閉鎖式ドレッシングは瘢痕形成も予防します。

傷の深さ、感染の状態によって治療法、効果は異なります。
わからないときはお医者さんに相談してください。

まだまだ、
サイエンスにはおもしろい発見がたくさん！！
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　私は株式会社ニッピで研究員をしております藤

崎と言います。ニッピ・バイオマトリックス研究

所は茨城県にあります。本社は東京にありますが、

数年前に研究所は茨城県に移転しました。

　多細胞生物の体は、細胞と細胞がマトリックス

でできています。今日は細胞外マトリックスの中

でもコラーゲンの話、コラーゲンがコラーゲン同

士で接着したり、細胞と接着するとどのような影

響はあるかというお話をしたいと思います。

　コラーゲンが体の中でどのような働きをしてい

るかについて考えてみます。一般にコラーゲンは

体の中で細胞を支える支持体であると同時に、接

着することにより細胞増殖などに影響を与えると

いわれています。一部の細胞は細胞として機能す

るために、コラーゲンに接着する必要があります。

またコラーゲンは細胞の他にコラーゲン同士でも

接着します。この二つの働きのおかげで体の中で

はコラーゲン同士が集まり、その集合体に細胞が

接着することになります。

　コラーゲンはスーパーファミリーといってヒト

で29種類も種類があり、量も全タンパク質の１／

３を占めるほど大量に含まれています。共通の特

徴として、３本のアミノ酸の鎖から構成される螺

旋構造を持っていることが挙げられ、この３本の

アミノ酸で一つの分子を構成しています。この分

子は体の中でいちばん多い一型の場合、コラーゲ

ン分子同士で接着して紐状の線維という会合体を

作ります。その線維がたくさん集合して、たとえ

ば骨のような組織を作り、コラーゲン線維ででき

たいわば骨組みの間には細胞が接着して体の中で

コラーゲンはスーパー接着剤？
〜くっつけて
ガン細胞を増やさない？〜

親子でサイエンス2011 資料
2011. 12. 23

（株）ニッピ バイオマトリックス研究所 藤崎ひとみ

茨城県 取手研究所

東京足立本社ビル

コラーゲンは体の中で
どんな働きをしているのか？

その１

細胞をくっつける（接着する）

多細胞生物のからだの器官は
動物・植物・原生生物・真菌類

細胞と細胞外マトリックスで
(＝細胞の外側にある超分子構造)

@Wikipedia

できている
細胞-細胞 細胞-細胞外マトリックス-細胞

「コラーゲンはスーパー接着剤？」

株式会社ニッピ・バイオマトリックス研究所

研究員　藤　崎　ひとみ 氏

講演２
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器官として機能しています。

　接着した細胞はコラーゲンとの接着部を介して

細胞内部に様々な命令を伝達しています。この現

象をシグナル伝達といいます。

　別の言い方をするとシグナル伝達はコラーゲン

に接着した細胞が、接着した場所から細胞内部の

細胞核にあるDNAまで、順番に多くの分子を経

由して伝言ゲームのように次々に情報を伝える機

構を指します。

　細胞核の中にあるDNAまでシグナルが伝わる

と、この場合は「増えろ」というシグナルですが、

そこからもう一度細胞質にシグナルが伝達され、

細胞の構成部品となるタンパク質を作り始め、複

雑な制御の結果、やがて細胞が増えます。

　「増えろ」以外にも様々なシグナルがあり、「死

んでしまえ」というシグナルもあれば、「ゆっく

りしてそこで止まっていなさい」というようなシ

グナルもあることが知られています。

　さて、コラーゲンというのは体を構成しているタ

ンパク質ですが、コラーゲンだけを体の中から取り

出すというのは意外と大変なことでありました。

　1960年、いまから50年位前にやっとコラーゲン

だけを綺麗にして、体の中から取り出すことがで

きるようになりました。原料としなるのは、動物

の皮膚や骨です。これら組織にはコラーゲンが多

く含まれています。精製するためには、まず組織

を潰します。その潰した組織から酸や酵素を用い

てコラーゲンを溶かし出し、さらに遠心して分離

精製したものがコラーゲンになります。

細胞はコラーゲンなど細胞外マトリックスに
規則正しく接着して
骨などの器官を作り、機能している

細胞外マトリックスは
５００以上種類がある。

なかでもコラーゲンは
細胞外マトリックスの中でも
多量 全タンパク質の１／３
（ヒトの場合）

多種 ２９種類
含まれている。

コラーゲンは体の中で
どんな働きをしているのか？

その２

細胞に命令を出す
（シグナル伝達）

細胞増殖開始!

コラーゲンに接着した細胞は、接着した場所
（フォーカルアドヒージョン）から順番に
核までシグナルが伝達され、増殖が制御される

「ふえろ！」
と命令する

Focal adhesion

collagen

cell

細胞増殖関連
タンパク質合成開始

ところでコラーゲンを体の中から
とってくる（精製する）と
どうなるか？

動物の体から
コラーゲンを
抽出、精製して

研究試料や
生活用品として

活用できる。

ホモジェナイズ

可溶化 酸
酵素

分離

精製

コラーゲンの精製

つぶして

とかして

わけて

きれい
にする

1960年 コラーゲン可溶化成功！
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　ここで皆様のお手元をみていただきたいのです

が、ニッピでは様々な形態のコラーゲンを製造し

ておりまして、その一部を見ていただいています。

なかでもスキンケアクリームが溶かし出した分子

状のコラーゲンです。これは保湿力の高い化粧品

です。コラーゲンを精製する前の状態、原料とな

るのがお手元にある皮です。皮はコラーゲンを多

く含んでいる組織で、先ほどの行程を経てスキン

ケアクリームとして使うことができるようになり

ました。

　さて、精製した分子状のコラーゲンですが、こ

の溶液を体の外で調製して、もう一度右の写真の

ような生体内によく似た線維を形成させることが

できます。この線維は一見ゼリー状のゲルになり

ます。

　さて、ここでやっと私の仕事ですが、細胞がコ

ラーゲンに接着するとどうなるかを調べて、生活

に役立つことに使えないか考えることです。

　コラーゲンは一般によく細胞を接着するといわ

れております。そのことを簡単な実験で見てみる

ことにしました。分子状コラーゲンを培養皿の一

部に塗り、その上で細胞を培養します。しばらく

して細胞が接着した頃に一旦培養皿を優しく洗い

ます。その後、接着している細胞を肉眼で見やす

くするために、細胞を青く染色してみたものがこ

の写真です。

　そうすると、書いた文字のところは細胞がその

まま残っていて、細胞の形を見るとよく広がって

おり、細胞が強く接着したことがわかります。一

方、何も塗らないところの細胞は洗い流されてし

まい、培養皿に残らないので、コラーゲンを塗っ

たところだけ、細胞は強く接着していたことがわ

かります。

コラーゲン
分子

生体から精製した

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

生体を形成している

コラーゲン
線維（ゲル）

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

コラーゲンヘリ ッ クス領域300nm

C末テロペプタ イドN末テロペプタ イド

I型コラーゲンの構造

2nm

α２

α1

α1

A

コラーゲン分子はもとのコラーゲン線維を
もういちどつくることができるか？

ゼリー

（＝トロポコラーゲン）

ゼラチン
（＝にかわ）

OK!

In vivo In vitro

電子顕微鏡でみた コラーゲン線維の形

体の中 体の外

The molecular biology of the cell
Fourth ed.  p1106

私の仕事

「細胞はコラーゲンに接着すると
どうなるか？」を調べて

生活に役に立つようにすること。
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　ところで、コラーゲンは体内では分子ではなく

線維状態で細胞に接していることがわかっていま

す。今の実験は分子のコラーゲンに細胞がつよく

接着するということを示した実験ですが、体の中

でできているような線維にも同じようにつよく接

着するのでしょうか。先ほど見ていただいたよう

に、一度抽出したコラーゲン分子は体の外で、も

う一度線維を作ることができます。そこでコラー

ゲン線維の上で細胞を培養してみて、どのように

違う振る舞いをするのか、それとも違わないのか

調べてみることにしました。

　はじめに、皮膚の表皮細胞で調べてみました。

　培養皿の一部分だけ、コラーゲン線維を作りま

す。この部分になります。するとそこで培養した

細胞は丸く、先ほどのように広がっていない。一

方線維ではない部分に接着した細胞は先ほどと同

じように広がっています。接着するコラーゲンが

線維か分子かは細胞接着に大きな影響を与えてい

るということがわかりました。

　さてコラーゲン分子に接着した部分から「増え

ろ」というシグナルが伝達されるというお話をし

ましたが、そのシグナルを発する部分の形を見

ると、このように点々と染まって見えることがわ

かっています。

上の二つはコラーゲン分子上の写真です。広がっ

ている細胞の周辺に点々と強く染まっているとこ

ろがあり、細胞に「増えろ」というシグナルを与

えていることがわかりました。

　一方で下の写真はコラーゲン線維上の細胞です

が、細胞周辺にシグナルを発する強く染まった部

分がほとんどなく、「増えろ」というシグナルが

入っていないことがわかります。

細胞は培養皿にぬったコラーゲン分子に
つきやすいことを示す実験

① 培養皿にコラーゲンで
らくがきする

③ 接着しない
細胞を洗い除く。
残っている細胞に
色を付けると

② 細胞を培養する

では、コラーゲン線維や
コラーゲン分子に
細胞が接着するときに
ちがいがあるか？

①ヒト皮膚表皮細胞
（human foreskin keratinocytes）

の場合

コラーゲンの状態が
分子か、線維かで
接着する培養細胞に影響を与えるか？
その１

type I collagen gel

コラーゲン線維が皮膚細胞に及ぼす影響

細胞接着形態

Experimental Cell Res. (2002)

コラーゲン線維が皮膚細胞に及ぼす影響

接着装置 (フォーカルアドヒージョン；FA）
vinculin

m
ol
ec
ul
ar

fib
ri
l

Experimental Cell Res. (2002)

「ふえろ！」
と命令する
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　では、その後実際に細胞は増えるのかどうかを

見てみます。これはコラーゲン上で培養した細胞

数を調べたグラフです。縦軸が細胞数で横軸が培

養時間です。するとコラーゲン分子上で皮膚細胞

は増殖するにもかかわらず、線維上では細胞は全

然増えないことがわかりました。

　これらのことをまとめますと、コラーゲン分子

上では接着した皮膚細胞が「増えろ」というシグ

ナルによってよく増える一方で、コラーゲン線維

上では「増えろ」というシグナルが出ていないの

で細胞は増えない、ということです。私はコラー

ゲンの形態により、細胞増殖にこのような影響を

与えられている現象を面白いと考えました。そこ

から考えたことは、「細胞は増えないと体にいい

ことはあるのか？」ということです。

　ここでちょっと話が変わり、ガンのことをお話

しします。ガンはとても恐ろしい病気で、とにか

く細胞が増え続けてしまうという病気です。

　細胞に何か刺激を与えると細胞核内のDNAに

傷ができます。DNAが傷つくと、細胞が死にに

コラーゲン線維が皮膚細胞に及ぼす影響

増殖

days in culture

0

2

4

6

8

1 0

1 2

0 2 4 6 8 1 0

(x 104)

nu
m

be
rs

 o
f t

he
 c

el
ls

A

o n dish (livi ng)
o n dish (dead)
o n  n on-fibrous  coll agen (l iving)
o n  n on-fibrous  coll agen (de ad)
o n  coll agen ge l (li ving)
o n  coll agen ge l (dea d)

Experimental Cell Res. (2002)

まとめると

コラーゲン
分子 → 皮膚細胞をよく増やす

コラーゲン
線維 → 皮膚細胞を増やさない

ことがわかった。

「細胞が増えないとよいことはあるか？」

くくなり、増殖するためにも周りの細胞を自分の

手下のように扱い、自分が増えたり、生き残るの

に有利なように使うという現象がおきてきます。

結果、細胞がどんどん増えてしまい、しかも転移

といいますが、よその所までのこのこ出かけてい

き、本来体が持つ機能が損なわれます。ご存知の

ようにこれが原因となって亡くなる方も多い恐ろ

しい病気です。

　私はさきほどのコラーゲンの線維に接着すると

皮膚細胞が増えないという結果から、ガン細胞が

コラーゲン線維に接着することで皮膚細胞のよう

に増えなくなる効果が期待できるのではないかと

考え、同じ実験をガン細胞でやってみることにし

ました。

　大腸のガン細胞を使って、さっきと同じ実験を

やってみました。左側の写真はコラーゲン分子に

接着した細胞です。細胞が伸展しているところが

観察されます。

日本は世界一ガンになるヒトが多い。
二人に一人がガンにかかり、
三人に一人がガンで亡くなる。

一般には
発症から死亡まで何十年もかかる。

ガンとは…. 
細胞が増え続ける病気

細胞は死ににくくなる
周りの細胞の機構をのっとる
増殖能上がる

ガンとコラーゲン

細胞増殖
止まらない！

DNA損傷

DNA

UV
タバコ
放射線
、、、

では
ガン細胞が増えないようにすればいい！

ガン細胞もコラーゲン線維にくっつくと
皮膚細胞のように増えなくなるか？
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　それに対して右側のコラーゲンの線維上、この

細いのがみんなコラーゲンの線維ですが、その上

で細胞は丸いままで伸展していません。形は皮膚

細胞と同じように丸く、皮膚細胞と同様の形を示

すことがわかりました。

　その時に「増えろ」という命令がされているか

見ると、分子の上で培養しますと細胞の周りに

点々で形成されてシグナルが入っているというこ

とがわかります。しかし一方で、コラーゲン線維

の上で培養すると細胞は丸くなり、命令が伝達さ

れていないことがわかりました。

　では実際に細胞が増えるかどうかをみてみまし

た。縦軸が細胞数で横軸が培養した時間になりま

す。左側はコラーゲンの分子の上で、細胞が時間

が経つにつれて、増えていくのがわかります。

　それに対して右側のグラフで、コラーゲン線維

の上では細胞は全然増えないということがわかり

ました。

　このようにガン細胞でも皮膚細胞と同じように

コラーゲンが体の中にあるような線維の状態であ

れば、細胞を増やさないことがわかります。

　以上をまとめますと、「コラーゲンはただ接着

するというだけではなくて、接着した細胞を調節

して、増えないようにすることもできる」機能を

持っていることがわかりました。細胞がコラーゲ

ンを作り、作ったコラーゲンからまた細胞の方に

フィードバックして影響が出るということも考え

られます。

　他にも考慮すべき点は多々ありますが、ある種

の病気には、治療薬と一緒にコラーゲン会合体を

使うことで、より相乗的な効果が得られるという

ふうに考えております。

　このようにコラーゲンというのは組織の形を作

ることに加え、細胞に命令を与えて、細胞を増や

したり、増やさなかったり、調節することができ

ます。

　コラーゲンは細胞の外側を保護し、細胞機能を

調節するものだと考えられます。コラーゲンを家

コラーゲンの状態が
分子か、線維かで
接着する培養細胞に影響を与えるか？
その２

②ヒト大腸癌株化細胞

（Caco-2 cells）

の場合

コラーゲン線維がガン細胞に及ぼす影響

細胞接着形態

Connect. Tissue Res. (2009)

Caco-2 on non-fibrous collagen
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Caco-2 on collagen fibrils
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分子 線維

コラーゲン線維がガン細胞に及ぼす影響

増殖

Connect. Tissue Res. (2009)

コラーゲンは細胞をただ接着するだけではなく、
接着を調節して細胞増殖制御もしている

『スーパー機能性接着剤』！

正常細胞だけでなく
ガン細胞も！

制ガン剤といっしょに
使ったらどうか？
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にたとえると、細胞は人間にたとえることができ

ます。たとえ話ですが、家であるコラーゲンの調

子がいいと、そこに接着している細胞も機嫌よく

過ごせるのではないかと考えています。

さらに推論ですが、コラーゲン線維がきちんと保

持されることで、細胞機能も健常に保たれ、いっ

てみれば、細胞も組織もみんなで末永く仲良く暮

らしましたというように、健康で幸せな人生が送

れるのではないかと考えております。

　本日はお話を聞いていただいてありがとうござ

いました。

とこのように コラーゲンは体の形をつくっているうえに
細胞に命令を与えて

細胞をふやしたり、ふやさなかったり
調節することができる。

つまりコラーゲンの調子がいいと
細胞も機嫌良く過ごせる。

コラーゲンが家だとすると
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　今日はコラーゲンを実際に触って見てもらおう

と思って話をします。

　先ほどの藤崎先生の話で「スーパー接着剤」と

いう話が出ていたので、接着剤の役割について、

実験を三つくらいやってコラーゲンを感じてもら

えたらいいなと思って考えてみました。

　私の会社ではゼラチン・コラーゲンを使った製

品を作っています。

　本社は東京ですけれども、取手に研究所があり

ますから、私はここからやってきました。こちら

に来たら雪でしたので新鮮でしたけれども、毎日

いたら大変でしょうと思います。気候がわりと湿

気があるから、秋田の人がお肌がいいというのは、

コラーゲンをつけなくても保湿も十分だからいら

ないのかなと思いますけれども、今日はコラーゲ

ンの話を聞いていってください。

　体をつくるコラーゲンは、ここにある革を見て

もらったらわかるかと思いますけれども、裏に糸

状のものがついていて、これが絡まって丈夫なコ

ラーゲンになっています。

　それで他にも生き物の体には線維がいろいろと

ありまして、髪の毛はコラーゲンではなく、ケラ

チンの線維です。羊毛の線維もあります。木綿の

繊維は植物の繊維で、セルロースという糖のなか

まからできています。体をつくるときに、セルロー

ス繊維とかを使っているのが植物です。そしてケ

ラチンとかコラーゲンのようなタンパク質を使っ

ているのが動物になります。他にもナイロンとか

いろいろなものがあります。

　こういうふうに、いろいろな繊維がありますが、

紙もよく見ると繊維がたくさんあって、繊維が固

まって、皮のように強いものをつくっています。

このつくっている元のものを見ていこうというこ

とです。
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2011年１2月23日＠秋田

What is collagen?
Ｌｅｔ‘ｓ コラーゲン観察

by Shunji Hattori
服部俊治

Nippi (old name Japan leather company)

Nippi research institute of biomatrix

Head quarterResearch institute

Main factory
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What is collagen?
Ｌｅｔ‘ｓ コラーゲン観察

by Shunji Hattori
服部俊治

Nippi (old name Japan leather company)

Nippi research institute of biomatrix

Head quarterResearch institute

Main factory

「Let’s コラーゲン観察」

株式会社ニッピ・バイオマトリックス研究所

所長　服　部　俊　治 氏

実　験
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　ゼラチンやコラーゲンはもともと同じタンパク

質のものですが、これを触ってもらおうと思いま

す。先ほど配ったつぶつぶのものはゼラチンです

が、これをお湯で溶かしたものが今配ったもので

す。料理をされる方はご存じだと思います。

最初の実験として温かい状態のゼラチンを保冷剤

で冷やしてみてください。触ってみてもらうとど

んな感じがしますか。

会場）べたべた。離れない。

　べたべただよね。触るとだんだん固まってきま

す。最後はゼリーになります。

　コラーゲンはゼラチンなのですけれども、これは

どういう性質があるかというと、はじめはぬるぬる

で、固まってくるとべとべとします。触った感じは

べたべたな感じがします。べたべたというのはどう

いう感じかというと、「糊」のような感じですね。

　これを昔の人は膠（にかわ）とよんでいました。

皮を煮て溶けてきたものを膠とよんでいましたけ

れども、現在の科学者が名前をつけると、「ゼラ

チン」とか「コラーゲン」という名前になります。

　このコラーゲンが使われているのが、食べ物で

はゼラチンやグミキャンディー、それからマシュマ

ロなどに使われていますし、他の使い方もあります。

　薬、寒天、フィルムなど書いてありますけれども、

この中でコラーゲンが使われているのはどれでしょ

うという問題をつくってみました。（みなさんに手を

挙げてもらいます。）これの答えは「薬」。薬のカプ

セルは飲んでも大丈夫で、固まっていて、胃の中で

溶けるというカプセルに使われています。

　それから写真の「フィルム」にも使われていま

す。フィルムの上にいろいろな絵が出るような薬

が塗ってあるのですけれども、これをくっつける

のにゼラチンが非常にいいということです。いろ

いろな物質が開発されてきたのですけれども、こ

のゼラチンが一番いいということでずっと使われ

ていました。

　一番ゼラチンっぽい「寒天」にゼラチンは使わ

れておりません。これは天草という海草からつく

られます。先ほど動物の持っている線維はウー

ルとか髪の毛とかコラーゲンと言いましたけれど

2012/1/31
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First Experiment

Touch and feel コラーゲン！

食事

温度によって液体になったり
固体（ゲルになります）。

Result

Texture? Sticky
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ゼラチン グミキャンディー マシュマロ

コラーゲンの使われる食品

コラーゲンは膠（にかわ）と呼ばれ
日本画、墨に使われるよ

「膠彩画（こうさいが）」
○

にかわ
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Touch and feel コラーゲン！
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温度によって液体になったり
固体（ゲルになります）。

Result

Texture? Sticky
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も、植物の持っている繊維はセルロースとかがあ

ります。お砂糖の仲間で植物が持っている繊維の

ようなものがあって、天草という海草からつくっ

ているので、これはゼラチンではありません。

　違いは食べてわかるのですが、寒天は温度が60

度から70度くらいにならないと溶けないです。食

べても形が残っているのが寒天です。ゼラチンは

今触ってみてわかるように、温度が上がるともう

一度溶けてしまいます。食べたら溶けてしまう感

じのものがゼラチンのゼリーです。どちらが好き

かどうかは人によるかと思いますが、そうやって

見分けがつきます。

　他にもいろいろな使い方があって、コラーゲン

は昔から膠とよばれていまして、墨もコラーゲン、

ゼラチンを混ぜて固めたものです。昔の日本画は

300年経っても500年経ってもきれいに残っていま

すが、色の粉をゼラチンでくっつけて絵を描く方

法で、長持ちするのがわかっています。

　膠は日本語で読むと皮を煮て出てくるもので、

煮皮（にかわ）とよびました。昔から壁画とかに

絵を描くのにも膠（＝ゼラチン、コラーゲン）が

使われていたといいます。

　あとバイオリンとか和箪笥にもゼラチンでくっ

つけられていて、結構丈夫につけられているのだ

けれども、蒸気などをあてて熱くすると溶けると

いうことで、糊として非常に重要な役割で使われ

てきました。

　バイオリンもストラディバリウスとかあります

けれども、直せるというのは膠のおかげです。

　体の中でもコラーゲンは接着剤として細胞を

くっつけておくという重要な役割をしています。

体の中にコラーゲンがたくさんあるという話でし

たけれども、骨とか皮膚とかアキレス腱とかの腱

とか、こういうところにはたくさんコラーゲンが

あります。

　実際にコラーゲンを見てもらおうと思いまし

て、３種類の骨をつくってみました。実際にみん

なに見ていただいきたいと思います。
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さらに古くエジプト

Egyptian wall painting

楽器や家具にも使われます

修理できますバイオリン
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「膠彩画（こうさいが）」
○

にかわ

2012/1/31

4

さらに古くエジプト

Egyptian wall painting

楽器や家具にも使われます

修理できますバイオリン

2012/1/31

5

私たちの体の全ての臓器にコラーゲンがあ
ります。特に骨、皮膚、アキレス腱、には

たくさん有ります

・touch and feel bone

Three different types of bone

Second experiment
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　一つは豚の骨ですが、かちかちの骨です。もう

一つの骨はすかすかしています。最後の骨はどう

でしょうか。どう違うでしょうか。

　全部、もとは普通の骨を特別に処理すると、最

後の２種類の骨になります。

　骨は何からできているといわれていますか。

会場）カルシウム。

　そう、カルシウムです。しかしカルシウムだけ

だと骨は弱い。これは触ってもらえばわかります

けれども、わりとすかすかな骨です。

　カルシウム以外で何かがなければ丈夫な骨はで

きない。逆にカルシウムをなくしてしまうと、こ

ういう骨になります。どういう感じがしますか。

会場）ごねごねしている。

　曲がるけれども折れない。骨を特別な処理をし

てカルシウムだけにしてしまうとすかすかで、硬

いけどもろい。カルシウムの中にコラーゲンが

あって、全体を骨としての形をつくっている。

　さらに骨の中に生きている細胞があるのですけれ

ども、生きている細胞もコラーゲンにくっていて、コ

ラーゲンがカルシウムと細胞をくっつけていて、体

ができている。体の接着剤になっているのがコラー

ゲンで、「スーパー接着剤」だという話です。

　今の話をまとめさせていただきますと、骨はコ

ラーゲンとカルシウムでできている。カルシウム

だけだと硬いけどもろい。コラーゲンだけだと柔

らかくて、グニャグニャしていて、コラーゲンと

カルシウムが一緒になると硬くて強くて、少々曲

げても折れない丈夫なものができます。

　よく「骨粗鬆症」というので骨が折れやすくな

る病気があって、カルシウムが減っても弱くなり

ますし、逆にコラーゲンがなくてもすかすかでポ

キッと折れてしまう感じになって、骨の中でもコ

ラーゲンとカルシウムがバランスよく一緒になっ

ていないといい骨ができない。コラーゲンが何で

もくってけてしまうというのが、今回のテーマに

なっております。

　さっき話がでていましたが、コラーゲンは超高

性能顕微鏡で見ても見えないくらいの大きさにす

るとこういう線になっていて、これが集まってさ

らにこういう線維ができて、さらにそれが集まっ

て骨ができて、丈夫で少々曲げても折れない丈夫

な骨になっています。

2012/1/31
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What is made from bone?

Collagen and calcium

bone、

Assembling collagen and calcium
Makes Strong and Tuff bone 

Only calcium
hard but fragile

Only collagen 
Soft and elastic
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　コラーゲンを使って、完全にコラーゲンを溶か

してしまうと、さっきの化粧品ができますし、そ

れをさらに分解してもっと食べやすい形にすると

飲むコラーゲンができますし、さっきのソーセー

ジの皮もコラーゲンをもう一回溶かしてこの形に

するとできる。それからゼラチンでゼリーとかグ

ミとか、いろいろなものができる。ということで、

意外と皆さんもコラーゲンを意識していなくても

取れているのかなと思います。

　今回はコラーゲンの接着力を見てもらおうと思

いまして、実際に皆さんにゼラチンを使った絵を

描いてもらおうと思っております。

　お手元に日本画用の顔料がありまして、これを

ゼラチンで溶きます。この日本和紙は中性紙です

ので非常に丈夫で、1000年くらいもつ、正倉院に

ある文書でも残るくらい丈夫なものです。

　みんなは学校で水彩画を使っていると思います

けれども、水彩画とゼラチンでつくった絵の具で

どう違うかというのを見てもらおうと思います。

　コラーゲンを使った絵は、すぐ固まって、すぐ

水につけてもにじまない。コラーゲンの力で紙に

ぺったとくっついて、すごく丈夫で、1000年くら

いもつ絵ができるので、皆さんにもご自由に描い

ていただきたいと思います。

2012/1/31
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さて ゼラチンを使って１０００年もつ 絵を描いてみよう

LAST experiment

おたのしみ！
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「親子でサイエンス 2011 ～女性研究者によるコラーゲン研究の最前線～」 

秋田大学男女共同参画推進室 コロコニ  

アンケートにご協力ください 

 

質問 1. このイベントをどのようにして知りましたか。（一つに○をしてください）  

1. チラシやポスターを見て  ２. 学校・担任の先生から勧められて  ３. 友達に誘われて 

４. お母さんなどに勧められて    ５. 新聞（広告）やホームページを見て 

６. その他（                                     ） 

 

質問 2. このイベントに参加した理由は何ですか。 （一つに○をしてください） 

1. チラシやポスターを見て、おもしろそうだったから 

2. コラーゲンについて知りたいと思ったから      3. 女性研究者に興味があったから 

4. 実験がおもしろそうだったから                5. 大学進学に役立ちそうだから   

６. その他（                                     ） 

 

質問３. このイベントに参加して良かったと思いますか。(一つに○をしてください) 

1.とても良かった  2. まあまあ良かった  3. あまり良くなかった  4. 良くなかった 

 

   特に良かったと思われたことは何ですか? (一つに○をしてください) 

1. 「えっ、これもコラーゲン？～コラーゲンと仲間たち～」（森井真也子先生のお話） 

2. 「コラーゲンはスーパー接着剤？」（藤崎ひとみ先生のお話） 

3. 「Let’s コラーゲン観察」（もじゃ博士のお話や実験） 

4. 質問タイム、フリートークの時間 

5. その他(                                                       ) 

 

質問４. ご意見、ご感想をお聞かせください。（自由にお書きください） 

 

 

 

 

 

 

質問５. 性別 １.女  ２.男 

 

質問６. 所属 １.中学生 ２.高校生 ３.大学生（院生） ４.保護者・一般市民 ５.秋田大学教職員 

           ６.他大学教職員 ７.そのほか学校関係者 ８.その他(              ） 

 

ご協力、ありがとうございました。                     
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親子でサイエンス2011
女性研究者によるコラーゲン研究の最前線

平成23年12月23日（金）開催

参加者人数　34名（一般20名、大学教職員14名）

アンケート回収　18枚

親子でサイエンス2011　女性研究者によるコラーゲン研究の最前線 平成２３年１２月２３日（金）開催

参加者人数　34名（一般20名、大学教職員14名）

アンケート回収　18枚

Ｑ１ イベントを知ったきっかけ

Q2 イベントに参加した理由

Q３ イベントに参加した感想

Q3‐1 良かったもの（複数回答）

Q5 性別

Q6 所属
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Q6 所属
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新聞・ホーム
ページを見て
22％

チラシ、
ポスターを見て

22％その他
17％

学校の先生に
勧められて
6％

お母さんに
勧められて
33％

その他
6％

実験がおもしろ
そうだったから

33％

おもしろそう
だったから
39％

コラーゲンに
ついて知りたいと
思ったから
22％

まあまあ良かった
24％

とても良かった
76％

その他
22％ 中学生

28％

保護者
28％

その他学校
関係者
11％

秋田大学教職員
11％

女
61％

男
39％

もじゃ博士の
お話
50％

森井先生のお話
32％

藤崎先生のお話
14％

質問タイム
4％
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質問１　イベントを知ったきっかけ・その他の回答

・学校からチラシが配布されたので

・広報あきた

・家族に教えられて

質問２　イベントに参加した理由・その他の回答

・お母さんに無理やり連れてこられたから

質問４　自由記述

・親子で参加でき、テーマも身近なもので親しみやすかったです。内容も楽しく、興味深かった

です。

・最後に質問していたご婦人は、たぶん脂肪も白いし、コラーゲンも白いと思って勘違いしてい

るんではないでしょうか？楽しいイベントでした。ありがとうございました。

・文系よりもあまり表に出てこない理系の研究こそ私たちの生活に役立つ研究をしてくれている

ことに気づき、ありがたく思いました。

・説明もわかりやすく、実験も楽しかったです。

・とても感心がありました。ありがとうございました。

・コラーゲンで墨絵を描いたことはあったけれど、日本画はおもしろかったです。

・実験ですごくわかりやすくコラーゲンのことが分かったのでよかったです。最後の絵を描くの

はとてもおもしろかったです。

・コラーゲンの重要性を改めて認識させられました。身近にあるのを何気なく食べていたので、

考えながら生活していきたいです。ドレッシング材の話やコラーゲンの歴史を楽しく勉強でき

ました。また、子供と参加したいです。冬休みの良き思い出をありがとうございました。

・大変興味深いお話を拝聴できました。ありがとうございました。

・コラーゲの大切さを改めて知りました。骨（コラーゲンだけの骨、カルシウムだけの骨）のこ

と、とっても興味深かったです。

・コラーゲンと細胞の関係が興味深かった。これからもコラーゲン研究を進め、人への有効な利

用法をどんどん開発してほしい。

・コラーゲンについていろいろなことがわかりました。おみやげにいただいたので、磨きをかけ

たいです。

質問６　所属・その他の回答

・秋田県南部男女共同参画センター

・中高年

・小学生
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（4）意識啓発活動　

	１）　講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年12月6日(火)…13:30 ～ 15:30

場 　 　 所 秋田ビューホテル　４階　飛翔の間

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：無（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　））

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（　　）

来 場 者 人数：50名、（内訳　一般他：36名　大学教職員：13名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（教育機関・交流施設・企業などにポスター･チラシを送付、2市広報紙掲載）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」

内 　 　 容 ・挨拶：秋田大学理事　熊田亮介
・基調講演：ビートリックス・ファイフ氏による
　「ヨーロッパの現代におけるノルウェー女性　～バイキング精神と性区別のない職場～」
・質疑応答
・閉会

効 果、問 題 点 　ノルウェーや欧州諸国における男女共同参画の取り組みの紹介や、日本とノルウェーがお
互いに学ぶことなど、具体例を挙げながらの講演であった。参加者の多くが、ノルウェーと日
本、そして秋田との文化や社会生活を比較しながら、女性だけではなく男性の立場でも男女
共同参画を考えることの意義を感じたとの感想がアンケートに多く記載された。質疑応答も活
発に情報交換がされた。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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講 演 会

平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金　女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

お申込

TEL 018－889－2260　FAX 018－889－3186
E-mail sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp　HP www.akita-u.ac.jp/coloconi/

秋田大学男女共同参画推進室coloconi

お申込みはお電話、ＦＡＸまたはコロコニＨＰよりお願いします。

Beatrix Fife 氏
（ビートリックス・ファイフ氏）

ノルウェー出身。
欧州を中心に各国で美術、音楽、語学を習得。
現在は東京を拠点として、多方面で活躍中。

平成23年
13時30分～15時30分（開場13時）

定員

100名

入場
無料

託児
あり

講講講講
師師

会会会会
場場

日日日日
時時

秋田ビューホテル
４階「飛翔の間」
（秋田市中通２－６－１）

※お車でお越しの際は、秋田市公営駐車場をご利用いただく場合のみ、回数券を
お渡しいたしますので、受付までお申し出下さい。

お申込みが必要です。
11月25日まで

Norwegian women in today's Europe
~Viking spirit and sex-free work place~

ヨーロッパの現代におけるノルウェー女性
～バイキング精神と性区別のない職場～

演 題

※同時通訳あり

主催●秋田大学男女共同参画推進室coloconi　後援●ノルウェー王国大使館



−…200…− −…201…−−3−



−…202…− −…203…−−4−



−…202…− −…203…−

ヨーロッパの現代における
ノルウェー女性

～バイキング精神と性区別のない職場～

日時◎平成23年12月６日
講師◎ビートリックス・ファイフ氏

ビートリックス・ファイフ氏
言語学者。ミュージシャン、画家としても活動している。コミュニケーションやその表現方法に興味が
あり、ロールプレイによる語学教授法を専門としている。ノルウェー人としてフランス・イタリアで育ち、
現在は東京都在住。　

＊ビートリックス・ファイフ氏ウェブサイト  　www.makbx.com

講　演　次　第
１．ノルウェー基本情報
２．男女共同参画とは？
３．ノルウェーにおける男女共同参画の発展
４．ノルウェーの今日における男女共同参画
５．他の欧州諸国における男女共同参画
６．日本がノルウェーから学ぶこと、ノルウェーが日本から学ぶこと
７．質疑応答

−5−
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　皆さま、こんにちは。ノルウェーから参りま
したビートリックス・ファイフです。私は日本
語も話しますけれども、ノルウェー語や英語ほ
ど完璧ではないので、今日は英語でお話させて
いただきたいと思います。

　はじめに、私の母国でありますノルウェーに
ついてご紹介したいと思います。ノルウェーに
おける男女同権ということに関して、日本とノ
ルウェーを比較しながらご紹介したいと思いま
す。次にノルウェーの歴史について触れてみた
いと思います。また、他のヨーロッパの国々と
の比較に関してもお話したいと思います。それ
から私自身の体験についてご紹介したいと思い
ます。最後に日本とノルウェーがお互いに学び
合えるのではないかということについて触れて
みたいと思います。

　まずはノルウェーを表しますいくつかのイ
メージ（画像）をご紹介したいと思います。

　日本と同じようにノルウェーは山と海に恵ま
れています。向かって右上の写真ですが、山々
の間に海が入り込んで、フィヨルドと呼ばれて
います。それから右下の写真は国土の北半分に
現れます北の光あるいはオーロラと呼ばれる現
象です。これらがノルウェーと聞いて挙げられ
る代表的なイメージの二つだと思います。
　料理には日本と同じように魚を多く用います。
そしてパンをよく食べます。（下の中央の写真で
すが）これはサーモンです。スモークしたサー
モンもよく食べます。
　朝食にはパンを食べることが多いです。昼食
は12時から午後１時の間に食べます。夕食は午
後５時頃で、その時には（軽食ではなく）ディナー
を食べます。ですから午後４時には職場から帰っ
てくるということです。夕食の後は家族と一緒
に過ごしたり、あるいは自分の好きなこと、趣
味のことをしたりして過ごします。
　このことはノルウェーの社会にとってとても
大事です。家族と共に過ごす時間をたくさん持っ
ていること、そして働き過ぎないということを

講演
「ヨーロッパの現代におけるノルウェー女性

〜バイキング精神と性区別のない職場〜」
講師：ビートリックス・ファイフ氏（ノルウェー出身）

（同時通訳：秋田大学大学院医学系研究科教授　妹尾　春樹）
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（ノルウェーでは）大事にしています。もちろん
働くことが好きな人は夜遅くまで働いています
けど、これはごく少数派です。これらの一つの
原因は夜が暗いということです。仕事を朝から
お昼に集中してやってしまうということがある
ようです。明るい時間を有効に使いたいという
ことが一つの要因のようです。
　この左下の写真は北海で石油を採掘している
ところです。ノルウェーでは、1960年代に北海
油田が見つかって、そのために非常に国が豊か
になりました。教育や研究などに多くの資金を
充てることができるようになりました。もちろ
んアルミニウムを始めとして、様々な工業も盛
んですが、この石油産業というものはノルウェー
を豊かにする非常に大きな要因です。
　国が豊かになりましたので、政府としては教
育に非常に力を入れることができるようになり
ました。教育はずっと無料で受けることが可能
です。医療に係る費用も政府が出費してくれま
すから、国民は治療費などを支払うことなく、
無料で医療サービスを受けることができます。
　向かって左上の絵ですが、これは有名なエド
ヴァルド・ムンクの『叫び』という絵です。こ
の絵は、現在でもそうですが、ノルウェーの人々
は非常にダイレクトに自分の思っていることを
話すということを示しているのかもしれません。
それはヨーロッパの南方の地域の人々とは違い、
私たちノルウェー人は自分自身が考えているこ
とをとても率直に表現するということです。

　左半分は日本の地図とノルウェーの地図を合
わせて示しています。両国の形はよく似ていて、
非常に長くて、幅が狭いです。
　ノルウェーの長さというのは日本の鹿児島県
から北海道の北まで届く長さです。また右半分
ではノルウェーのある場所を赤い矢印で示して
あります。スウェーデン、フィンランドそして
ロシアと国境を接しています。また、スウェー
デンとノルウェーとデンマークはノルウェー語
と言葉が非常によく似ているので、困難なく話
をすることができます。またアイスランドの言
葉は古いノルウェー語です（しかし、現在のノ
ルウェー語とは異なります。）フィンランドは広
い意味ではスカンジナビアの地域ですが、言葉
は全く違う系統の言葉を使っております。
　また、ノルウェーはヨーロッパ連合（EU）に
は加盟しておりません。その理由としては、貨
幣の問題、それから政治的な問題があります。
しかし、アメリカ合衆国とは非常に強い絆を持っ
ております。100年前にはノルウェーから米国に
多くの移民が渡っております。
　

　右側はノルウェーの地図です。ノルウェーは
北、南、西、東というように地域が分かれてい
ます。私の両親はオスロの南の出身です。地域
はそのように分かれていますけれども、一つの
国、一体感というものは非常に強いものがあり
ます。左上の写真はオーロラの写真です。
　左下はノルウェーの夏の写真です。夏は１日
中太陽が沈まない、そういう日が２、３カ月間
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続きます。人々は外での活動をしたりパーティ
をしたりして、非常に楽しく過ごします。

　これは王室の写真で左の２枚が国王と王妃で
す。それから右が皇太子と皇太子妃です。この（写
真の下の段の）女の子は皇太子夫妻の第一子の
王女様です。皇太子夫妻には第二子として長男
が誕生していますが、1990年に憲法が改正され、
男女の区別なく第一子が王位継承権第一位とな
ることから、現在のノルウェー王位継承順位は
この王女様が父親の皇太子に次ぐ第二位となっ
ています。

　これは何年も前に私が日本に参りました時の
話ですけれども、日本の方に「どこから来たん
ですか」と聞かれて、「ノルウェーからです」と
答えると直ちに「鯨とフリーセックスの国です
ね」というふうに言われました。

　鯨は確かにそうかもしれませんが、フリーセッ
クスではなくてセックスフリー、つまり男女の

差別がないということで男女同権という国から
来たのです。そのことを今日はお話したいと思
います。

　ここからは男女同権ということについてより
強調してお話したいと思います。男女が同権で
あるということは、あなたが男性であろうと女
性であろうと社会の中のどの分野においても同
じ権利と同じ機会を持たなければならない、そ
ういうことが男女同権ということだと思います。
　この「男女同権である」という考え方はどこ
に由来するかと申しますと、これは仕事とそれ
からプライベートな生活とのバランスがきちん
としているという、そういうアイデアに基づく
ものであります。そういう仕事と個人のプライ
ベートの生活のバランスの上に男女同権もある
ということです。
　この「男性と女性が同じ権利を持つ」という
男女同権のもう一つの基礎になっているのは「人
としての価値が等しい」ということです。そして、
責任を取る権利とそれを共有し合う権利を持っ
ているということです。誰でも、安心して、人
から批難されずに暮らす権利があるのです。

　これはノルウェーにおける男女平等の主な出
来事を表しているスライドです。

　1970年代の後半から男女平等法ができました。
78年からは男女平等に関するオンブッド（調停
者）と、その役割について法律で決まってまい
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りました。オンブッドというのは、いわばカウ
ンセラーですから、男女平等に関する相談にのっ
てくれる、そういう人が正式に法律で認められ
たということです。
　この２枚の写真をご覧いただきたいんですけ
れども、向かって左は男性が家庭にいて、赤ちゃ
んを世話しているところです。そして右は妻あ
るいは女性が会社で働いているところです。こ
の両方の情景は（ノルウェー）社会に全く問題
なく受け入れられていることです。
　右の働く女性ですけども、ディレクターのよ
うです。指導的な立場あるいは責任ある立場に
たって仕事をしている女性です。（女性が指導的
立場にあることは）ノルウェー社会では十分受
け入れられてきていて、男性よりもポジション
が上の仕事をしていることもあります。
　1988年には、スライドで示している通り、公
的委員会、審議会へのクォータ制度が導入され
ました。“クォータ”というのは日本語に訳しま
すと“割当”、何かを割り当てるというような意
味です。この法律ができて以来、ノルウェーの
政府の職員の少なくとも半分以上は常に女性が
占めております。
　ノルウェーでは現在、給与満額を受けながら
取得できる両親の育児休暇が47週間、もしくは
給与の80％分を受けながら取得できる両親の育
児休暇が57週間あります。左の写真の男性のよ
うに、ノルウェーでは父親が育児休暇を取ると
いうことが珍しくなく、「パパ・クォータ」と呼
ばれる父親の育児休暇制度が1993年に導入され

ました。父親が両親の育児休暇の内、４週間の
有給の育児休暇を取得できる権利で、父親が取
得しないとその４週間分の休暇は消滅します。
2009年にはその割り当ては10週間に延長され、
さらに昨年には12週間に延長されました。

　ここにありますように、男女平等の政策は、
ノルウェーの少子化対策にもなっているわけで
すけれども、ノルウェーでは70％以上の女性が
働きに出ているのです。そして夫婦の間に子供
が生まれますと、前述の通り、１年以上有給で
休暇をとることができます。この点は日本とだ
いぶ違っていることだと思います。

　前述のとおりノルウェーでは、多くの女性が
外に出て働いています。このことについて、二
つの主な理由が考えられると思います。
　一つ目は税の制度です。税の制度はノルウェー
では夫も妻も働くと非常に優遇される、という
ようなシステムになっています。そういう実際
面の優遇があります。
　二つ目の理由としては、ノルウェーの社会は、
やりたいことをやっていい、そして心で思って
いることはダイレクトに表現していいという社
会なのです。つまり男性も女性も、働きたい人
は働いていいんだという、そういう社会だから
だと思います。以上の二つの主な要因が上げら
れると思います。
　もう一つ要因を上げるとしたら、託児施設が
整っているということです。1970年代には託児
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施設に預けられる子供が４％しかいなかったの
ですが、2008年には約９割の子供たちが託児施
設で面倒を見てもらえるようになりました。そ
ういうことも男女が共に働きに出られる大きな
要因ではないでしょうか。
　託児施設について申し上げますと、一人一人
の子供に大きな面積が用意されていまして、一
人当たり5.6平方メートルが用意されています。
これは（国土面積に対して）人口が非常に少な
いので、私たちノルウェー人は大きな家を建て
ることができます。託児施設においても一人一
人の子供に非常に広い面積を確保してあげるこ
とができています。
　私自身も学生の時に幼稚園で働くという体験
がありました。そこでは他の学生も働いていま
したけれども、決して日本のように幼稚園の仕
事というのは女性専用ではなくて、沢山の男性
が働いていました。
　男性が幼稚園などの託児施設で働くというこ
とは、非常にいい効果があるのではないかと思
います。女性と男性と違う遊びを提供すること
が出来ますし、子供の中にはお父さんがいない
子、あるいは理由によってお父さんとお母さん
と別れて住んでいる子供たちがいます。そうい
う場合は、男性の職員がお父さんの役割という
か、「お父さんってこういうものだよ」というこ
とを示してあげることができます。私は当時の
思い出として非常に鮮やかに記憶しているので
すけれども、別れて暮さなければならなかった
お父さんが自分の子供を幼稚園に見に来ている
ということがありました。

　また、ノルウェーでは1980年代から、これは
世界のどこにも他にはないと思いますが、男性
による社会的ポジションを求めての運動があり
ます。それは“soft…men”運動といって、“しなや
かな男性たち”、女性が今まで伝統的にしてきた
仕事を、自分たち（男性）もしたいんだという
ことを要求する、運動があります。
　
　今日は男女の同権ということをお話しており
ますが、これは女性だけの問題ではなくて、男
性の取るべきポジションというものも非常に大
事な問題になってくると思います。

　私は日本を好きですし、日本に興味がありま
す。その中で、ノルウェーに比べてでしょうけ
れども、男性と女性というものが非常に離れた
性格を持たされている、つまり女性は女性らし
くあれ、男性は男性らしくあれということを非
常に求められていると感じます。ノルウェーは
ちょっと違っていまして、（男性も女性も、自分
の）好きなようにしていいというようなことで、
ここは日本がノルウェーとは非常に違っている
ところだと、私は興味を持って見ています。
　ここで社会階級、ヒエラルキーということを
お話してみたいと思います。ノルウェーにおい
ては社会に対して自分の階級を示す必要がほと
んどありません。そのために（上の立場にある
人は必ず背広を羽織って、ネクタイを締めると
いうようなことはなく）着ている服なども自由
に（好きな服を）着ていいのです。ノルウェー
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においては職業のポジションがずっと上の方に
あるのか、下の方にあるのかということはほと
んど問題にされていないということです。
　例えばノルウェーにおきましては、内閣の大
臣ですら大きな立派な車には乗らずに自転車で
通勤することがあります。また内閣の大臣のよ
うな（高い地位の）職業に就いている人がケー
キ作りに励むというようなこともあります。そ
ういうヒエラルキーあるいは社会階級を外に示
す必要はないと、そういう社会になっています。
　また（企業などの役員の）秘書というのが必
ずしも女性ではなくてもいいですし、一般的に
上に立つ人の命令を他の人に伝えるという仕事
がありません。何かを人に頼む時は直接お願い
するのです。媒介者を通して命令や依頼が来る
のではなくて、頼みたい時はその人から頼みた
いその人に直接お願いするという、そういう社
会です。
　言葉においてもそのようなことが表れていま
して、1970年まではノルウェーにおいても非常
に相手を尊敬するような言い回しと家族で使う
ような親しい言い回しとありました。
　しかし、その後は親しい言い回しだけが残っ
ています。これは例えばフランスですと、未だ
に非常に丁寧な言い方が残っていますし、日本
においても敬語というものがあります。
　ですからノルウェーから日本に参りますと、
非常に違うということがわかります。
日本にやってまいりましたノルウェー人は、日
本の人達を非常に大事に自分のことを扱ってく

れて、丁寧な言葉で話しかけてくれるので非常
に幸福な気持ちになります。
　逆に日本人がノルウェーに参りますと、違う
ように感じるのではないでしょうか。
　
　ここからは少しノルウェーの歴史について触
れてみたいと思います。私の母国のノルウェー
がどのような社会を作ってきたかということで
す。
　まずノルウェーの宗教について触れてみたい
と思います。これは未だに残る木造の教会です。
「スターヴ教会」と呼ばれています。ノルウェー
には12世紀にキリスト教が導入されました。

　そして、このようなキリスト教の教会を作り
ました。写真の上部をご覧いただくとわかるよ
うに、屋根には龍の彫り物が施されています。
これらは決してキリスト教の教えによるもので
はなくて、８世紀頃からスカンジナビアで活躍
したバイキングの文化によるものです。バイキ
ングの人達はキリスト教徒ではありませんでし
た。キリスト教が入ってきた後も、依然として
バイキングの伝統や文化というものはこういう
ところに残っていたわけです。
　この「バイキング＝Viking」という言葉につ
いて簡単にご紹介します。ノルウェー語では
「ビーキング」というふうに発音しますけれども、
これは「入り江に住む人」という意味です。こ
のバイキング時代（８世紀からの約300年間）に
は、バイキングの人達は入り江の小さな村々に
住んでいました。バイキングの男性は船に乗っ
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て外に出ていきますが、男性が留守の間、女性
は村に残って、全てのことを取り仕切っていま
した。教育や家事など全てのことです。ですか
ら当時の女性は非常に強かったということです。
　キリスト教導入以後、ノルウェーにおける物
の考え方は非常に変わってまいりました。キリ
スト教が入ってきた中世という時代はヨーロッ
パ全体が非常に厳しい時代だったせいかもしれ
ませんが、女性というものはまず父親によって
守られなければならない、それから結婚します
と、夫によって守られなければならない、とい
うふうに変わってまいりました。相対的に男性
の方が段々強くなっていったという歴史があり
ます。

　この写真の建物はアイズヴォルハウスと呼ば
れています。ここで1814年にノルウェーの憲法
が署名されました。

　19世紀になりますとノルウェーの芸術家が（そ
れまでの女性は男性により守られなくてはいけ
ないということと）違うことを考えるようにな
りました。つまり男性が強くて女性がそれに従
属するということではないというような女性解
放の運動が、男性も女性も含めてノルウェーの
芸術家たちによって始められました。
　また、それまでノルウェーはスウェーデンと
非常に密接な関係を持っていましたが、この頃
になると独立の機運が高まって、自分たち独自
の憲法を作ろうということになりました。1814
年にはこのアイズヴォルハウスで憲法がサイン

され、1905年にはノルウェーは完全に独立国と
なりました。
　この時代になりますと、芸術家の間での運動
は「クリスチャニア・ボヘーム」というように
呼ばれました。“クリスチャニア”というのはオ
スロの昔の名前です。慣習に囚われない、より
自由な環境を求める芸術家たちの運動へと発展
していきました。
　「クリスチャニア・ボヘーム」運動を行った著
名人の一人に、（ノルウェーの劇作家の）ヘンリッ
ク・イプセンがいます。イプセンは社会におけ
る女性のポジションというものを考えた作品を
残しております。例えば代表作に『人形の家』
という作品があります。（イプセンの）他にも女
性がどのようにして自由を獲得していったらい
いのかということ作品として残した小説家や画
家がこの時代には数多く輩出されました。例え
ばアレクサンドル・ヒェランやヨーナス・リー
といった非常に高名で、優れた作品を残した人
たちがいます。また画家のエドヴァルド・ムン
クも女性の解放ということを考えておりました。
　
　先程申し上げましたけども、「クリスチャニア・
ボヘーム」運動を展開した自由な考えを持つ芸
術家たちの中には社会の基礎としての結婚制度
に反対する人もおりました。
　19世紀まで、男性は外で働き、女性は家事を
するということが法律的にも決められていまし
た。「クリスチャニア・ボヘーム」運動の活動家
たちはこういう結婚制度そのものを打ち破って、
女性が（家庭に縛られることなく）やりたいこと・
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好きな仕事ができる、そういう自由を求めて活
動をしていました。

　ここまでノルウェーの歴史、男女共同に関す
る歴史をお話させていただきました。ここから
は私個人の経験について述べさせていただきた
いと思います。
　結婚ということについてまず述べさせていた
だきたいと思います。この結婚ということに対
する考え方は、日本とノルウェーでは相当違っ
ているのではないかと思います。
　私のノルウェー人の友だちは、男女一緒に暮
らし、子供をもうけるけれども、あえて結婚と
いう形はとらないことが多くあります。
　もちろん結婚には非常にロマンティックな響
きがありますし、そして（結婚して）一緒に暮
らすということには、それなりのメリットがあ
るのでしょう。しかし、ノルウェーにおいて、
結婚は経済的なメリットとそれほど関連してい
ないのではないかと思われます。
　私の友人、女性ですが、ボーイフレンド、つ
まり結婚せずに一緒に暮らす男性との間に子供
をもうけた人がいます。例えばその男女が別離
し、女性が子供を育てる場合、その女性（日本
でいうシングルマザー）が、生活していけるよ
うに、社会の仕組みが整っています。（一人親世
帯には）政府から非常に多大な子供手当などの
経済的なサポートがもらえるようになっていま
すので、気に入らない相手であれば、男女がと
もに暮らさずに生活することがそれほど困難で
はないという状況です。
　ここまでシングルマザーの話をしましたけれ
ども、もちろん、ノルウェー社会は「マザー」だ
けではなくて、シングルファーザーも受け入れ
ています。このことはホモセクシャリティとは
全く別の話です。父子家庭も受け入れられてい
る社会であるということです。

　私は今回お話させていただくにあたり、ノル
ウェー人の友人に、女性ですが、現在のノルウェー

の男女関係などの事情について聞いてみました。

　その話をまとめてみますと、私の友人（私自
身も含めて）は、ノルウェーの女性は今までの
ノルウェーの男女同権の社会を、非常に幸せだ
と思っています。しかし、ここにきて全く問題
がない、というわけではありません。様々な問
題がありますが、一つは世代間による価値観の
相違、「ジェネレーションギャップ」の問題です。
例えば55歳以上の人達とそれより若い世代の人
では異なった考え方をしている人が多いです。
女性が強くなったり、指導的な立場に立ったり
することを喜ばない人達が多いということです。
どういうふうにしたらこの問題を解決し、男性
も女性も働いて、幸せを感じることができるか、
解決策を模索しているところだということです。

　これからは私自身のことをお話したいと思い
ます。私の曽祖父もまた祖父も海で働く人でし
た。ですから鯨を追って南氷洋まで出かけて、
半年以上もの間、家にいないということがあり
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ました。この間、家族のうち、女性だけが家に
残り、子供の教育を含めてすべてのことを（女
性たちだけで）やっていかなければなりません
でした。
　私は両親ともノルウェー人ですし、私自身も
ノルウェー人ですけれども、イタリアそしてフ
ランスで育ちました。17歳の時に大学教育を受
けるために、パリからノルウェーに戻ってまい
りましたが、この時に非常に強いショックを受
けたことを覚えています。
　それは、男女の関係がノルウェーとフランス
では随分違っていたからです。
　フランスにおいては男性が女性を誘うという
ことがありまして、その時にもお花を持って行っ
たり、何かプレゼントを持って行ったりという
ことでありました。ノルウェーに来てみますと
男女の関係は対等でして、例えば女性から「今日、
スキーにいかない？」ということを非常に直接
的に話しかけることができて、男女はここにお
いては全く平等であるという社会でした。
　また、（イタリアやフランスでは）レディー
ファーストということ、例えば男の人が次に来
る女性のためにドアを開けていてくれるという
ようなことですけれども、そのようなことが日
常的に行われておりましたので、私自身（レ
ディーファーストの文化に）慣れていたのです
が、ノルウェーにおいては全くレディーファー
ストな社会ではありませんでした。
　（この男女関係の問題については）日本でも恐
らく様々な議論があるでしょう。男女が実際に
完全に平等でいいのか、あるいはやはり男性と
女性は違うところがあるので、違うところは認
めるということでいいのでしょうか。これは議
論の分かれるところかと思います。
　
　ここでノルウェーと他のヨーロッパの国々を
ちょっと比較してみたいと思います。
　例えばドイツやオーストリアにおいては、ま
だ男性の中に、女性は家で働くもので家にいる
ものだという考えがあるかと思います。

　またフランスやイタリアはラテンの文化の国
で、ノルウェーなどのスカンジナビア諸国とは
違う意味で、女性は非常に強い存在です。特に
カトリックの社会におきましては、イエス・キ
リストそのものよりもその母親である“聖母マリ
ア”が非常に重要な存在なので、“聖母マリア”
を通して全ての女性がそのイメージとつながり、
「女性は強い存在である」という文化があるかと
思います。

　最新ニュースを一つお知らせしたいと思います。

これはフランスからのニュースです。特に核の
問題で、フランスでは原子力による発電を続け
ていこうか、止めるべきかという議論がありま
す。この中で、ある一人のノルウェー人女性が
フランス社会、あるいはヨーロッパ全体に非常
に大きな衝撃を与えています。
　この女性は現在フランスに住んでいて、核とい
うものに非常に反対の姿勢をとっています。エコ
ロジーや生態学を非常に大事に考えている方です。
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　この方の言い様は非常に直接的であって、い
わゆる政治家、政治の理念で活躍するロビイス
トの活躍などを非常に嫌っています。例えばサ
ルコジ仏大統領の政治手法にも反対しています。
このノルウェー人女性のフランス政界における
活躍というものは、今までのフランス政治のや
り方と違い、非常に率直に語りかけるので、フ
ランスや他のヨーロッパ諸国にショックを与え
ています。

　ここでそろそろ私の個人的な結論を申し上げ
たいと思います。ノルウェーでは、率直に意見
を言う・自分の考えをありのままに述べるとい
う場面が多過ぎるし、率直すぎるように感じま
す。逆に日本では自分の意見を述べる場が少な
いですし、遠回しに言い過ぎるのではないかと
いうふうに考えております。
　しかし社会や政治、あるいはそれぞれの変化
に対して「ものを言う」「自分の意見を発する」
ということは非常に大事なことではないかと思
います。日本の、特に女性の方にお聞きすると、
「政治や社会に対する関心はあまりないわ」とい
う方がよくいらっしゃいます。

　ですから、ノルウェーと日本の良い点をうま
く配合して、コンビネーションをとっていくと
いいのではないかというふうに思います。
　「男性と女性が同じ権利を持っている」という
男女同権という考え方は、とても大事なことで、
もちろん女性にとって大事なことだと思います
けれども、男性にとっても、よりプレッシャー

の少ない生き方ができるということで、非常に
大事なことではないでしょうか。

　最後に日本の皆さまに是非ノルウェーにいら
してくださいということを申し上げたいと思い
ます。

　オーロラやフィヨルドをはじめとするノルウェー
の素晴らしい自然に触れていただくことができ
ることはもちろん、ノルウェー社会の在り様と
いうものに、もしかしたらショックを受けられ
るのではないかと思います。それは、逆もまた
真なりでありまして、ノルウェー人も日本に参
りますと、社会の在り様にショックを受けるこ
とがあると思います。
　日本の皆さまに是非一度ノルウェーに来てい
ただけたらというふうに願っております。
皆さま、ご清聴ありがとうございました。
※講演内容は講師の個人的見解に基づくものです。

＊画像提供　ノルウェー王国大使館
　　　　　　ノルウェー王国外務省



−…214…− −…215…−−16−

会場女性A）ノルウェーのお話は三井まり子さん
から度々お話を伺っておりまして、（ノルウェー
に）行ってみたいなと思います。
　歴史から考えて、バイキング時代に男が外に半
年出ているということが大きく影響しているの
かもしれませんが、早く日本もノルウェーのよ
うにならないかといつも考えるので、ノルウェー
の方にどんどん日本に来ていただけたら、変わる
のかなあとか思いました。
　社会的、法律では日本も男女平等になっている
にも関わらず、女性がもっとがんばらないから平
等な社会にならないのでしょうか。クオータ制
を入れられないのも議員がなかなかそういうこ
とに興味がないせいなのでしょうか。女性の議
員数も少しずつは増えていますが大きく増えず、
焦りを感じていますが、どうしていいかがわか
らないのです。女がもっともっとがんばらなきゃ
いけないのかなと思いますが。どうお考えでしょ
うか。石油で裕福になったということが関係して
いると仰っていましたが、ノルウェーと日本と何
が違うのかなという点をお伺いしたいです。

ファイフ氏）私はその面の専門家ではないのです
が、日本では男性と女性の会話、対話というもの
が少ないのではないかと思います。これが一つの
大きな原因ではないかと思いました。
　トップの政治家とか、あるいは指導的な立場に
ある人達とか、多くを語らないということがあ
るのではないでしょうか。家庭においても、妻
と夫が語り合うことが多くないように思います。
これがよくないといいますか、コミュニケーショ
ンが非常に大事なのではないかというふうに私
は考えています。
　日本とそれからヨーロッパの国々を比較しま
すと、「話をする」ということに対しての考え方
が随分と違っていて、日本では話し過ぎないとい
うことが非常に重く考えられていると思います。

ところが、例えば南ヨーロッパなどに行きますと
ただただしゃべるだけで、あまり仕事はしない。
実際のことはしないということがあるかなと思
います。

　ただ私が京都で体験したことですけれども、仏
教のお坊さんたちはものすごくよく話します。彼
らはよく話をするし、そしてまた議論もたくさん
するということです。ディスカッションする人達
も日本にはいるのではないでしょうか。
　ですから文化によってあまり喋らない方がい
いというふうな考えがあると思いますが、（日本
の文化の中心にあるような）仏教のお坊さんたち
はとてもよく喋るので、ビックリした記憶があり
ます。

座長）ありがとうございます。会話をする、コミ
ュニケーションをとるということであれば、例え
ばクォータ制度とか、男性の育児休暇を有給でと
か、ここはすぐには真似できないとしましても、
会話するということであればいかがでございま
しょうか。
　本日のご講演の最後にもございましたように、
「率直にものを言う」、それから「男女同権という
のは男性にとっても非常に幸せな生き方ができ
る」というようなご提案でございましたけれど
も、いかがでございましょうか。

会場女性A）ありがとうございました。日本の教

質疑応答
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育では、私たちの時代はそうだったんですけど、
先生の話を聞いてノートをとる（ということが主
で）、自分の意見を言うという教育がないのです。
これが非常に問題だと前から思っていました。欧
米諸国では積極性、質問する、発言するという
ことが成績に影響してくるということでしたね。
そのことが重要だったと改めて気付きました。あ
りがとうございました。

会場女性B）先程（講演の中で）おっしゃってい
たノルウェーでは社会階級を示す、そういう考え
方があまりないということでした。日本ではかつ
ての家父長制の価値観というものがなかなか抜
けきれないので、男女共同参画がなかなか進めら
れないでいるように感じます。ノルウェーと日本
との違いや、また教育ですとか、他にも何か違う
点があるのか、そこのところ聞かせていただきた
いと思います。

ファイフ氏）決して垂直なヒエラルキーや非常に
がっちりとした社会がいいわけではなくて、ノル
ウェーのように、水平な、全く平らなヒエラル
キーがない社会が素晴らしいというわけでもな
いと私自身は思っています。
　というのは社会を組織していくという場面に
おいては、ある意味で縦の構造が必要だと思うか
らです。私自身は双方が混じったような社会がい
いのではないかというふうに思っています。

会場女性C）通訳の方がgender…equalityを男女同
権というふうに訳していらっしゃいましたが、日

本では「男女共同参画基本法」というのがありま
して、伝わりにくい言葉になっております。
　「男女共同参画」ということについてはどのよ
うにお感じになりますでしょうか。教えていただ
けますか？

座長）日本語の語感ですね。（言葉の）イメージ
ということですね。基本的人権としての「男女同
権」と、それから「男女共同参画」のイメージの
違い。何かお感じになっていることはございます
でしょうか。

ファイフ氏）gender…equalityは英語ですね。英語
は直接的な言葉です。ノルウェー語ではlikestilling
と言います。likestillingは「同じ立場」という意
味です。「男女同権」ともまた違った意味合いの
言葉です。おそらく国によってこの言い方や意
味合いは違ってくると思います。likestillingとい
う言葉は男性と女性だけじゃなくて、マイノリ
ティーのことも含めています。例えば高齢者や障
害者なども含めた、広い意味の言葉です。gender…
equalityはとてもダイレクトな言葉ですね。ヨー
ロッパ人はイギリス人を含めて、ダイレクトな人
が多いと思います。
　（先ほどの質問でもありましたが）子どもの時
から自分の意見は言わないといけないという教
育があります。だから（自分の意見を）言わない
と弱いと見られるのです。（自分の意見を）言っ
て、皆からワーッと言い返されたとしても、とり
あえず（自分の意見に対して）皆から意見を返し
てもらう、そういう教育が（さまざまな場面で）
あります。
　洗練された、綺麗な日本語の「男女共同参画」
という言葉はいいと思います。でも国によって、
文化によって、（その考え方を表す言葉は）違っ
てきます。

座長）ありがとうございます。文化によって違う。
まさにヨーロッパ各国とアメリカも含めて日本を
比較して下さった素晴らしいお話だと思います。
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　会場の皆さまの熱気あふれるさまざまなご質
問のおかげで、それからビートリックス様のご
回答のおかげで、非常に核心に触れるところで
盛り上がってきたところでございますけれども、
時間の関係もありますのでこの辺で、会を閉じさ
せていただかなければいけません。それでは今一
度ビートリックス様に感謝の意を込めて、盛大な
拍手をお願いいたします。

ファイフ氏）ありがとうございました。またいつ
か皆様とお話できることを楽しみにしています。

※…質疑・応答の内容は質問者・回答者の個人的見解に基づく
ものです。
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講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」に
関するアンケート

平成23年12月6日㈫開催

◎参加者人数　49名（一般36名、大学教職員13名）／アンケート回収　25枚

質問４．本講演会をどのようにして知りましたか

質問５．本講演会の満足度について

質問１．性別

質問２．年齢

質問３．所属

ポスター・
チラシを見て
　　　　47％

ホームページ  32％

知人からの紹介
10％

その他  11％

やや不満足  4％

女  88％

男  12％

大変満足  50％

満足  46％

70代以上  4％

30代  20％

40代  8％

50代  32％

60代  36％

学校関係者  9％

公務員  17％

主婦・その他  65％

秋田大学職員  9％
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3－1．それはなぜですか。
１… …もう少し、女性の社会進出を促進するには、具体的に、ノルウェーでどのような活動をしてきたのか話
をしていただきたかった。

２… プレイセラピー。遊びの中にも心を健康にする力があるということが分かった。
３… Making…the…impossible…possible.素晴らしいことです。
４… プレイセラピストという職業を知ることができたので。
５… 具体的な政策やその内容がよくわかったから。
６… 男女共同参画があまり興味のない人や、初めて話を聞く人にも分かりやすかったから。
７… …分かりやすい英語である程度英語が分かる人には、通訳なしでも話を聞いて理解できるものだったから。
８… プレイセラピストについて理解できたのでよかった。
９… …プレイセラピストの仕事についてお話を伺うと思わなく、ちょっと演題と違うという気がしましたが、
いいお話を聞くことができてよかったです。

10… 日本でもこのような職業は必要と思います。ノルウェーは人間を大切にしている国と思いました。
11… プレイセラピストという職業を初めて知った。
12… 働き方についても説明があればよかったと思う。
13… 演題とはちょっと内容が異なっていたので。
14… タイトルと内容が異なっていたため。
15… 通訳の文脈が分からなかった。
16… ノルウェーの男女共同参画の取り組みを知ることができたから。
17… 内容もさながらスピーチの英語が部分的にですが理解できました。
18… 講演内容は、男女共同参画の問題とは直接には関係ないと思われるから。
19…「北欧における女性の社会進出」に関する話はほとんど聞けなかったと思う。
20… 内容がよくわかりました。
21… とてもいい写真でした。
22… …トーベさんの仕事について興味深く知ることができました。トーベさんの優しさが伝わってきて、気持
ちの良い時間でした。

…
７．自由記述
１… …保育園で働いています。ノルウェーでは子どもが病気の時、10日間の有給のお休みがもらえるとのこと。
日本でもせめて5日でもお休みして子どもの病気を職場に気遣いなく完治することができたらいいと思い
ます。子どもと職場の両方しんぱいしながらでは、とても母親が気の毒です。全ての職場にその様なシ
ステムができますようにと思います。

２… …働く女性の一人として素晴らしい機会をいただき、ありがとうございました。ノルウェーに一度行きた
い！「プレイセラピスト」初めてうかがいました。

３… …こういう北欧の素晴らしいところを秋田でも知ることができる機会が増えるといいと思いました。
４… …県に「男女共同参画…」があるのは知っていましたが、秋大にもあったことに少々驚きました。他県、
他国の他業種の状況や具体的な内容についての情報や交流がほしいと思っていました。講演の後の質疑
応答での「ノルウェーの男女共同参画の実情」がとても興味深かった。

５… 講演の後のディスカッションがよかった。
６… たくさんのキーワードありがとうございました。
７… 定期的にこのようなシリーズを開催していただければまたぜひ参加させて頂きたい思います。
８… …朝日放送テレビのスーパーモーニング（朝8：00〜）で8/18 〜 20の3日間、スウェーデンのことが取り
上げられていて、とてもよく女性の社会進出と社会保障制度の仕組みが分かりました。ビデオに撮って
周りの人に見せようと思っています。Playtherapyについて。社会的に必要なことを職業として社会全体
の幸福感を形作っている点、見習わないといけないと思いました。

質問５　講演の満足度の理由など
・…制度はわかったが、幸福感や女性のモチベーションが伝わらない。あまり当たり前すぎてノルウェー人は問題なしと
考えているように受け止めた。
・…日本との違いという視点から、ノルウェーという国を知ることができて良かった。男女平等になれば男性も過度のプ
レッシャーを感じずに幸せに過ごせるというのが印象的でした。
・…ビートリックス･ファイフ様はお優しいお声、話し方でのご講演、英語の苦手なものにとりましても聞きやすいこと
に感謝申し上げます。「無言の業」と小さい頃、おしゃべりしすぎた折に母にたしなめられたことを思い出しました。
ノルウェーでは、会話をすることにより、より男女が理解し合え、仲間としての価値観を持てること…などの例より、
日本の根底に流れる違いにはっとする思いでございました。表面的なことだけでは男女共同に近づけることは遠い道
のりと思えましたが、今後、少しずつでも相互理解（男女共に幸せになれるよう）を得られるよう、チャレンジして
みたいと思えました。通訳なさった先生のご説明もとても的確で理解しやすく心より感謝申し上げます。参加して本
当に良かったと思っております。
・…講演を通して、ノルウェーという国について様々な側面から学ぶことができ、また、ノルウェーと日本とを比較する
ことでいろいろと考えさせられました。
・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。
・…ノルウェーの社会、男女平等のあり方について感心した。石油関係で、教育・病院関係が無料であるなど、考え方、
生き方が違うのかと思ったりもしました。（社会生活・文化の違い）
・…ビートリックさんがとても魅力的でした。お話もまとめも分かりやすかった。ノルウェーについて興味深く、いろい
ろ理解できた。
・…メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。
・…日本全体もコミュニケーションが足りないと本当に心からそう思う毎日です。もっとノルウェーの人々が日本に来て
頂いて良いところをまねしてゆけたらと思います。
・…ノルウェーの歴史から男女同権が成り立つまで分かりましたが、日本に当てはめて考えたときに一人ひとりの意識が
薄いので、また、政治・経済から見たうえではとても難しいと思いました。
・…以前から男女平等であるべきだと考えていた。
・…ノルウェーと日本の男女共同の違いを分かりやすくお話をして頂いて参考になりました。スライドも大変きれいでした。
・…ヨーロッパにおける男女共同参画の国による相違が理解できた。
・…自分の考え方、生き方にピッタリとあった社会があるなんてと日本との違いを明確にしていただいたので、すばらし
く感銘を受けました。
・…男女同権というと女性の地位向上を考えがちであるが、「男性にとってもプレッシャーのない生き方ができる」とい
うビートリックスさんの言葉が心に残りました。女性のことばかりに焦点をあてないで男性の立場も考えなければい
けないことだという気づきがありました。
・…共感する部分があった。
・…公的な生活と個の生活とが対等に考えられているということ。それに基づく各種制度も整っているとのこと。思うこ
とはダイレクトに話し、したいことをして良いとする社会的な意識。それらの点で日本人の全体の意識はまだまだ違っ
ているということ、よく分かりました。

…
質問６　自由記述（要望・意見など）
・…若い世代を集めての男女共同参画に関する催しがあれば良いと思います。
・…地域コミュニティー参画とワークシェアリング、同一労働賃金に関して
・…フロアとスピーカーの対話の時間（質疑応答ではなく）があるといい。
・…結婚感、離婚などについて。介護における役割およびシステムについて。
・…秋田人の男女差別にまいっています。秋田の「女性は人前で意見を言ったりしない」と70代の女性。「売られたけん
かは買うなんてとんでもない」とも。でも、言っていくしかないのですが。
・…この時間帯だと勤務中の男女は参加できない人も多いと思いますが、年によって違う時間帯もあるのでしょうか。あ
りがとうございました。
・…ごく一部・少人数の参加者でとても残念でした。ＰＲ不足なのか？県立大のように一般市民県民・大学生が講堂が満
室になるようなやり方はできないのでしょうか。どうして限定100名なのでしょうか？しかも、平日の企画とは何を
意図としているのでしょうか。学長の挨拶の中にも、「地域連携」の言葉がありました。もっともっと参加者が増え
るような工夫はできないのでしょうか。秋大のホールで土日曜日とか。将来を担う大学生などにもたくさん聞いても
らうようなやり方はできないのでしょうか。
・…具体的に社会システムが変わるような知恵の出し合いができるようなワークショップの場ができるといいと思いま
す。県の代表も呼ぶとか。後は男女共同参画を秋田県のマジョリティであるお年寄りに聞かせるタイミングなどがあ
れば良いのでは。
・今後、外国人を招いて日本との違いをいろいろ聞きたい。
・もっと多くの人に広めてほしい。
・外国の状況をもう少し知りたいです。
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１… …もう少し、女性の社会進出を促進するには、具体的に、ノルウェーでどのような活動をしてきたのか話

13… 演題とはちょっと内容が異なっていたので。

18… 講演内容は、男女共同参画の問題とは直接には関係ないと思われるから。
19…「北欧における女性の社会進出」に関する話はほとんど聞けなかったと思う。

７．自由記述

日本でもせめて5日でもお休みして子どもの病気を職場に気遣いなく完治することができたらいいと思い
ます。子どもと職場の両方しんぱいしながらでは、とても母親が気の毒です。全ての職場にその様なシ

質問５　講演の満足度の理由など
・…制度はわかったが、幸福感や女性のモチベーションが伝わらない。あまり当たり前すぎてノルウェー人は問題なしと・…制度はわかったが、幸福感や女性のモチベーションが伝わらない。あまり当たり前すぎてノルウェー人は問題なしと・…制度はわかったが、幸福感や女性のモチベーションが伝わらない。あまり当たり前すぎてノルウェー人は問題なしと・…制度はわかったが、幸福感や女性のモチベーションが伝わらない。あまり当たり前すぎてノルウェー人は問題なしと・…制度はわかったが、幸福感や女性のモチベーションが伝わらない。あまり当たり前すぎてノルウェー人は問題なしと
考えているように受け止めた。考えているように受け止めた。考えているように受け止めた。
・…日本との違いという視点から、ノルウェーという国を知ることができて良かった。男女平等になれば男性も過度のプ・…日本との違いという視点から、ノルウェーという国を知ることができて良かった。男女平等になれば男性も過度のプ・…日本との違いという視点から、ノルウェーという国を知ることができて良かった。男女平等になれば男性も過度のプ・…日本との違いという視点から、ノルウェーという国を知ることができて良かった。男女平等になれば男性も過度のプ・…日本との違いという視点から、ノルウェーという国を知ることができて良かった。男女平等になれば男性も過度のプ
レッシャーを感じずに幸せに過ごせるというのが印象的でした。レッシャーを感じずに幸せに過ごせるというのが印象的でした。レッシャーを感じずに幸せに過ごせるというのが印象的でした。レッシャーを感じずに幸せに過ごせるというのが印象的でした。
・…ビートリックス･ファイフ様はお優しいお声、話し方でのご講演、英語の苦手なものにとりましても聞きやすいこと・…ビートリックス･ファイフ様はお優しいお声、話し方でのご講演、英語の苦手なものにとりましても聞きやすいこと・…ビートリックス･ファイフ様はお優しいお声、話し方でのご講演、英語の苦手なものにとりましても聞きやすいこと・…ビートリックス･ファイフ様はお優しいお声、話し方でのご講演、英語の苦手なものにとりましても聞きやすいこと・…ビートリックス･ファイフ様はお優しいお声、話し方でのご講演、英語の苦手なものにとりましても聞きやすいこと
に感謝申し上げます。「無言の業」と小さい頃、おしゃべりしすぎた折に母にたしなめられたことを思い出しました。に感謝申し上げます。「無言の業」と小さい頃、おしゃべりしすぎた折に母にたしなめられたことを思い出しました。に感謝申し上げます。「無言の業」と小さい頃、おしゃべりしすぎた折に母にたしなめられたことを思い出しました。に感謝申し上げます。「無言の業」と小さい頃、おしゃべりしすぎた折に母にたしなめられたことを思い出しました。
ノルウェーでは、会話をすることにより、より男女が理解し合え、仲間としての価値観を持てること…などの例より、ノルウェーでは、会話をすることにより、より男女が理解し合え、仲間としての価値観を持てること…などの例より、ノルウェーでは、会話をすることにより、より男女が理解し合え、仲間としての価値観を持てること…などの例より、ノルウェーでは、会話をすることにより、より男女が理解し合え、仲間としての価値観を持てること…などの例より、ノルウェーでは、会話をすることにより、より男女が理解し合え、仲間としての価値観を持てること…などの例より、ノルウェーでは、会話をすることにより、より男女が理解し合え、仲間としての価値観を持てること…などの例より、
日本の根底に流れる違いにはっとする思いでございました。表面的なことだけでは男女共同に近づけることは遠い道日本の根底に流れる違いにはっとする思いでございました。表面的なことだけでは男女共同に近づけることは遠い道日本の根底に流れる違いにはっとする思いでございました。表面的なことだけでは男女共同に近づけることは遠い道日本の根底に流れる違いにはっとする思いでございました。表面的なことだけでは男女共同に近づけることは遠い道日本の根底に流れる違いにはっとする思いでございました。表面的なことだけでは男女共同に近づけることは遠い道
のりと思えましたが、今後、少しずつでも相互理解（男女共に幸せになれるよう）を得られるよう、チャレンジしてのりと思えましたが、今後、少しずつでも相互理解（男女共に幸せになれるよう）を得られるよう、チャレンジしてのりと思えましたが、今後、少しずつでも相互理解（男女共に幸せになれるよう）を得られるよう、チャレンジしてのりと思えましたが、今後、少しずつでも相互理解（男女共に幸せになれるよう）を得られるよう、チャレンジしてのりと思えましたが、今後、少しずつでも相互理解（男女共に幸せになれるよう）を得られるよう、チャレンジしてのりと思えましたが、今後、少しずつでも相互理解（男女共に幸せになれるよう）を得られるよう、チャレンジしてのりと思えましたが、今後、少しずつでも相互理解（男女共に幸せになれるよう）を得られるよう、チャレンジして
みたいと思えました。通訳なさった先生のご説明もとても的確で理解しやすく心より感謝申し上げます。参加して本みたいと思えました。通訳なさった先生のご説明もとても的確で理解しやすく心より感謝申し上げます。参加して本みたいと思えました。通訳なさった先生のご説明もとても的確で理解しやすく心より感謝申し上げます。参加して本みたいと思えました。通訳なさった先生のご説明もとても的確で理解しやすく心より感謝申し上げます。参加して本みたいと思えました。通訳なさった先生のご説明もとても的確で理解しやすく心より感謝申し上げます。参加して本
当に良かったと思っております。当に良かったと思っております。当に良かったと思っております。
・…講演を通して、ノルウェーという国について様々な側面から学ぶことができ、また、ノルウェーと日本とを比較する・…講演を通して、ノルウェーという国について様々な側面から学ぶことができ、また、ノルウェーと日本とを比較する・…講演を通して、ノルウェーという国について様々な側面から学ぶことができ、また、ノルウェーと日本とを比較する・…講演を通して、ノルウェーという国について様々な側面から学ぶことができ、また、ノルウェーと日本とを比較する・…講演を通して、ノルウェーという国について様々な側面から学ぶことができ、また、ノルウェーと日本とを比較する
ことでいろいろと考えさせられました。ことでいろいろと考えさせられました。ことでいろいろと考えさせられました。ことでいろいろと考えさせられました。
・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。
いいお話を聞くことができてよかったです。

・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。
いいお話を聞くことができてよかったです。

・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。・…ノルウェーの風景を紹介しながらのスライドが良かった。日本との比較が楽しかった。
・…ノルウェーの社会、男女平等のあり方について感心した。石油関係で、教育・病院関係が無料であるなど、考え方、・…ノルウェーの社会、男女平等のあり方について感心した。石油関係で、教育・病院関係が無料であるなど、考え方、・…ノルウェーの社会、男女平等のあり方について感心した。石油関係で、教育・病院関係が無料であるなど、考え方、・…ノルウェーの社会、男女平等のあり方について感心した。石油関係で、教育・病院関係が無料であるなど、考え方、・…ノルウェーの社会、男女平等のあり方について感心した。石油関係で、教育・病院関係が無料であるなど、考え方、・…ノルウェーの社会、男女平等のあり方について感心した。石油関係で、教育・病院関係が無料であるなど、考え方、
生き方が違うのかと思ったりもしました。（社会生活・文化の違い）生き方が違うのかと思ったりもしました。（社会生活・文化の違い）生き方が違うのかと思ったりもしました。（社会生活・文化の違い）生き方が違うのかと思ったりもしました。（社会生活・文化の違い）
・…ビートリックさんがとても魅力的でした。お話もまとめも分かりやすかった。ノルウェーについて興味深く、いろい・…ビートリックさんがとても魅力的でした。お話もまとめも分かりやすかった。ノルウェーについて興味深く、いろい・…ビートリックさんがとても魅力的でした。お話もまとめも分かりやすかった。ノルウェーについて興味深く、いろい・…ビートリックさんがとても魅力的でした。お話もまとめも分かりやすかった。ノルウェーについて興味深く、いろい・…ビートリックさんがとても魅力的でした。お話もまとめも分かりやすかった。ノルウェーについて興味深く、いろい
ろ理解できた。ろ理解できた。ろ理解できた。
・…メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。
13… 演題とはちょっと内容が異なっていたので。
・…メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。
13… 演題とはちょっと内容が異なっていたので。
・…メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。・…メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。・…メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。・…メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。・…メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。・…メモをとりながら聞きましたが分かりやすかった。
・…日本全体もコミュニケーションが足りないと本当に心からそう思う毎日です。もっとノルウェーの人々が日本に来て・…日本全体もコミュニケーションが足りないと本当に心からそう思う毎日です。もっとノルウェーの人々が日本に来て・…日本全体もコミュニケーションが足りないと本当に心からそう思う毎日です。もっとノルウェーの人々が日本に来て・…日本全体もコミュニケーションが足りないと本当に心からそう思う毎日です。もっとノルウェーの人々が日本に来て・…日本全体もコミュニケーションが足りないと本当に心からそう思う毎日です。もっとノルウェーの人々が日本に来て・…日本全体もコミュニケーションが足りないと本当に心からそう思う毎日です。もっとノルウェーの人々が日本に来て
頂いて良いところをまねしてゆけたらと思います。頂いて良いところをまねしてゆけたらと思います。頂いて良いところをまねしてゆけたらと思います。頂いて良いところをまねしてゆけたらと思います。
・…ノルウェーの歴史から男女同権が成り立つまで分かりましたが、日本に当てはめて考えたときに一人ひとりの意識が・…ノルウェーの歴史から男女同権が成り立つまで分かりましたが、日本に当てはめて考えたときに一人ひとりの意識が・…ノルウェーの歴史から男女同権が成り立つまで分かりましたが、日本に当てはめて考えたときに一人ひとりの意識が・…ノルウェーの歴史から男女同権が成り立つまで分かりましたが、日本に当てはめて考えたときに一人ひとりの意識が・…ノルウェーの歴史から男女同権が成り立つまで分かりましたが、日本に当てはめて考えたときに一人ひとりの意識が
薄いので、また、政治・経済から見たうえではとても難しいと思いました。薄いので、また、政治・経済から見たうえではとても難しいと思いました。薄いので、また、政治・経済から見たうえではとても難しいと思いました。薄いので、また、政治・経済から見たうえではとても難しいと思いました。薄いので、また、政治・経済から見たうえではとても難しいと思いました。
・…以前から男女平等であるべきだと考えていた。・…以前から男女平等であるべきだと考えていた。・…以前から男女平等であるべきだと考えていた。・…以前から男女平等であるべきだと考えていた。・…以前から男女平等であるべきだと考えていた。・…以前から男女平等であるべきだと考えていた。
・…ノルウェーと日本の男女共同の違いを分かりやすくお話をして頂いて参考になりました。スライドも大変きれいでした。・…ノルウェーと日本の男女共同の違いを分かりやすくお話をして頂いて参考になりました。スライドも大変きれいでした。・…ノルウェーと日本の男女共同の違いを分かりやすくお話をして頂いて参考になりました。スライドも大変きれいでした。・…ノルウェーと日本の男女共同の違いを分かりやすくお話をして頂いて参考になりました。スライドも大変きれいでした。・…ノルウェーと日本の男女共同の違いを分かりやすくお話をして頂いて参考になりました。スライドも大変きれいでした。・…ノルウェーと日本の男女共同の違いを分かりやすくお話をして頂いて参考になりました。スライドも大変きれいでした。・…ノルウェーと日本の男女共同の違いを分かりやすくお話をして頂いて参考になりました。スライドも大変きれいでした。
・…ヨーロッパにおける男女共同参画の国による相違が理解できた。・…ヨーロッパにおける男女共同参画の国による相違が理解できた。・…ヨーロッパにおける男女共同参画の国による相違が理解できた。・…ヨーロッパにおける男女共同参画の国による相違が理解できた。
・…自分の考え方、生き方にピッタリとあった社会があるなんてと日本との違いを明確にしていただいたので、すばらし19…「北欧における女性の社会進出」に関する話はほとんど聞けなかったと思う。・…自分の考え方、生き方にピッタリとあった社会があるなんてと日本との違いを明確にしていただいたので、すばらし19…「北欧における女性の社会進出」に関する話はほとんど聞けなかったと思う。・…自分の考え方、生き方にピッタリとあった社会があるなんてと日本との違いを明確にしていただいたので、すばらし・…自分の考え方、生き方にピッタリとあった社会があるなんてと日本との違いを明確にしていただいたので、すばらし・…自分の考え方、生き方にピッタリとあった社会があるなんてと日本との違いを明確にしていただいたので、すばらし・…自分の考え方、生き方にピッタリとあった社会があるなんてと日本との違いを明確にしていただいたので、すばらし・…自分の考え方、生き方にピッタリとあった社会があるなんてと日本との違いを明確にしていただいたので、すばらし
く感銘を受けました。く感銘を受けました。く感銘を受けました。
・…男女同権というと女性の地位向上を考えがちであるが、「男性にとってもプレッシャーのない生き方ができる」とい・…男女同権というと女性の地位向上を考えがちであるが、「男性にとってもプレッシャーのない生き方ができる」とい・…男女同権というと女性の地位向上を考えがちであるが、「男性にとってもプレッシャーのない生き方ができる」とい・…男女同権というと女性の地位向上を考えがちであるが、「男性にとってもプレッシャーのない生き方ができる」とい・…男女同権というと女性の地位向上を考えがちであるが、「男性にとってもプレッシャーのない生き方ができる」とい・…男女同権というと女性の地位向上を考えがちであるが、「男性にとってもプレッシャーのない生き方ができる」とい・…男女同権というと女性の地位向上を考えがちであるが、「男性にとってもプレッシャーのない生き方ができる」とい
うビートリックスさんの言葉が心に残りました。女性のことばかりに焦点をあてないで男性の立場も考えなければいうビートリックスさんの言葉が心に残りました。女性のことばかりに焦点をあてないで男性の立場も考えなければいうビートリックスさんの言葉が心に残りました。女性のことばかりに焦点をあてないで男性の立場も考えなければいうビートリックスさんの言葉が心に残りました。女性のことばかりに焦点をあてないで男性の立場も考えなければいうビートリックスさんの言葉が心に残りました。女性のことばかりに焦点をあてないで男性の立場も考えなければい
けないことだという気づきがありました。けないことだという気づきがありました。けないことだという気づきがありました。けないことだという気づきがありました。けないことだという気づきがありました。
・…共感する部分があった。・…共感する部分があった。・…共感する部分があった。
・…公的な生活と個の生活とが対等に考えられているということ。それに基づく各種制度も整っているとのこと。思うこ・…公的な生活と個の生活とが対等に考えられているということ。それに基づく各種制度も整っているとのこと。思うこ・…公的な生活と個の生活とが対等に考えられているということ。それに基づく各種制度も整っているとのこと。思うこ
とはダイレクトに話し、したいことをして良いとする社会的な意識。それらの点で日本人の全体の意識はまだまだ違っ
７．自由記述
とはダイレクトに話し、したいことをして良いとする社会的な意識。それらの点で日本人の全体の意識はまだまだ違っ
７．自由記述
とはダイレクトに話し、したいことをして良いとする社会的な意識。それらの点で日本人の全体の意識はまだまだ違っとはダイレクトに話し、したいことをして良いとする社会的な意識。それらの点で日本人の全体の意識はまだまだ違っとはダイレクトに話し、したいことをして良いとする社会的な意識。それらの点で日本人の全体の意識はまだまだ違っとはダイレクトに話し、したいことをして良いとする社会的な意識。それらの点で日本人の全体の意識はまだまだ違っとはダイレクトに話し、したいことをして良いとする社会的な意識。それらの点で日本人の全体の意識はまだまだ違っ
ているということ、よく分かりました。ているということ、よく分かりました。ているということ、よく分かりました。ているということ、よく分かりました。

日本でもせめて5日でもお休みして子どもの病気を職場に気遣いなく完治することができたらいいと思い質問６　自由記述（要望・意見など）日本でもせめて5日でもお休みして子どもの病気を職場に気遣いなく完治することができたらいいと思い質問６　自由記述（要望・意見など）質問６　自由記述（要望・意見など）質問６　自由記述（要望・意見など）質問６　自由記述（要望・意見など）
・…若い世代を集めての男女共同参画に関する催しがあれば良いと思います。・…若い世代を集めての男女共同参画に関する催しがあれば良いと思います。・…若い世代を集めての男女共同参画に関する催しがあれば良いと思います。・…若い世代を集めての男女共同参画に関する催しがあれば良いと思います。
・…地域コミュニティー参画とワークシェアリング、同一労働賃金に関して・…地域コミュニティー参画とワークシェアリング、同一労働賃金に関して・…地域コミュニティー参画とワークシェアリング、同一労働賃金に関して・…地域コミュニティー参画とワークシェアリング、同一労働賃金に関して・…地域コミュニティー参画とワークシェアリング、同一労働賃金に関して・…地域コミュニティー参画とワークシェアリング、同一労働賃金に関して
・…フロアとスピーカーの対話の時間（質疑応答ではなく）があるといい。・…フロアとスピーカーの対話の時間（質疑応答ではなく）があるといい。・…フロアとスピーカーの対話の時間（質疑応答ではなく）があるといい。・…フロアとスピーカーの対話の時間（質疑応答ではなく）があるといい。
・…結婚感、離婚などについて。介護における役割およびシステムについて。・…結婚感、離婚などについて。介護における役割およびシステムについて。・…結婚感、離婚などについて。介護における役割およびシステムについて。・…結婚感、離婚などについて。介護における役割およびシステムについて。
・…秋田人の男女差別にまいっています。秋田の「女性は人前で意見を言ったりしない」と70代の女性。「売られたけん・…秋田人の男女差別にまいっています。秋田の「女性は人前で意見を言ったりしない」と70代の女性。「売られたけん・…秋田人の男女差別にまいっています。秋田の「女性は人前で意見を言ったりしない」と70代の女性。「売られたけん・…秋田人の男女差別にまいっています。秋田の「女性は人前で意見を言ったりしない」と70代の女性。「売られたけん・…秋田人の男女差別にまいっています。秋田の「女性は人前で意見を言ったりしない」と70代の女性。「売られたけん
かは買うなんてとんでもない」とも。でも、言っていくしかないのですが。かは買うなんてとんでもない」とも。でも、言っていくしかないのですが。かは買うなんてとんでもない」とも。でも、言っていくしかないのですが。かは買うなんてとんでもない」とも。でも、言っていくしかないのですが。
・…この時間帯だと勤務中の男女は参加できない人も多いと思いますが、年によって違う時間帯もあるのでしょうか。あ・…この時間帯だと勤務中の男女は参加できない人も多いと思いますが、年によって違う時間帯もあるのでしょうか。あ・…この時間帯だと勤務中の男女は参加できない人も多いと思いますが、年によって違う時間帯もあるのでしょうか。あ・…この時間帯だと勤務中の男女は参加できない人も多いと思いますが、年によって違う時間帯もあるのでしょうか。あ・…この時間帯だと勤務中の男女は参加できない人も多いと思いますが、年によって違う時間帯もあるのでしょうか。あ・…この時間帯だと勤務中の男女は参加できない人も多いと思いますが、年によって違う時間帯もあるのでしょうか。あ・…この時間帯だと勤務中の男女は参加できない人も多いと思いますが、年によって違う時間帯もあるのでしょうか。あ
りがとうございました。りがとうございました。りがとうございました。
・…ごく一部・少人数の参加者でとても残念でした。ＰＲ不足なのか？県立大のように一般市民県民・大学生が講堂が満・…ごく一部・少人数の参加者でとても残念でした。ＰＲ不足なのか？県立大のように一般市民県民・大学生が講堂が満・…ごく一部・少人数の参加者でとても残念でした。ＰＲ不足なのか？県立大のように一般市民県民・大学生が講堂が満・…ごく一部・少人数の参加者でとても残念でした。ＰＲ不足なのか？県立大のように一般市民県民・大学生が講堂が満・…ごく一部・少人数の参加者でとても残念でした。ＰＲ不足なのか？県立大のように一般市民県民・大学生が講堂が満
室になるようなやり方はできないのでしょうか。どうして限定100名なのでしょうか？しかも、平日の企画とは何を室になるようなやり方はできないのでしょうか。どうして限定100名なのでしょうか？しかも、平日の企画とは何を室になるようなやり方はできないのでしょうか。どうして限定100名なのでしょうか？しかも、平日の企画とは何を室になるようなやり方はできないのでしょうか。どうして限定100名なのでしょうか？しかも、平日の企画とは何を室になるようなやり方はできないのでしょうか。どうして限定100名なのでしょうか？しかも、平日の企画とは何を室になるようなやり方はできないのでしょうか。どうして限定100名なのでしょうか？しかも、平日の企画とは何を
意図としているのでしょうか。学長の挨拶の中にも、「地域連携」の言葉がありました。もっともっと参加者が増え意図としているのでしょうか。学長の挨拶の中にも、「地域連携」の言葉がありました。もっともっと参加者が増え意図としているのでしょうか。学長の挨拶の中にも、「地域連携」の言葉がありました。もっともっと参加者が増え意図としているのでしょうか。学長の挨拶の中にも、「地域連携」の言葉がありました。もっともっと参加者が増え意図としているのでしょうか。学長の挨拶の中にも、「地域連携」の言葉がありました。もっともっと参加者が増え
るような工夫はできないのでしょうか。秋大のホールで土日曜日とか。将来を担う大学生などにもたくさん聞いてもるような工夫はできないのでしょうか。秋大のホールで土日曜日とか。将来を担う大学生などにもたくさん聞いてもるような工夫はできないのでしょうか。秋大のホールで土日曜日とか。将来を担う大学生などにもたくさん聞いてもるような工夫はできないのでしょうか。秋大のホールで土日曜日とか。将来を担う大学生などにもたくさん聞いてもるような工夫はできないのでしょうか。秋大のホールで土日曜日とか。将来を担う大学生などにもたくさん聞いてもるような工夫はできないのでしょうか。秋大のホールで土日曜日とか。将来を担う大学生などにもたくさん聞いてもるような工夫はできないのでしょうか。秋大のホールで土日曜日とか。将来を担う大学生などにもたくさん聞いても
らうようなやり方はできないのでしょうか。らうようなやり方はできないのでしょうか。らうようなやり方はできないのでしょうか。らうようなやり方はできないのでしょうか。
・…具体的に社会システムが変わるような知恵の出し合いができるようなワークショップの場ができるといいと思いま・…具体的に社会システムが変わるような知恵の出し合いができるようなワークショップの場ができるといいと思いま・…具体的に社会システムが変わるような知恵の出し合いができるようなワークショップの場ができるといいと思いま・…具体的に社会システムが変わるような知恵の出し合いができるようなワークショップの場ができるといいと思いま・…具体的に社会システムが変わるような知恵の出し合いができるようなワークショップの場ができるといいと思いま
す。県の代表も呼ぶとか。後は男女共同参画を秋田県のマジョリティであるお年寄りに聞かせるタイミングなどがあす。県の代表も呼ぶとか。後は男女共同参画を秋田県のマジョリティであるお年寄りに聞かせるタイミングなどがあす。県の代表も呼ぶとか。後は男女共同参画を秋田県のマジョリティであるお年寄りに聞かせるタイミングなどがあす。県の代表も呼ぶとか。後は男女共同参画を秋田県のマジョリティであるお年寄りに聞かせるタイミングなどがあす。県の代表も呼ぶとか。後は男女共同参画を秋田県のマジョリティであるお年寄りに聞かせるタイミングなどがあ
れば良いのでは。れば良いのでは。れば良いのでは。
・今後、外国人を招いて日本との違いをいろいろ聞きたい。・今後、外国人を招いて日本との違いをいろいろ聞きたい。・今後、外国人を招いて日本との違いをいろいろ聞きたい。・今後、外国人を招いて日本との違いをいろいろ聞きたい。・今後、外国人を招いて日本との違いをいろいろ聞きたい。
・もっと多くの人に広めてほしい。・もっと多くの人に広めてほしい。・もっと多くの人に広めてほしい。
・外国の状況をもう少し知りたいです。・外国の状況をもう少し知りたいです。・外国の状況をもう少し知りたいです。
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平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」アンケートご協力のお願い

　本日は講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」にご参加いただき、誠にありがとうございま
した。今後の講演会開催の参考にさせていただくため、本日ご参加くださいました皆様のご意見やご感
想をお聞かせください。

以下の項目について、あてはまる番号に○をつけてください。

Q１．性別　　①女　　②男

Q２．年齢　　①20歳未満　②20代　③30代　④40代　⑤50代　⑥60代　⑦70代以上

Q３．所属
　①本学以外の学校関係者(教員・職員)　　　②公務員　　　③NPO職員　　　④会社員
　⑤大学生・大学院生（秋田大学以外）　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　⑦本学教員　　　⑧本学職員　　⑨本学大学院生　　⑩本学学部生

Q４．どのようにして本講演会をお知りになりましたか。
　①チラシ・ポスターを見て
　②秋田大学ホームページ・男女共同参画推進室ホームページを見て
　③知人からの紹介　　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q５．本講演会はいかがでしたか。該当するものに○をつけて、理由も教えてください。
　①大変満足した　　②満足した　　③あまり満足できなかった　　④満足できなかった
　理由

Q６．…今後開催してほしい講演会などの要望や、男女共同参画に関してのご意見などございましたら、
ご自由にお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　男女共同参画推進室coloconi

−21−
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　昨年、12月6日に行われた講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」。一般の方、秋田県内
市町村の男女共同参画担当の方など、多くの方にご参加いただきました。
　参加された方から、30年前のノルウェー事情を垣間見る貴重なお話をお聞きしましたので、ご紹
介いたします。

　30年以上前、その方のご近所にノルウェー人の宣教師の家族が暮らしていて、その家族には就学
中の子どもが二人おり、子どもたちの元に、本国から女性の教員が1名来ていたそうです。
　恐らく、ノルウェー政府ではなく、宣教師を派遣している教会から派遣されてきた教員の方だと思
われますが、ノルウェーの織物、料理や菓子などについて、色々と教えてくれたことを、今回の講演
を聞きながら思い出されたそうです。

日本人から見たノルウェー

【ノルウェー王国大使館からいただいたポストカードです】

−22−
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	2）　北東北地域大学連携による男女共同参画推進シンポジウム
　　　「ライフステージに応じた多様な支援の実現に向けて」

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2012年2月13日(月)…13:30 ～ 15:40

場 　 　 所 秋田大学ベンチャー･ビジネス･ラボラトリー２階　大セミナー室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 大学等高等教育機関の教職員、一般

来 場 者 人数：61名、（内訳　秋田大学教職員：47名　連携大学教職員：11名　その他：3名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（連携機関等にポスター・チラシを発送）

実 施 者
関連サブテーマ

　男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
　平成２３年度　北東北地域大学連携による男女共同参画推進シンポジウム
「ライフステージに応じた多様な支援の実現に向けて」

内 　 　 容 　北東北国立3大学の男女共同参画推進の取組について情報共有しながら、女性研究者の
支援の一環として育児・介護の観点で課題と方策を考える機会とするべく実施した。
　・挨拶：秋田大学長
　・基調講演：「女性研究者の育成・支援について」
　　　講師：文部科学省　科学技術・学術政策局　基盤政策課長
　　　　　　板倉　周一郎氏
　・女性研究者研究活動支援事業　採択大学報告（岩手大学・弘前大学・秋田大学）
　・パネルディスカッション：「多様な支援の実現に向けて」
　　　岩手大学、弘前大学、秋田大学の各機関の取り組みの報告とディスカッション

効 果、問 題 点 　北東北国立3大学の事業取組の報告により、同じような課題や機関や地域特有の課題な
どがあることが分かり、情報共有し北東北地区として連携しながら男女共同参画推進に取り
組むことにも意義があるということが参加者にも意識啓発できたと思われる。また、育児・介
護支援に関する各機関の報告を受けパネルディスカッションを行い、制度を利用するための
意識改革と身近なところからの制度の整備が必要ではないかということを確認した。
　参加者からは、各機関の取組報告を聞き、大変参考になった。今後の取組に参考にした
いとの声がアンケート結果にもあった。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金　女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

平成24年２月13日（月）
13：30～15：40（開場13：00）

主催：国立大学法人　秋田大学
共催：岩手大学　弘前大学
　　　秋田県立大学　国際教養大学　ノースアジア大学
　　　日本赤十字秋田看護大学　聖霊女子短期大学
　　　聖園学園短期大学　秋田公立美術工芸短期大学
　　　秋田工業高等専門学校
後援：秋田県

秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（ＶＢＬ）

２階 大セミナー室

秋田大学教職員
連携機関教職員
県民の皆様

電話、FAX、E-mail
ホームページから
お申し込みください

平成23年度　北東北地域大学連携による男女共同参画推進シンポジウム平成23年度　北東北地域大学連携による男女共同参画推進シンポジウム

プログラム

お申込み・お問い合わせ　秋田大学 男女共同参画推進室 coloconi　　　
TEL：018-889-2260　FAX：018-889-3186　E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp　HP：www.akita‐u.ac.jp/coloconi/

日
時

会
場

対
象

申
込

13:30 開会・挨拶

13:40～14:00 基調講演「女性研究者の育成・支援について」
 講師：文部科学省（仮）

14:00～14:05 休憩（５分）

14:05～14:40 女性研究者研究活動支援事業　採択大学報告
 （岩手大学、弘前大学、秋田大学）
14:40～14:50 休憩（10分）

14:50～15:40 パネルディスカッション「多様な支援の実現に向けて」
 （岩手大学、弘前大学、秋田大学）
15:40 閉会

参加
無料
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第１部の基調講演では、文部科学省　科学技術・学術政策局基盤政策課長　板倉周一郎氏か
ら「女性研究者の育成・支援について」と題してご講演をいただきました。
板倉氏からは、日本の女性研究者の現状を踏まえ、わが国の施策や支援事業のご紹介をいた
だきました。また、様々な視点でのご提言や女性研究者に対するエールをいただきました。

続いて行われた第２部の女性研究者支援事業　採択大学報告及び、第３部のパネルディス
カッション「多様な支援の実現に向けて」については、以後の頁で詳しくご紹介いたします。
最後に、今後も北東北地区として連携しながら男女共同参画推進に取り組むことが宣言され、
満場一致で承認されました。

講師：文部科学省　科学技術・学術政策局基盤政策課
課長　板倉　周一郎　氏

第１部　基調講演

「女性研究者の育成・支援について」
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本学の取り組みについて、ご報告させて
いただきたいと思います。

まず最初に、大学における男女共同参画
の基本的視点ということで、法人であり研究
機関として、それから教育機関としての岩手
大学が今何をしようとしているのかをお話
させていただきます。

法人としての岩手大学には、ここに書き
ましたように男女共同参画社会の実現で果
たすべき大学の役割があると考えています。
たとえば、今回の震災を受けて、おかげさま
で、本学の男女共同参画推進室として、岩手
県の復興の計画等についていろいろな視点
から意見を述べる機会を与えさせていただ
きました。地方大学でこのような推進室があ
ることの意義を改めて感じております。

本学の学長が県の復興計画の委員長であ
りましたので、学長と連携することによっ
て、男女共同参画の視点を復興計画の中に取
り入れるように提言させていただき、岩手大
学の推進室は非常に重要な役割を果たせた
と自負しているところです。
次に、研究機関として、教育機関として、
先程、板倉課長からも女性研究者支援が何の
ためにあるのかというお話とか、学生の視点
というお話をいただきましたが、そういうこ
との大切さを感じながら取り組んでいると
ころです。

採択前に、本学の学長が就任時に男女共
同参画を明言しまして、その後、推進室が設
置され、宣言が出ました。そしてそれに呼応
して、女性の動物病院長とか、教育学部長、
そして私が副学長に就任するという流れが
生まれ、加速的に男女共同参画が進んでおり
ます。
それから育児支援のための就業規則も改
正いたしましたし、公募要領では、全学で「同
等の場合は女性優先」を2009年11月から採
用をしておりますが、現在はさらに進めて全
学でスライドのように記述することになっ
ております。特に、「両住まい手当や子育て・

第２部　女性研究者研究活動支援事業　採択大学報告
（１）岩手大学　男女共同参画推進室長　菅原　悦子　氏
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介護中の研究者に対する支援等も実施して
おりますので、是非ホームページをご覧くだ
さい」という、一歩踏み込んだ公募要領を策
定し、全学で統一した記載をするようにして
おります。
さらにワークライフバランス相談室や、限
定公募も行いまして、この事業の採択という
経過になっております。

ミッションステートメントは、採用比率
20%で、女性比率11%の実現。弘前大学、
秋田大学に比べますと本学は農学部、工学部
が大きい学部でして、女性の比率が非常に低
く、11%の実現に向けて非常に苦労している
ところです。
それから女性の大学院生に対する奨学制
度を一生懸命検討しておりますし、両住まい
手当を自主財源で新設を致しました。後半の
方でもう少し詳しくお話する機会があるか
と思います。

それから地域との連携も一生懸命実施し
ておりましたので、今回の震災においても本
学の推進室は存在を示すことができたと思
います。

推進の体制ですが、本学は学長を委員長
とする、推進委員会が数値目標等の重要事項
を審議します。本学の推進室を動かす中心の
会議は企画会議といい、ここには各学部の副
学部長または評議員の方に入っていただい
て、各学部への取り組みの浸透も図っている
ところです。
企画会議にはさらに部会を設け、学生の
サポーターや地域のサポーターさんも登録
をしていただいて、地域を巻き込んだ形で推
進しております。

取り組みの内容ですが、すそ野の拡大、両
立支援、意識改革というように他大学も同じ
ような取り組みをなさっていると思いますが、
このようにいろいろな取り組みをしております。
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詳細を今お話いたしますが、まず一つと
しましては、理系の女性研究者のすそ野拡大
では、研究者志望の女子大学院生と学長の懇
談会を昨年、一昨年行いまして、非常に効果
的でした。そこで、この2月には研究者を志
す大学院生に限らず、学部生も含めて学長と
の懇談会を予定しております。
それから研究者や大学院生による出前授
業も行っております。

さらに、ロールモデル集としては、昨年
度、大学の女性研究者のロールモデル集を作
成しました。今年度は卒業生編のロールモ
デル集を2月に発行する予定です。主に農学
部、工学部で卒業後、企業の研究所等で研究
者として活躍されている人たちをインター
ビューして作りました。その方たちを招いて
のロールモデル講演会も2月に開催する予定
にしております。
それからオープンキャンパスでは、このよ

うなパネル展等も実施しているところです。
さらにすそ野の拡大としましては、教員
研修を実施しております。小中の先生方にど
のような指導をすれば理科の学習意欲を高
め、理科好きの子供を育てることができるか
について、パネルディスカッション等を実施
し話し合っていただきましたし、そのような
課題について、小中の校長先生との検討会も
開催しているところです。
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また、研究者を増やしても実際に就職先
がないのでは、なかなか拡大していかない
という考えで、岩手大学では岩手ネットワー
クシステム「INS」という組織がありますの
で、そこに男女共同参画研究会を立ち上げま
した。産学官による研究者支援や育成をして
いこうと考え、学習会や講演会を開催してい
るところです。

意識改革ではこのようなシンポジウム、昨
年度は岩手大学で北東北3大学連携によるシ
ンポジウムを行っております。

さらに去年の8月には、震災を受けて、「人
の多様性を尊重した岩手の復興を考える」と
いう、神野先生を招いての講演会を企画・実
施しました。また、この2月には「科学技術
分野における男女共同参画の推進というシ
ンポジウム」、3月には「東日本大震災から
の復興の現状とこれから」のシンポジウムを
計画しております。

意識改革では、リーダーのための研修を
行いました。今年度は、渥美さんに来ていた
だきました。スライドでは学長や理事が一生
懸命ワークショップをしている様子をご紹
介しています。

両立支援については後半のパネルディス
カッションのところでい詳しくお話する機
会があるかと思いますので、飛ばさせていた
だきます。



−…228…− −…229…−−10−

時間ですので、まとめにかえさせていた
だきますが、男女共同参画を進める上で大学
は重要な役割を担っていることを、今回の復
興支援の取り組みを進める中で、改めて認識
したところです。地方大学の推進室は、地域
での重要な役割を担っていると思っている
ところです。
本学では宣言に基づいて様々な取り組み
を行っております。さらに、今回、北東北国
立3大学の連携会議において、学長・副学長
のレベルで、男女共同参画の推進について、
審議していただける体制を整えることがで
きました。これが今後の北東北国立3大学の
男女共同参画の推進において、大きなはずみ
になっていくものと期待しているところです。

今後とも北東北国立3大学の連携を深めて
行くことをお願いし、終わりとします。どう
もありがとうございました。
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弘前大学は平成22年度に女性研究者研究
活動支援事業が採択され、現在2年目になり
ました。今日はこの事業の活動について報告
させていただきます。

弘前大学のテーマは『つがルネッサンス！
−地域でつなぐ女性人才』です。ダジャレの
ようなタイトルですが、これは、ルネッサン
ス期に理想の人とされた万能の人、つまり才
知ある人の育成を目指そうとする津軽から
地方型モデルの提案です。
本日は立案の背景を最初にご紹介した後
に、具体的な計画及びその実施状況と現時点
での到達点についてお話しいたします。

立案の背景にあった問題は、教員と学生
の女性比率が不均衡であることです。保健
学科を除く理系では、学生1名に対し、教員、
女性教員はわずか0.184です。

これでは女性研究者のロールモデルが少な
すぎます。ロールモデルを増やしたいのです
が、教員に応募する女性が少ない上に、全学
の新規採用者の女性比率は平成18年度から
年々低下しているという現実がありました。
この背景には立地条件の不利があると推
測されます。北東北の中でも弘前大学は本州
最北点に位置しており、大都市圏から遠く、
学会や研究会があっても、参加しにくく、最
新の研究情報が手に入らないのではないか
という不安があります。
また、そういった遠い所に行ってしまう
と、地元の事情がわからず、相談相手がいな
くて孤立してしまうのではないかという不
安もあります。
さらに、大都市圏から遠いので移動には交
通費もかかります。新幹線が開通したといっ
てもまだ時間はかかりますし、日帰りは厳し
い状況です。旅費も子連れで行くと、10万
円かかります。
加えて地域の、労働市場が小さいため、
パートナーの仕事が見つからないという問
題や不安もあります。
そうなると「単身赴任をしないといけない
のか」「結婚や出産など無理じゃないか」など、
ないない尽くしに見えるのです。

（２）弘前大学　男女共同参画推進室　特任助教　鶴井　香織　氏
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しかしこんなことを言っていては北東北
の名が廃ります。そこで、我々が目を付けた
のが地域資源です。
例えば弘前は町がコンパクトなため、職
住の接近、つまり仕事場と暮らしている場所
が近くて、小回りが利きます。行政による子
育てや介護支援の充実、地域NPOなどによ
る子育て支援の活動も活発です。さらに優秀
な人材が多く潜在しています。
また、学内ではすでに様々な取り組みが
なされているということもわかっています。
例えば、弘前大学には24時間対応の学内保
育園が2008年から開設されています。弘前
大学出版会なども活発に活動しています。
また男女共同参画に対する学生の関心も
高いということがわかってきました。
さらに学外向けのイベントが既にたくさん行
われていて、地域連携活動の蓄積もあります。
大学院生を対象に行ったアンケート調査
では、「理科系の先生になりたい」人がたく
さんいることがわかりました。彼らをきちん
と育てれば理系のすそ野を拡げることに繋
がります。
また、男性教員の中にも子育てや介護に
積極的な人がたくさんいて、ニーズも高いこ
とがわかってきました。
ただこれらの情報は散在していて、知られ
ておらず、もったいない事になっていました。

地方の利点を活かすためにはどうすればい
いのかを検討した結果、三つの基本コンセプ
ト、つまり、1．既にあるものを探して、2．
集めてそれらをつなぎ、3．使い勝手の良いよ
うにする、というコンセプトのもとに、地域
資源のネットワーキングと使う人の実情に合
わせた情報の再編成で、小さい財源でもでき
る持続的な取り組みにしようという考えのも
とに、「つがルネッサンス!」は始まりました。

「つがルネッサンス!」が繋ぐ体制について
ですが、「つがルネッサンス!」が繋ぐのは個
人、取り組み、組織の三つです。
個人をつなぐのが「女性研究者フォーラ
ム」です。フォーラムでは、女性研究者一
人ひとりをつなぎ、生活情報、キャリアアッ
プにつながる情報や、個人の体験などが共有
されていきます。
取り組みをつなぐのが「タスクチーム」で
す。タスクチームには二つのタスクがありま
す。「研究力を強めるタスク」は、女性研究
者を対象に、キャリアアップや成果発表情報
支援などを行い、研究力の高い人材を育てま
す。「拡げるタスク」では、理系の裾野を拡げ
て、次世代を育てるためのしくみを作ります。
組織をつなぐのが男女共同参画推進室で
す。学長のリーダーシップのもとで担当理事
や関係部局と共に基盤環境整備を担います。
現状を把握し、制度の改善や必要で役に立つ
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情報を学内外に広く知らせます。

これが本学で関係する学内外の組織です。
非常にたくさんの組織と連携して、活発に活
動しております。
生活情報に関しては、青森県弘前市高等
教育機関コンソーシアム、そして地域NPO
が関わっています。
研究力を強めるタスクでは、研究推進課
および弘前大学出版会と連携を図っていま
す。理科系のすそ野を拡大する拡げるタス
クでは、全学の理科離れ対策支援専門委員
会を始めとして、教育学部ラボバスプロジェ
クト、生涯学習教育研究センター、白神自然
環境研究所など、多数のプロジェクトや部局
が関わっています。
情報発信は総務部の広報と一緒に行って
おります。

これがこれまでの具体的な計画と本年度
までの実施状況です。

部局、世代を超えたネットワークづくり
およびロールモデルの提示を行っている「女
性研究者フォーラム」では、平成22年度よ
り隔月、原則的には2か月に1回の割合で交
流会を行ってきました。
「強めるタスク」では研究スキルアップや
学内研究交流支援を進めるために平成22年
度よりチームを発足させ、学外研究交流支援
の一貫として弘前大学で行う学会の託児室
の開設支援を開始しています。
「拡げるタスク」では平成22年度に正式発
足した全学委員会を中心に学外向けイベン
ト情報の統合などを進め、学校訪問授業等の
活動を続けています。
基盤環境整備では、意識啓発を目指して、
ニュースレターの発行や講演の開催など、ま
た現状調査も平成22年度から行っています。
生活関連情報の再編成および相談窓口の
整備に関しては、教職員のワークライフバラ
ンスの実現に向けて、知りたい情報を自ら知
ることのできる情報ナビというWebページ
を開設しました。
特任教員は平成22年度10月から着任し、

「女性研究者フォーラム」や「タスクチーム」
における活動を中心に、事業の運営に携わっ
ています。
また、助成金情報や研究支援情報など幅広
い情報を発信したり受け取ったりできる「情
報共有サーバー」を現在構築中で、今年度末
から試行的に稼働する予定になっています。
平成22年度から23年度の女性研究者比
率の変化ですが、全学女性研究者比率は
2%向上。保健学科を除く理系では1.4%向
上。職階別では教授の女性比率1.1%向上。
新規採用者は理系では女性比率では1.5%向
上。平成22年度大学院生女性比率は30%に
達しました。
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これまでの内容をまとめますと、目標達
成に向けて、現在までは順調に進んでいると
言えます。これらの取り組みを仕組みとして
定着させるために、今後は平成24年度に向
けて現在の活動をさらに継続する予定です。
また、事業終了後の継続性を視野に入れ、検
討を始めているところです。

弘前大学からの報告は以上になります。あ
りがとうございました。
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秋田大学の渡部でございます。宜しくお
願いいたします。

秋田大学「大学間連携と女性研究者支援
in秋田」。私どもは平成20年の12月に意識
調査アンケートをいたしました。その時に、
「休むと代わりがいないからなかなか休めな
い」、「専用の相談窓口が欲しい」、それから
教員の場合は特に女性教員の年齢構成が比
較的上でございましたので、「介護も含めた
柔軟な支援が欲しい」というようなことがあ
げられました。
秋田はポスドクがいるわけではない、研
究者が沢山いるところでもない、いわば陸の
孤島のようなところでございます。
それではどうやっていざという時に代わ
りになる人を見つけるのか。これはもう県内
の大学が連携してそこをシステム化するし
かないということになりました。
柔軟な支援については、相談窓口等の設
置ということを考えました。
そしてもう一つ、特に地方国立大学には
こういう取り組みを地域に先んじて行うと
いう、そういう地域責任があるのではないの
か。そういうふうなことで進めました。
期待できる効果としましては、以上四つ
ございますが、実は最終年度でこの女性研究

者比率の増加が17％ぐらいまでしかいかな
いんじゃないのかということで、非常に悩ま
しいところでございます。

まず柔軟な支援体制ということにつきま
して、平成21年度に病児・病後児保育室の
建物を、大学独自の経費で学長が建ててくだ
さいました。平成22年度から、現在では若
干秋田市内に病児・病後児の施設ができまし
たが、当時はまだほとんどゼロに近いという
ところで、学内保育園の病児・病後児保育室
がスタートいたしました。
この詳細につきましては後ほどのパネル
ディスカッションで詳しく説明させていた
だきたいと思います。
それから今年度からですが、研究支援員
制度を制定して実施いたしました。
それから相談窓口ですが、相談を受ける

（３）秋田大学　男女共同参画推進室長　渡部　育子
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専用電話、専用のFAXを設けましたが、誰
が電話を受けても、誰が相談を受けても同じ
ように対応できるようにということで、「基
本的な相談の受け方」、あるいは「個人情報
と守秘義務」といったことを中心に、研修会
を実施いたしました。

また、育児・介護、これは規程にはわか
りにくいところがございますので、一覧表に
いたしまして、フルタイム・パートタイムそ
れからさまざまな雇用形態に対応できるよ
うにしました。

次に次世代女性研究者の育成事業でござ
いますが、今年度は産学連携機構と共催で
「若手女性研究者のための外部資金獲得セミ
ナー」ということで、東京女子医科大学から
臨床の先生をお招きしまして、医学部のある
本道キャンパスで行いました。
工学資源学研究科の大学院生を、各研究
科からロールモデルを出してもらいまして、

学部生向けにレクチャーをしてもらうとい
うイベントも行いました。
それから小中高向けの「親子でサイエン
ス」というのも、実は学費を出すのは親でご
ざいますので、ちょうどスライドに映ってお
りますが、親子で参加してもらっております。

ここが一番のメインでございますが、「県
内大学間連携体制」。これは実は大変苦労い
たしました。まずニーズ調査をしまして、代
替要員のデータベースが必要だということ
を、秋田市内は、例えば秋田県立大とか、国
際教養大あるいは聖園学園短大等から得ら
れました。具体的にそれをどう構築していく
のか、個人情報もありますし、それぞれの教
員等の基本データの登録もございますので、
大変苦労しましたが、9月に一応完成しまし
て、10月に運用を開始いたしました。
「大学間連携の合同シンポジウム」を昨年
度と今年度開催いたしました。その冊子は今
取りまとめ中でございますが、同じ秋田の高
等教育機関と申しましても男女共同参画に
関してはかなり温度差がありますが、ワーク
ライフバランスの改善は是非すすめなけれ
ばいけないということを確認しております。
それから意識啓発でございますが、特に
外国人、このできるだけ生の情報を知ろうと
いうことで、ノルウェーの方をお招きしてお
ります。
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その他の取り組みとしまして、これはホ
ヤホヤのところでございますが、優秀女性研
究者表彰要項を制定いたしました。以上で終
わらせていただきます。どうもありがとうご
ざいました。
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司会）それではパネルディスカッションに
入らせていただきます。
　それでははじめに各大学の多様な支援の
在り方の具体的の内容につきまして、パネ
リストの皆さまから特に育児支援の実態と
問題点、介護支援の展望などを中心にお話
いただきたいと思います。
　それでは岩手大学の菅原室長からお願い
いたします。
菅原）それでは先程の事業の紹介の中で両
立支援を飛ばしてしまいましたので、今の
時間をお借りし、お話させていただきたい
と思います。

　今回本学の両立支援におきましては、特
に学内アンケートの結果を踏まえまして
ニーズに対応する支援という視点で計画を
しております。それから大学はやはり学生

があっての大学であり、地域との連携が大
切だと思い、これらとの関係で考え取り組
んだ内容ですので、それをお話させていた
だきます。

　先程少し話しかけた内容ですけれども、
両住まい手当についてお話させていただき
ます。
　本学のアンケートによりますと、配偶者
がいる女性教員の別居率が非常に高いとい
うことがわかりました。そこで、両住まい
手当を昨年の4月から新設をさせていただ
いております。
　詳しくはこのスライドを見ていただけれ
ばと思いますが、女性研究者がこういうよ
うな事情でどうしても両住まいになった場
合に、距離が60キロ以上あれば手当を支給
するという制度です。

〈パネリスト〉
… 菅　原　悦　子　氏（岩手大学　男女共同参画推進室長）
… 杉　山　祐　子　氏（弘前大学　男女共同参画推進室長）
… 上　村　佐知子　氏（秋田大学　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員）

〈コーディネーター〉
… 渡　部　育　子　氏（秋田大学　男女共同参画推進室長）

第３部　パネルディスカッション

「多様な支援の実現に向けて」
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　次に昨年の4月に新しく作りました制度
は、アンケートより、休みをとりたくても
なかなか上司の理解が得られないとか、年
次休暇を取りたくても取りにくいという回
答がありましたので、上司の方たちにも意
識改革していただく一つの手段として「次
世代育成支援休暇」を創設しました。これは、
別名「孫育て休暇」ということで私たちの
年代で管理職になった人でも育児支援の休
暇を取っていただくために新たしくつくっ
た休暇制度です。

　残念ながらまだ取得者がおりませんので、
どなたか早く取ってもらいたいと思ってい
るところです。
　それからニーズに対応する支援で、スラ
イドにも示しましたように、大学教員と職
員、それから附属学校で少し問題意識が異
なることがわかりました。
　そこで、各部局と附属学校にも行き、ワー

クライフバランスの出張相談をしてまいり
ました。そうしますと、附属学校の先生達は、
特に県との人事交流で参りますので、県の
規則と大学の規則で違う所があるという指
摘がありました。それを見直した結果、子
供の看護休暇を10日に拡充するという規則
の修正を提案し、これは来年度の4月から
拡充する方向で決まりました。

　子育てに関わる休暇や休業制度の充実と
では、アンケートでも非常に要望が高く、
昨年の4月に、子供の看護休暇は中学生入
学前まで、育児休業は子が3歳となる年度
末まで、休息時間の短縮も中学生に入学前
まで取得可能というように、拡充しました。

　次に、病児・病後児保育についてです。
秋田大学では立派な保育園があり、すばら
しいと思っていますが、本学は先程お話し
ましたように医学部もありませんし、なか
なかそのような充実は難しいので、どうい
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う形で支援できるか検討しているところで
す。病児・病後児保育については何か費用
補助ができないかと、今検討を進めており
ます。

　次に、本大学の中には保育に関係するス
ペース場所がありませんでしたが、一昨年
の12月に保育スペース「ぱるんひろば」を
オープンさせていただきました。おかげさ
まで少しずつ利用率が高まっております。

　次に学童保育の支援が欲しいという話が
出ておりまして、昨年の夏休みに教職員の
子供や孫を対象とした「ぱるんkids’…サマー
スクール」を行いました。この取り組みでは、
今まで男女共同参画にはあまり手を上げて
こなかった工学部の男性の教員の参加があ
り、新しい人達を巻き込むにはいい取り組
みではないかと思っております。さらに地
域と連携する形で学童保育を夏休みに行い
ました。

　両立支援の介護についても休暇を10日間
に拡充をしております。
　先程、秋田大学でもお話が出ておりまし
たが、学術研究員の配置は、本学でも子育
てと介護に拡充をしております。
　学内のアンケートから、本学では、震災
後ワークライフバランスが崩れているとい
う方の割合が増えたという結果が出ており
ますので、これが来年度の推進室の取り組
むべき内容だと思っているところです。
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　学生との関係では、次世代育成サポーター
を養成しまして、スライドの写真で見てい
ただくように、男子学生も含めた18人のサ
ポーターが生まれました。彼らが学内の夏
休みの学童とか、休日勤務の集団保育のボ
ランティア活動に取り組んでおります。

　学童保育もこのような形でやっております。
　まとめとして、ワークライフバランスは
非常に大切だと思い、取り組んでおります。
その中で、特に昨年の12月にイクメンプロ

ジェクトのイクメンサポート宣言をさせて
いただいております。
　このようなで取り組みは、本学の推進室
のスタッフや、今日もたくさん参加してい
る人事課の職員方達と連携して行いました。
特に制度改革等においては、うまく連携を
取りながら、協力して仕事を進めることに
よって実現できたと思っています。それも
一つの大きな成果です。
　もう一つ先程からお話しているように東
日本大震災で本学はかなりワークライフバ
ランスくずれているところがあります。こ
れが来年度に向けての課題と思っています
が、このような状況だからこそ、本学の推
進室がますます期待されていると思ってい
るところです。以上です。
杉山）弘前大学の杉山でございます。私共
弘前大学としましては、育児介護支援等を
中心に事業を進めてきているわけではない
のですが、もちろんこちらの両立支援とい
うのが男女共同参画および女性研究者支援
の中心になるということ、基盤的な整備事
業になるということは共通した認識として
持っております。

　弘前大学からは、この順序でお話しした
いと思います。
　私どもは、育児および介護支援も含めて、
地方型の支援バッケージを作るということ
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が重要だと考えております。
　つまり一つの大学の試みという個別の事
例として終わるのではなくて、パッケージ
として提案することができれば、近隣の私
立大学や公立大学等でも応用することが可
能です。そこでパッケージ化できるような
取組みを目指して、事業2年目の現在、動
いているところでございます。
　先程岩手大学の菅原先生がお話なさった
課題は、私どもが抱えている課題とも共通
する部分が大きいです。このように、共通
の課題を私たち地方大学の人間は抱えてい
ると思います。それを共通の課題として認
識しながら、どのように解決していくかと
いうことについて、特にこのパネルディス
カッションの場で共有できれば、というふ
うに考えております。
　地方型のパッケージということを強調し
ますのは、こういうことです。男女共同参画

の目的そのものは全国同じですが、日本全国
同じ状況にあるわけではなく、地方には地方
の問題がある。ただ同時に、地方には地方の
利点があるということでございます。
　ですから地方の実情に合った支援パッ
ケージを作っていくということによって、
日本全国の男女共同参画を進めていくため
に私たちがなんらかの貢献をすることがで
きるのではないかというふうに考えており
ます。
　この「地方には地方の問題がある」とい
うことについては、先程鶴井からの事業紹
介で報告済みですので、私からは、「地方に
は地方の利点がある」ということをどのよ
うに活かすことができるかについての私ど
もの試みをお話したいと思っております。

　弘前大学、私どもの試みとしましては、
大きくここであげた二つがあります。一つ
は地域資源を掘り起こして、それらをネッ
トワーキングすること。それからもう一つは
リアルなニーズを把握するということです。
　それによって、小さい財源でもできる、
つまり地方でもできる持続的な取り組みを
提案できるのではないでしょうか。
　具体的には、散在している様々な情報を
集めること。そして実情に合わせてそれら
をアレンジすること。これらがあげられま
す。さらに「情報ナビ」を通じて、そのア
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レンジしたものを即座に個人が入手できる
ような仕組みを作ること、です。
　さらに来年度に計画していることですが、
使い勝手がどうかという評価し、それを含
めて改善を進めていくということでござい
ます。

　制度情報の集積と発信という点では、私
共ホームページの編集に力を入れまして、
このように「情報ナビ・子育て介護支援」
というページを作っております。

　具体的には、秋田大学の渡部先生も先程
ご紹介になっておられましたが、同じよう
な取り組みとして、どんな場合にどういう
休暇等が取れるかが一覧できるようになっ
ております。例えば妊娠・出産・育児に関
する情報、ここをクリックしますと一覧が
出ます。どこにコンタクトをとればいいのか
が自分で調べられるようになっております。

　さらに弘前市ですとか、青森県等のリン
クも張られております。
　さらにこのようにして個々人が集めた情
報を、実際使ったらどうなのかという口コ
ミとしてやり取りできるのが女性研究者
フォーラムのねらいの一つでございます。
　女性研究者フォーラムには、女性研究者
および学生も含みますが、実体験を直接語
り合うという場です。これは私どもが当初
予想したよりもはるかに効果が上がる、実
のあるものになっております。
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　と申しますのは先程菅原先生もお話しし
ておられましたが、同じ教員と言いまして
も、専門によって事情がかなり違うという
ことがあります。職員も職種内容によって
だいぶ違います。そのように違っている中
でも、実体験を語り合うことによって、ど
ういうところに工夫をしたか、どういうと
ころで困っているかなどについて、共感を
もちつつ相談ができるということがござい
ます。
　それからこういう情報を集めたけれども、
具体的に使ってみたらどうだったんだろう
というようなことを忌憚なく語り合えると
いうことがあります。
　それから気楽に話ができる場ですので、
実はこういうことで困っているんだけれど
もどうしたらいいだろうかというような相
談事が出てきたりしますので、私共として
は必要な情報、必要なニーズが─生の声か
らニーズがわかるというようなこともあり
ます。
　それからもう一つは期待していなかった
というか、副産物だったのですが、このよ
うに職種および専門も違う研究者たちが同
じ場に会して話をすることによって、共同
研究の種も生まれてきました。

　例えば昆虫の生態を専門にしている研究
者が人工知能の研究者と話をして、共同研

究の話がでできたりしています。そういう
ところを大学院生が見ていたり、学生が見
ていたりすることによって、こういうふう
に交流を持つと、こんなに面白い可能性が
あるんだというふうに感じてくれるように
なると思います。
　さて、弘前大学では、24時間対応の学内
保育園が数年前からできており、大学院生
も利用しておりました。
　ところがフォーラムなどの話から明らか
になったのは、小学校入学までは良いけれ
ど、小学校以上が困るということです。ま
た急な会議などで、夜遅くなることがあり、
大変困っておられる方が多かったですが、
その対応を大学の学内でやるのは大変難し
いです。
　そこで例えば夜間や休日保育は弘前市の
トワイライトステイ事業ですとか、病気の
時には民間でやっている『ことりのもり』
という病児保育の所と繋げたり、それから
市内のNPOのサービスと繋げたりすること
によって、かなり効率的に運用ができるだ
ろうというふうに今見越しております。

　さらにアンケート調査をした結果、休暇
はあるけれど、制度も知っているけれど、
取れないという声が大変多いことがわかっ
てまいりました。背景には、人員が足りな
いということもありますし、周囲に遠慮が
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あるということ、それからキャリア形成に
障害になるんじゃないかということを懸念
しているというようなこともありました。
　そこで休暇を取りやすい環境作りをする
ための意識啓発ですとか、代替人員の検討
をする必要があるというふうに考えていま
す。現在、システム構築中で、そろそろ施
行したいと思っておりますが、人材バンクを
作って、将来的には、ある程度、補助人員等
を探せるようにしたいと考えております。

　「つがルネッサンス！」という女性研究
者支援の事業では全体としてこのような事
業をしておりますが、介護や育児に関わる
支援については大学全体の男女共同参画推
進の環境整備と直結しております。これら
をきちんとすることによって女性の研究力、
それから研究のすそ野を拡大するというこ
とが確実に実現できると思います。

　さらにこれを進めてきたところ、見えて

きた課題はこのようなことがあります。

　既に申し上げましたが小学校高学年でも
支援は絶対に必要だということです。

　また地方大学ですから、遠距離介護の事
例が大変多いんです。子供とは違って親を
呼び寄せることはそう簡単にはいきません
から、これをどうしたらいいのかというのは
これから考えていく必要があると思います。
　さらに男性教職員について言うと、休暇
制度はあるけれども取れない、いろんな意
味で。ということがあり、男性教職員の家庭・
地域生活をどのように支援していくかとい
うことを考えていかないといけないだろう
と思います。
　それからニーズをどこに繋ぐか、も重要
です。課題解決に必要なのは縦割組織を横
断する仕組みで、男女共同参画推進室とい
うのがまさにこれをつなぐコーディネート
の役割を担うことができると思います。
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　さらに私どもが小さく試みているのは、
カップルで赴任できる仕組みで、パートナー
フェローというのを実施しているのですが、
マッチングが上手くいかず今のところまだ
雇用ができていません。
　しかしそこに申請して来られた方々もす
でに十数件あり、これはかなりニーズが高
いと認識しております。ただこれは一つの
研究機関だけではできませんので、今後、
是非このような機会に大学間の連携を進め
ていきたいと考えます。
　さらに地域とどのように繋ぐかということ
もここでの共通の課題としてディスカッショ
ンの場にあげていきたいと考えております。
　まとめます。地域との実践的な連携をど
のように進めていくか。それからさまざま
なキャリアモデルを集積していくことが今
まで進められていますが、これらを踏まえ
たワークライフバランスをどのようにイ
メージするかということを、具体例に則し
てもう少し細やかに考えていかなければな
らないのではないかと思っています。
　具体的には、教員カップル、教員職員カッ
プル、職員カップルだけではなく、シング
ルのニーズもかなり高いです。地元出身者
もいれば、移入者もいます。外国籍の教職
員や学生もおります。

　これらの現実を直視して、ダイバーシティ

の実現に向けての視座を是非作っていきた
いと考えます。
　多様な人々が働きやすく、学びやすい事
は、明らかに仕事のパフォーマンスの向上
と大学全体の活力の向上につながります。

　ということで私どもは、これを認識しな
がら今後の仕事を進めていきたいと思って
おります。連携も進めていきたいと思って
おりますので、どうぞよろしくお願いいた
します。
上村）秋田大学の上村と言います。宜しく
お願いします。秋田大学における男女共同参
画の現状についてご報告したいと思います。

　柔軟な支援体制についてです。秋田大学
では平等な採用機会、それから優先的に女
性を募集するといったことを、女性教員比
率向上のために推進してまいりました。
　それから、教職員のワークライフバラン
スを改善するために支援、環境、制度の整
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備ということで休憩室、更衣室などの設置。
千秋保育園と言いまして院内保育園の充実。
育児・介護休養についての制度の周知。代
替要員システムの構築。子供の看護休暇を
10日に、産前休暇を8週間に、育児休暇・
育児参加休暇を14日にということで、実践
してまいりました。

　ここ２年位の実態を報告いたします。
　千秋保育園という保育園が大学病院の
後ろにあり、そちらを看護師さんとか教
職員が利用しております。近年2009年か
ら2010、2011年と大好評につきまして定
員をオーバーするに至っている状況であり
ます。

　それから病児・病後児保育『ことりのお
へや』の月別利用者数です。一昨年の4月
から利用されていまして、月によってばら
つきはありますけれども大好評で使われて
いるということが分かると思います。

　こちらが『ことりのおへや』です。スラ
イドの左側に建物ありますが、こちらが保
育園です。保育園の真向かいにこういった
お部屋が2部屋と水回りの設備を有する病
児・病後児保育があります。保育園と同じ
保育士さんと、看護師さんも含めて4人く
らいのマンパワーで運営しております。
　実は私もこちらの千秋保育園を利用した
かつてのユーザーですが、その当時に病児・
病後児保育がありましたら、非常に助かっ
たのになと思っております。

　次に、実際に寄せられました感想をご紹
介したいと思います。左の上の所です。
　「こどもが病気になると『ことりのおへや』
に行きたいというほど、気に入っておりま
して、親として後ろ髪引かれることなく安
心して預けられます。」
　というお便りです。私も保育園に子供を
預ける時は罪の意識を感じることがありま
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した。まして病気の後に預けるとき、後追
いされたりしますと、一日中ブルーになっ
てしまいます。このような設備があるとい
うのは非常にありがたいことだなと感じま
した。
　こちらは、同じ敷地内にいることがとて
も安心だと書かれています。私も大学の敷
地内に子どもがいて、たまに子どもたちが
散歩している姿を見かけることがありまし
たが、非常に安心感がありました。
　利用料が低額で非常に魅力的であるとい
う方もいます。それから右の方にあります
けれども、
「外せない仕事があった時や外せない仕事が
あった時、その時に看護師さんが１対１で
対応してくれた。」
　それから下の方ですけれども、
「体調不良の時に預け先があって、とても心
強いです」ということでした。

　実は私も15年くらい前に結婚を機に、弘
前大学から秋田大学に移ってきました。そ
の時にもし岩手大学さんの「両住まい手当」
があったら、秋田に移らずに弘前大学でも
やれたのかもしれないなどと思いました。
話が脱線してしまいました。
　私は、秋田に来てから毎日60キロを通勤
していますが、体調不良の時とか、子供が
病気の時は、親に子どもを預けたり、自分

が休暇をとったりしました。こういった施
設があるのは非常にありがたいことだなと
思います。
　制度の利用状況について説明いたします。
産前休暇それから配偶者出産付き添い休暇、
育児休暇、育児参加休暇、子の看護休暇、
短期介護休暇の利用が年々増加しておりま
す。有給である上の方の利用が増加してき
ております。
　特に子の看護休暇、男性の取得者も多く
なっておりまして、2009年は医療系職員の
利用が多かったと言われております。

　次に女性教員比率の推移ですが、年々増
えてきてはいますが、18％にはまだもう少
しという所です。

　最近の取り組みについて先程もご説明さ
せていただきましたが、代替要員データベー
スが構築されました。秋田市内高等教育機
関6機関の508名が登録しております。す



−…250…− −…251…−−31−

でに1機関でデータベースを検索されてい
るということで、稼働している状況になり
ました。
　それから支援員制度です。利用者が３名。
支援員は5名いるという現在の状況です。
妻が研究者である男性には昨年9月より適
用されております。
　アンケート結果の解析とこれらを踏まえ
た改善として、ワークライフバランスの改
善、超過勤務の縮減、時間単位での育児・
介護のための休み、育児休業の取得といっ
たものがあります。

　まとめますと千秋保育園は利用者が非常
に増えています。病児・病後児保育も大好
評です。育児・介護休業関連の多彩な制度
が利用され始めていますが、まだ周知が必要
ではないかと思われます。女性教員比率が伸
びています。代替要員データベース、研究支
援員の利用も少しずつ見られています。今

後、アンケートを踏まえて、もう少し意識
改革が必要かというところであります。以
上で終わります。
司会）ありがとうございました。各大学か
ら育児支援や、実態と問題点、それから介
護支援の展望など中心にお話いただきまし
た。これからは渡部コーディネーターに進
行をお願いいたしまして、さらに深い討論
をしていただきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
コーディネーター）渡部です。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　それでは各パネリストの先生方からご報
告ございましたけれども、本日は二つのキー
ワードで考えてまいりたいと思います。
　一つはライフステージに応じた支援のあ
り方です。大学というのは、岩手、弘前、
秋田で多少状況は違いますけれども、職種
も、やっている仕事も実にバラエティに富
んでおります。それから規模もそこそこ大
きい。そして雇用形態、勤務時間等もバラ
エティに富んでいます。
　まず最初にパネリストの先生方、お互い
にここを聞いてみたいところがありました
らお願いいたします。
菅原）秋田大学も弘前大学もいろいろな取
り組みをなさって、女性の研究者の比率が
少しずつ確実に上がっているというご報告
をお伺いしました。どれが非常に効果的、
と考えているのか、少しお話していただけ
ればうれしいと思っております。
　岩手大学は多彩で沢山取り組みしている
のですが、なかなか実質の数が上がっており
ません。ライフステージに応じた取り組みも
女性研究者比率の向上に最終的につながる
ものでしょうから、どこが一番ポイントかを
教えていただきたいと思っております。
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コーディネーター）秋田大学も先程申しま
したように、ミッションステートメントか
らは伸び悩んでおります。ただし、各部局
長の先生方がとっても理解がございまして、
今年度工学資源学部では准教授と助教の2
名の女性教員の採用がありました。
　杉山先生、何かございますでしょうか。
杉山）私ども弘前大学は、岩手大学で、こ
んなにいろいろやっていらっしゃるとのを
むしろ見習わせていただきたいなというふ
うに思っています。
　女性研究者比率が上がっていることに関
しては、ラッキーとしか言えないと思うの
ですが、まだちゃんと分析ができておりま
せん。ただ身近な所でわかっているところ
で言いますと、女性の応募者が増えたとい
うことが採用率の向上につながったのかな
というふうに思います。若手女性研究者の
絶対数が増えているということもあるで
しょう。
　私が身近で小耳にはさんだところでは、
弘前大学の取組みで、カップルで赴任でき
る制度というのをこの女性研究者支援のお
金をいただいてから始めているのですが、
それがあったので応募したというカップル
の方々の声を聞きました。
　そういうことを考えますと、カップルで
赴任できるというような仕組みを作ること
がより多く応募してみようかなという、気
持ちを起こしていただくようなきっかけに
なるのかなというふうには思います。
　その他についてはちょっとよくまだ分析
できておりませんので、すみませんが、お
答えできません。
コーディネーター）ありがとうございます。
　さてそれではそのようにして赴任して来
られた研究者がやはり居心地良く、長く留

まっていただいて、より成果を上げていた
だくというためにはさまざまなライフス
テージに応じた支援が必要かと思われます。
育児に関しては24時間保育ですとか、病児・
病後児保育ですとか、休日あるいは夏季休
業中のボランティアなど、さまざまなこと
ございました。
　ここでパネリストの先生方をここ聞いたみ
たいという点、何かございますでしょうか。
上村）秋田大学は学内で、しかも自分の勤
務先の近くに保育園があって助かったので
すが、弘前大学さんにお伺いします。弘前
大学さんは市がコンパクトでいろいろ利便
性がいいということ、私も存じ上げておる
のですが、他の民間のところと契約して、
繋いでいくというのにはいろいろな苦労が
多いのではないでしょうか。例えば、移動
距離とか。あと職場の理解とか。こういっ
たものについて問題なく沢山利用されてい
るものなのでしょうか。
杉山）病児保育の所は、大学として契約し
ているわけではありませんので、病児保育
が可能な所の情報を提供するという程度で
す。また、やはり合う、合わないがありま
すから、大学として契約してしまうと自由
度がかえって減ってしまうだろうという可
能性もあり、まずは情報だけ提供と。
　ただ移動についても、民間のNPOがあり
まして、それに委託出来るということがわ
かりましたので、女性研究者フォーラムな
どを通じて、使ってみた人の話を聞いて、
口コミベースで情報共有するのが実は一番
使い勝手がいいかなと個人的には思ってお
ります。
　また、話がちょっと戻って申し訳ないで
す、岩手大学の菅原先生に伺いたいんです。
一つは「両住まい手当」の効果がどうかと
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いうこと、それからもう一つ学童保育です
ね。私どもでも学童保育のニーズが高いよ
うなんですが、それをこんなふうにサポー
ターも含めて素早く要請なさって、展開な
さったというのにはどのようなコツがあっ
たんでしょうか。
菅原）両住まい手当もまだ１年経ったばか
りで、どの程度成果が上がるのかまだよく
わかりませんが、実際には10名くらいの方
たちが今この手当てをいただいています。
その方たちに聞き取りをしなくてはいけな
いという段階です。
　ただ公募要領等にも「このような制度を
実施しています。」と書き込むことで、弘前
でパートナーフェローで応募者数が増えた
という話もありますので、本学でも応募数
が増えたというデータが出ればと思ってい
ます。まだこれも成果は分かりません。
　学童については、昨年度は試行で1日、
教職員の子供や孫を対象としたサマーキッ
ズは3日間の実施です。これには学内の先
生達にいろいろなプログラムを提供してい
ただきました。たとえば、書道の先生や美
術の先生にご協力いただきましたが、これ
は非常に好評でしたので、来年度の夏は確
実に実施したいと思っているところです。
　地域との連携による学童は、本学のすぐ
近くに小学校があり、学童保育を実施した
いますので、そこと何度か話し合いをさせ
ていただき、理科実験等を実施しました。
それも好評でしたので、来年度はもっと充
実した形で実施することになると思ってお
ります。その際、次世代育成サポーターの
学生さん達がかなり活躍してくれています。
その後、学会等で「ぱるんひろば」を使い
たいとか、研究会で使いたいとかいろいろ
なニーズが出た時に、学生ボランティアに

手を挙げていただきました。保育士さんも
来ていただき、学生だけに任せることはな
いのですが、学生達が入ることによって楽
しい活動になっています。
　やはり学生を巻き込むことが、これから
学内に男女共同参画を進めていく上でとて
も重要だと思っています。次世代サポーター
に加えて、学生委員会が立ち上がっていま
す。学生委員会が内閣府のコンペディショ
ンに応募し、10組の中に選ばれ、3月7日
にプレゼンテーションをする予定となって
います。私たちの推進室では、学生をこれ
からどう教育していくかも重要な取り組み
になると思っているところです。
コーディネーター）ありがとうございます。
学童保育は、ニーズはあるけれどもどう対
応しようかというところで、貴重な事例を
ありがとうございます。
　さて、会場の皆さま方からここは聞いて
みたいとところございましたらご発言いた
だければと思います。
会場男性Ａ）私は病児保育室の『ことりのお
へや』の運用に向けて関わった経験があり
ます。
　24時間保育やってらっしゃる弘前大学に
お伺いしたいのですが、週7日やっておら
れるのか、あるいは曜日を限定してやって
おられるのでしょうか。私ども秋田大学で
は病児保育室はあるんですが、24時間保育
室はまだちょっと実行できておりませんの
で、お伺いしたいなと思います。
杉山）弘前大学の学内保育園は年末年始の
みだけお休みがあるのですが、基本的に1
年中、休日、平日を問わずやっております。
　と申しますのは病院がある関係もありま
して、ニーズが非常に高いということで数
年前から始まりました。
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　大学院生の利用もありまして、毎年定員
いっぱいというところでございます。
会場男性Ａ）つまりほとんどフルタイムで
24時間みておられるということになるんで
すね。ありがとうございました。
会場男性Ｂ）岩手の菅原先生には以前秋田
大学にお越し頂いて「ことりのおへや」を
見ていただき、その後この保育施設ができ
るまでのスピードと活動がすごく早いなと
大変感心しておりました。
　あと弘前大学の24時間保育や、地域と密
着して情報提供するシステムはとてもいい
なと感心しておりました。
　ただ事業が終わったあとやはり保育施設
や24時間保育はお金がかかると思います。
24時間保育だと定員30人であれば2千万ぐ
らいの赤字。45人だと3千万円の赤字って
いうのがだいたい見込まれているというの
が、いろんな大学を調査するとわかります。
事業終了は大学がすごく協力的でないとい
けないと思うのですが岩手大学や弘前大学
は終了後も支援していただけるという方向
なんでしょうか。それぞれの学長さんがき
ちんとやりますよという意志表示などが出
ているのかなど含めて、教えていただけれ
ばと思います。
菅原）岩手大学は医学部がないので保育園
がございませんが、25年度以降どのような
体制で、どういう事業を継続するのかにつ
いて話し合いをもう既に企画会議で行って
おります。
　この3月ぐらいまでに一応の方向を学長
に出したいと思って検討を進めています。
本学はあと1年ありますが、いろんな改革
の中で、本学の男女共同参画の位置付けや
取り組みを企画会議から提案することに
よって、学長や理事・副学長の議論の俎上

に乗せていただけると考えています。早め
に手を打つことが必要と思っています。
杉山）私どもこの事業はあともう1年ある
んですけれども、弘前の学内保育園は、事
業が採択される前から自己資金で運営して
おりますので、事業が終わっても継続され
ます。
　弘前大学では、2月 1日をもって学長が
交代いたしました。新学長のもとでどんな
体制で進めていくのかについては、まだ今
後さらにいろいろ詰めていかなければいけ
ないと思うんですけれども、基本的に前学
長の方針が踏襲されると聞いております。
会場男性Ｂ）ありがとうございました。弘
前大学さんは医学系の研究科長が新しく学
長になられるということなので、病院等も
含めてご存じの方かと思うので、きっと継
続されるのかなというふうに思いました。
コーディネーター）JST事業は一応研究者
に限っていますけれども、「研究者に限らず
全ての教職員をまきこんで」ということで、
何か一つの効果的な、また理想でも結構で
すので、パネリストの先生方から一言ずつ
エールを送っていただきたいと思います。
菅原）子育てはゴールが見えているのです
が、介護はなかなかゴールが見えないとい
うのが現状だろうと思います。
　ですからやはり介護については女性研究
者に限らず、それから研究者に限らず、大
学に限らずこれからの社会全体の大きな課
題だろうと思います。大学として地域のモ
デルになれる取り組みに発展させていきた
いとは思っております。
杉山）私どもも介護についてのニーズがあ
るのはわかっている。制度もあるのもわかっ
ている。でもそれをどうやってつないで行っ
たらいいのかということについては、はっ
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きりした答えを今持ちません。
　ただでもニーズがあるんだから、ちょっ
とずつ工夫をしながら、実際にやってらっ
しゃる方々の実例を集めたり、実体験を集
めていくことで、実践の知がだんだん高め
られ、大学全体として役立つしくみが生み
出せるのではないかというふうに考えてお
ります。
上村）もっと意識改革が必要だと思ってい
ます。それから、利用状況を見てみますと
有給であるかどうかというのはやはり利用
する時に大きな判断材料になっていると思
います。有給だと保証されていることは大

事だと思います。
コーディネーター）ありがとうございます。
一つは意識改革が大事。それと身近なとこ
ろから、制度そのものもできるところはき
ちんと整えていくというようなことを確認
させていただきました。
　北東北の3大学の男女共同参画推進の現
状と課題。これから春に向かっていく課題
ということで締めくくらせていただきたい
と思います。
　それではパネリストの先生方ありがとう
ございます。それから会場の皆様、どうも
ありがとうございました。
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北東北における男女共同参画推進に向けて

秋　田　宣　言
　私たちは、男女共同参画推進の取り組みが、北東北地域に広がることをめざして

います。

　性別にかかわらず、自らが選択するワークライフバランスの下で、その適性と能

力を十分に発揮できるように、人の多様性に配慮した環境づくりに向けて、「第２回

北東北地域の大学連携による男女共同参画推進シンポジウム」参加者が相互交流や

連携を深め、男女共同参画推進に取り組んでいくことをここに宣言します。

１…．私たちは、男女共同参画推進のためのネットワークづくりをめざし、

これからもさらに積極的に取り組みます。

２…．私たちは、学びやすく働きやすい環境づくりをめざし、これからもさ

らに積極的に取り組みます。

2012年2月13日…　

「第２回北東北地域の大学連携による男女共同参画推進シンポジウム」

参加者一同

−…255…−
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平成23年度 北東北地域大学連携による男女共同参画推進シンポジウム
「ライフステージに応じた多様な支援の実現に向けて」に関するアンケート

平成24年２月13日（月）開催

質問５－１．シンポジウム全体の満足度

質問５－２．基調講演の満足度

質問１．性別

質問２．年齢

質問３．職業・所属

女  62％

男  38％
ふつう  26％

ふつう  17％

あまり参考にならない  3％

よかった
51％

とても
よかった
20％

参考になった
54％

参考になった
54％

質問５－３．事業報告・パネルディスカッションの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　満足度

70代以上  3％

20代  24％

30代  24％
40代  19％

50代  22％

60代  8％

秋田大学教職員
61％

他大学
教職員  33％

男女共同参画団体
　　  関係者　3％その他学校

関係者
3％

質問４．本シンポジウムを知ったきっかけ

チラシ・ポスター
を見て
84％

秋田大学ホームページを見て  8％

男女共同参画
推進室ホーム
ページを
見て  4％

知人からの紹介
 4％

その他  28％

とても
参考になった
26％

とても
参考になった
17％

あまり参考にならない  3％

ふつう  26％

あまり参考にならない  3％
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質問５．本シンポジウムの内容についての満足度及び意見・感想など
【全体について】
・がんばっていきたいですね。
・男女参画及びワークライフバランスについての知識を得ることができた。
・北東北の各大学の取り組みについて詳しく知ることができて良かった。
・各大学の取り組みや成果を知ることができて良かった。
・各大学の状況や取り組みが分かり参考になりました。介護についてもう少し聞きたかった。
・２時間があっという間でした。
・各大学でどういった取り組みを行っているかよく分かりとても参考になりました。
・現在の仕事との関係もあり大変勉強になりました。
・全体的に時間が足りなかった感じがする。もう少し、取り組みについて詳しく知りたかった。
・…特に地域との役割分担（協力）は大事と思っていたが、さらには大学間の情報共有や協力も大
切だと知らされました。
……また、女性研究者の比率もupしているとのことで、今後もどんどん増えてほしいです。
・３大学共同の目的が不明確。パネルディスカッションで深めるはずだったのでは？

【基調講演について】
・質疑応答があっても良かったと思う。
・国の女性研究者支援の取り組みを知ることができた。
・時間が短いのでもっとゆっくり聴きたいと思った。
・テニュアトラックについて知ることができた。とても参考になりました。
・日本は女性研究者が少ないということがあらためて分かりました。
・テニュアトラック制など説明がとても分かりやすかったです。
・…そもそもなぜ女性研究者が少ないのか、なぜ増やさなければならないのか、支援事業のスター
トの部分を詳しく知りたかった。研究者数は多いが女性の割合が小さい企業などへの支援が
あれば紹介してほしかった。
・女性研究者の育成支援について、全体像を把握すすることができた。
・…学生の割合（女子）と女性研究者の割合がマッチしていないという点がすごく共感できまし
た。女性研究者の確保のための様々な支援を知れて勉強になりました。
・発表者の視点があったことが良かったと思います。
・要点を押さえた簡明なお話。

【事業報告・パネルディスカッションについて】
・各大学の取り組みが知ることができて良かったと思う。
・他大学の取り組みを知ることができた。
・弘前大学のパートナーフェローが効果的だったというのが印象的だった。
・３大学の取り組みについて知ることができた。
・もう少し長い時間を費やしても良かったと思う。
・大学それぞれの取り組みが分かり参考になりました。
・…各大学で特に力を入れている点が分かりました。更に、今後の取り組みがもっと今まで以上
に良くなってほしいと思いました。
・時間がそれぞれ短かった様に思う。他大学の事例は興味深かった。
・もう少し時間を取ってほしかった。

−…257…−
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・…各大学で似ているようで、それぞれ工夫した取り組みを行っており、どの大学も積極的に取
り組んでいることがよく分かりました。
・３大学の対比ができ参考になった。
・…各大学の取り組み報告、各大学とも時間が短い中コンパクトに報告があって良かったと思い
ます。パネルディスカッションにおいて、更に詳しく各大学の取り組みを伺うことができて
良かったです。
・時間が短く、各大学の報告でほぼ終わってしまい、深める議論ができなかった。
・…もう少し長い時間の企画でも良かったように思います。報告が短くて内容の理解ができな
かったところがあった。

６．その他（意見・感想）
・…教員公募要領への条件吉舎や学生による次世代育成サポーターの設置、パートナーフェロー
制度の創設など。
・…内容的に教員の参加が少ないように見える。授業時間を考慮した開催であると良い。（午後
の2コマがかぶると参加しづらい）
・…今日のシンポジウムで出た課題については、教授職の方の理解が必要と思われます。
・…３大学の取り組みを一覧にするなど好事例については相互の大学でどんどん取り入れ職員に
周知したら良いと思う。
・…お金のかからない岩手大の「次世代育成支援休暇」はユニークな取り組みだと思う。（本学
にもあったら…）
・このような情報交換の場は大変良いことだと思います。
・24時間保育（弘前大学）が取り組みとしてとても良いと思いました。
・…参加者が女性の方が多かったように思うが、男性も様々な事例を知ることでより職場での理
解が深まれば良いと思う。
・…基調講演者の私見がわかりやすく面白かった。様々な取り組みが行われていることが、この
シンポジウムに出るまで知らなかった。将来的に自分にも関わってくる問題なのでもう少し
意識していきたいと思う。
・…教職員のみでなく学生ボランティアも必要だと感じました。学生も関わることで大学全体活
性化しつつ、学生の面白いアイディアも出てくるのかなと感じています。
・…次世代育成支援休暇（孫育て休暇）という制度があっても良いと思う。生後8週までと言わず、
年に何回など子の看護休暇のように設定する方法もありかと思います。
・コロコニガイドブックは、一覧にまとめられており見やすくて良いと思います。
・…大学が男女共同参画を推進していくのであれば、育児などのサポートを教員に限定せず、事
務職員に拡充できれば一層良いと感じた。
・イクメンについて検討してほしい。
・継続することが大切だと思います。
・…意識を改めなければならない方々が、このシンポジウムに参加していないのが残念。（教員
採用人事のkeyを持っている方）
・…元短大の教員です。学生の長期休暇時の勤務は教員の自由でした。2週間は勤務しませんで
したが、他は実験を行いました。夏期休暇6週間丸々出勤無しの方も。最初の年に学長に伺
いを立てたところ「自由です」との返事でした。中学・高校の教員に知ってもらうことも重
要かと思います。特に秋田は。

−…258…−
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平成23年度文部科学省科学技術人材育成費補助金
女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

平成23年度　北東北地域大学連携による
男女共同参画推進シンポジウムに関するアンケート

　本日はご来場いただきましてありがとうございます。今後の事業の参考とするため、皆さまの率直な
ご意見・ご感想をお聞かせいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

以下の項目について、いずれかに○をつけるか、記入してください。

１．性別　　①女　　②男

２．年齢　　①20歳未満　②20代　③30代　④40代　⑤50代　⑥60代　⑦70代以上

３．職業・所属
　　①秋田大学教職員　　②他大学教職員　　③その他学校関係者
　　④男女共同参画団体関係者　　⑤行政関係者　　⑥会社員　　⑦自営業　　⑧無職
　　⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．本シンポジウムをお知りになったきっかけについてお答え下さい。
　　①チラシ・ポスターを見て　　②秋田大学ホームページを見て
　　③男女共同参画推進室ホームページを見て　　④知人からの紹介
　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．本シンポジウムの内容について、満足度及びご意見ご感想などをご記入ください。
５：とてもよかった（とても参考になった）４：よかった（参考になった）　３：ふつう　２：あまり参考にならない…１：参考にならない

内　　　容 評　　価 コメント

全　　体 ５・４・３・２・１

基調講演 ５・４・３・２・１

事業報告
パネルディスカッション ５・４・３・２・１

６．…他大学の取り組みを聞いて、秋田大学に取り入れて欲しいなどの要望やご意見、またはご
感想など、ご記入ください。

ご協力ありがとうございました。ご記入後は会場出口の回収箱にお入れください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　男女共同参画推進室
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	3）　男女共同参画推進フォーラム

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 平成２３年度　秋田大学男女共同参画推進フォーラム

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2012年2月29日(水)…15:00 ～ 17:00

場 　 　 所 秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー　2階　大セミナー室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 秋田大学教職員、県民

来 場 者 人数：30名、（内訳　大学等教職員：28名　・県民：2名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（連携機関等にポスター・チラシを発送）

実 施 者
関連サブテーマ

秋田大学男女共同参画推進委員会
秋田大学男女共同参画推進専門委員会

内 　 　 容 ・優秀女性研究者表彰式
・被表彰者による受賞記念講演
・平成23年度教職員の男女共同参画推進に関する意識調査の報告

効 果、問 題 点 　平成２３年１２月１４日に制定された「秋田大学優秀女性研究者表彰要項」による優秀女
性研究者３名の表彰式及び被表彰者による受賞記念講演を行った。どのようにして研究と生
活を両立させて優れた研究成果を得られたのかなど若手女性研究者のロールモデルとして
講演していただいた。
　また、平成２３年１０月に実施した「秋田大学教職員の男女共同参画推進に関する意識調
査」の集計結果と分析及び課題などの報告がされた。詳しい内容については、報告書を作
成し関係部局に配布する予定である。この結果を踏まえて、より一層、取り組みや制度の認
知度の向上などすべての教職員の職場環境と支援制度の充実のために検討していく必要が
ある。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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秋田大学男女共同参画推進室 coloconi
TEL : 018-889-2260 FAX : 018-889-3186
E ‐m a i l : s a n k a k u 2 @ j i m u . a k i t a ‐ u . a c . j p
H P : w w w . a k i t a ‐ u . a c . j p / c o l o c o n i /

申
込

主
催

秋田大学男女共同参画推進委員会
秋田大学男女共同参画推進専門委員会

参 加 無 料 申 込 必 要

今年度のフォーラムは、平成２３年１２月１４日に制定されました「秋田
大学優秀女性研究者表彰要項」による優秀女性研究者の表彰式及び被表彰者
による受賞記念講演としてどのようにして研究と生活を両立させて優れた研
究成果を得られたのかなど若手女性研究者のロールモデルとして講演いただ
くとともに、平成２３年１０月に実施いたしました「秋田大学教職員の男女
共同参画推進に関する意識調査」の報告を行います。

皆様のご参加をお願いいたします。

プログラム
15:00 開会

15:05 優秀女性研究者表彰式

15:15 被表彰者による受賞記念講演

16:15 休憩

16:20 平成23年度教職員の男女共同参画推進に関する

意識調査の報告

16:50 質疑応答

17:00 閉会
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秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業

日 時：平成２４年２月２９日(水) １５：００～１７：００
場 所：秋田大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（VBL）

２階大セミナー室

平成２３年度 秋田大学

男女共同参画推進フォーラム

秋田大学男女共同参画推進室 coloconi
TEL :018-889-2260 FAX :018-889-3186
E ‐ m a i l : s a n k a k u 2 @ j i m u . a k i t a ‐ u . a c . j p
H P : w w w . a k i t a ‐ u . a c . j p / c o l o c o n i /

主
催

秋田大学男女共同参画推進委員会
秋田大学男女共同参画推進専門委員会

プログラム

１５：００ 開会

１５：０５ 優秀女性研究者表彰式
・開式のことば
・表彰状授与並びに記念品贈呈
・学長あいさつ
・閉式のことば

１５：１５ 被表彰者による受賞記念講演

１６：１５ 休憩

１６：２０ 平成２３年度教職員の男女共同参画推進に関する意識調査の報告

１６：５０ 質疑応答

１７：００ 閉会あいさつ
男女共同参画推進専門委員会委員長
教育文化学部 教授 渡部 育子

進行：人事課長 千葉 進

～被表彰者による受賞記念講演～

～意識調査の報告～

男女共同参画推進専門委員会委員 教育文化学部 准教授 和泉 浩

医 学 部 附 属 病 院

医 学 部 附 属 病 院

工学資源学研究科 特任助教

森井 真也子

河村 七 美

中島 佐和子

助 教
助 教
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優秀女性研究者表彰式

医学部附属病院 森井真也子助教 医学部附属病院 河村七美助教

工学資源学研究科 中島佐和子特任助教 （左から）森井助教、河村助教、中島特任助教

（左上から）後藤理事、熊田理事、小川研究科長、茆原病院長
森井助教、河村助教、学長、中島特任助教
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秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業 

平成２３年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム  H２４．２．２９ 

参加者アンケート (無記名) 

       

    ※回答は、選択肢の中から該当する番号を一つ選び、○で囲んでください。 

１．性別  ①女  ②男 

 

２．年齢  ①20 歳未満 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 代 ⑦70 代以上 

 

３．職業・所属 

  ①学生  ②パート・アルバイト  ③会社員  ④公務員  ⑤NPO 法人職員 

  ⑥秋田大学教職員  ⑦他大学教職員  ⑧その他学校関係者   

⑨専門職（弁護士・医師・会計士等）  ⑩男女共同参画団体関係者    

⑪専業主婦（主夫）  ⑫自営業    ⑬無職 

  ⑭その他（             ） 

 

４．本フォーラムに参加した理由は何ですか。 

 ①優秀女性研究者の講演に興味・関心があったから 

 ②意識調査の報告内容に興味・関心があったから  ③他の職員にすすめられたから 

 ④その他（                       ） 

 

５．優秀女性研究者の受賞記念講演について 

 ①とてもよかった  ②まあまあよかった  ③あまりよくなかった  ④よくなかった 

（理由：                                    ） 

 

６．この講演によって、職場で女性が活躍するための参考になりましたか。 

 ①はい（理由：                           ） 

 ②いいえ（理由：                          ） 

 

７．男女共同参画推進に関する意識調査の報告について 

 ①とてもよくわかった  ②まあまあわかった  ③あまりわからなかった  ④わからなかった 

 （理由：                                    ） 

 

８．本フォーラムに参加して感じたことをお聞かせ下さい（自由記述） 

 

 

 

 

９．次回（平成２４年度）フォーラムのテーマについて、講演してほしいテーマはなんですか。 

 ①育児について ②介護について ③ポジティブアクションについて  

 ④その他（                   ） 

    

ご協力ありがとうございました 

男女共同参画推進室 
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　 （ Ｈ ２ ４ . 2. 29実施)

秋田県ふるさ と雇用再生臨時対策基金事業

平成２ ３ 年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム　 参加者アンケート

女 
62% 

男 
38% 

１．性別 

３０代 
25% 

４０代 
37% 

５０代 
25% 

６０代 
13% ２．年齢 

公務員 
12% 

秋田大学教職員 
88% 

３．職業・所属 

優秀女性研究者の

講演内容に興味・

関心があったから 
50% 意識調査の報告内

容に興味・関心が

あったから 
20% 

他の職員にす

すめられたから 
20% 

その他 
10% ４．本フォーラムに参加した理由は何ですか。 
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◇理由

◇理由

８．本フォーラムに参加して感じたことをお聞かせください（自由記述）。

まあまあよかった

研究と生活を両立させるための対応や意識改革等、とても参考となった。

業務の内容が「講演の分野」と異なるため

とてもよかった 困難な状況の中でも前向きに研究に取り組んでいることがわかった。
研究と生活を両立させるための対応や意識改革等、とても参考となった。
個人的には内容に興味があるのでよかったと思う。ただ、フォーラムの講演
としてはもっと、ワークライフバランスなどに触れた方がよいのではないか。

・秋田大学の各種支援、相談システムが良かった。各職場に必要と感じました。
・若い先生達の活躍を知ることができて、頼もしく思った。

・今後のライフワークバランスを考える上で大変有意義な情報を得ることができました。ありがとう
ございました。

本人の努力と周囲の理解という部分が非常に大きいと思う。

研究日、時間の保障など
託児所、病児保育など環境整備普及が重要と思う。

はい

いいえ

・もっと参加者が出るように広報したほうがよい。
・会場が少し遠いこと、３－１４５の方がいいのではないか。

とてもよかった 
62% 

まあまあよかった 
38% 

５．優秀女性研究者の受賞記念講演について 

はい 
62% 

いいえ 
25% 

無回答 
13% 

６．この講演によって、職場で女性が活躍するための参考になりましたか。 

とてもよくわかった 
17% 

まあまあわかった 
33% 

あまりよくわからな

かった 
50% 

７．男女共同参画推進に関する意識調査の報告について 
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◇理由

◇理由

８．本フォーラムに参加して感じたことをお聞かせください（自由記述）。

まあまあよかった

研究と生活を両立させるための対応や意識改革等、とても参考となった。

業務の内容が「講演の分野」と異なるため

とてもよかった 困難な状況の中でも前向きに研究に取り組んでいることがわかった。
研究と生活を両立させるための対応や意識改革等、とても参考となった。
個人的には内容に興味があるのでよかったと思う。ただ、フォーラムの講演
としてはもっと、ワークライフバランスなどに触れた方がよいのではないか。

・秋田大学の各種支援、相談システムが良かった。各職場に必要と感じました。
・若い先生達の活躍を知ることができて、頼もしく思った。

・今後のライフワークバランスを考える上で大変有意義な情報を得ることができました。ありがとう
ございました。

本人の努力と周囲の理解という部分が非常に大きいと思う。

研究日、時間の保障など
託児所、病児保育など環境整備普及が重要と思う。

はい

いいえ

・もっと参加者が出るように広報したほうがよい。
・会場が少し遠いこと、３－１４５の方がいいのではないか。

とてもよかった 
62% 

まあまあよかった 
38% 

５．優秀女性研究者の受賞記念講演について 

はい 
62% 

いいえ 
25% 

無回答 
13% 

６．この講演によって、職場で女性が活躍するための参考になりましたか。 

とてもよくわかった 
17% 

まあまあわかった 
33% 

あまりよくわからな

かった 
50% 

７．男女共同参画推進に関する意識調査の報告について 

育児について 
30% 

介護について 
40% 

ポジティブアクショ

ンについて 
30% 

９．次回（平成２４年度）フォーラムについて、講演してほしいテーマはなんで

すか。 



−…268…−



−…268…−

その他
活 動 記 録

3



−…269…−



−…269…−

（1）女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会報告書

第1回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年12月12日(月)…15:00 ～ 15:30

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室

出 席 者 吉村学長、熊田、妹尾、渡部各委員

議 事 平成23年度第1回女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会

1.… 報 告 事 項 ・…平成22年度第1回女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会議事要旨（案）に
ついて

・平成23年度活動実績について
・平成24年度活動計画について

2.… 審 議 事 項 ・…平成22年度第1回女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会議事要旨が確認さ
れた。
・…平成24年度の活動予定について審議した。

3.… 決 定 事 項 ・…平成24年度の活動計画について、男女共同参画事業は重要な取り組みであるため、来年
度も男女共同参画推進室において継続して実施することが了承された。

4.…今後の進め方 ・特になし

特 記 事 項 ・特になし
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（2）女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会報告書

第１回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年5月26日(木)…14:30 ～ 15:30

場 　 　 所 本部管理棟第一会議室

出 席 者 女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会委員8名

議 事 平成23年度第１回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

1.… 報 告 事 項 ・PO訪問調査について
・平成22年度活動報告について
・その他

2.… 審 議 事 項 ・…平成22年度第４回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会議事要旨（案）の
確認

・研究支援員制度について
・平成23年度事業計画について

3.… 決 定 事 項 ・…平成22年度第４回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会議事要旨（案）が
了承された。

・…研究支援員制度について試行的に実施することが了承された。
・…連携事業（代替要員制度・次世代育成事業）については、各連携大学等の承認や協力
を求めて取り組んでいくことが了承された。
・…北東北地域大学連携シンポジウムの開催について、テーマ案と方向性が示され、当番校と
して開催することが了承された。

4.…今後の進め方 ・…今後の事業実施にあたり機動的に進めるため、メール会議などを活用して審議することとし
た。

特 記 事 項 ・特になし



−…270…− −…271…−

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2012年1月13日(金)…14:30 ～ 15:30

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室

出 席 者 女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会委員8名

議 事 平成23年度第２回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

1.… 報 告 事 項 ・平成23年度活動報告について
・女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会の報告について
・女性研究者比率向上に向けた取組みについて

2.… 審 議 事 項 ・…平成23年度第1回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会議事要旨（案）の
確認

・平成24年度事業計画案について

3.… 決 定 事 項 ・報告事項について了承された。
・…平成23年度第1回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会議事要旨（案）が
了承された。

・…平成24年度事業計画案について了承された。なお、プロジェクト運営委員は、平成24年度
事業においても協力教員として協力してほしい旨を依頼し、了承された。

4.…今後の進め方 ・特になし

特 記 事 項 ・特になし

第２回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会
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（3）他大学シンポジウム参加・調査・来訪記録
（３）他大学機関等シンポジウム参加・調査・来訪記録

日時 場所 目的

平成23年7月26日（火）

本学からの出席者

渡部育子（男女共同参画推進室長）
菅原妙子（スタッフ）
村井麻衣（スタッフ）

日時 場所 目的

平成23年10月12日（水）

本学からの出席者
渡部育子（男女共同参画推進室長）
菅原妙子（スタッフ）
中川徳子（スタッフ）

日時 場所 目的

平成23年10月22日（土）

来訪者

日時 場所 目的

平成23年10月22日（土）

来訪者

日時 開催場所 目的

平成23年11月1日（火）～2日（水）

本学からの出席者
渡部育子（男女共同参画推進室長）
菅原妙子（スタッフ）

「女性研究者研究活動支援事業合同公開シンポジウム」参加筑波大学

秋田キャッスルホテル

秋田キャッスルホテル 「リケジョ（理系女子）への扉」参加

奈良県立医科大学健康政策医学講座
講師　御輿　久美子

長崎大学の取り組み調査訪問長崎大学

「リケジョ（理系女子）への扉」参加
東京海洋大学　男女共同参画推進室
女性研究者支援機構　コーディネー
ター　藤森　京子

島根大学 島根大学の取り組み調査訪問

日時 開催場所 目的

平成24年3月4日（日）

本学からの出席者
渡部育子（男女共同参画推進室長）
村井麻衣（スタッフ）

ピアザ淡海　滋賀県立県民
交流センター　ピアザホー

ル

滋賀医科大学「男女共同参画推進のための講演・シンポジウ
ム」参加
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（4）スタッフ活動記録
（４）スタッフ活動記録

４月 ５日(火） 「ことりのおへや」ご利用者カード作成、設置
12日（火） 「男女共同参画の取り組み」配付（全教職員対象）
25日（月） JST調査訪問
28日（木） 「ことりのおへや」ご利用者カード回収（４月分　回答数０）

・代替要員制度DB仕様案作成
・コンシェルジュ・デスク相談員研修会案作成、ポスター案作成
・次号ニュースレター案作成
・静岡県立吉原高等学校講演用資料作成

HP更新：２回　ブログ更新：２回
５月 10日（火） コンシェルジュ・デスク相談員研修会ポスター発送（学内）

16日（月） ニュースレターVol.８納品、発送
26日（木） プロジェクト運営委員会開催
27日（金） コンシェルジュ・デスク相談員研修会「家族介護者のメンタルヘルス」開催

・代替要員制度DB仕様について打ち合わせ

HP更新：４回　ブログ更新：２回
６月 ２日（木） 「ことりのおへや」ご利用者カード回収（５月分　回答数１）

９日（木） 秋田魁新報社マリマリ編集長西村氏　来室
10日（金） 国立女性教育会館へ刊行物一式を寄贈
13日（月） 秋田県男女共同参画情報誌「ラ・ヴィータ」編集者インタビューのため来室
20日（月） 大学間連携連絡会議開催
21日（火） 研究支援員制度実施、HPに掲載

・次号ニュースレター案作成
・大学間連携のお願い（代替要員制度データベースと次世代育成事業の共催協力）
・各大学訪問のための日程調整（代替要員制度DB協力依頼）
・コンシェルジュデスク相談研修会小冊子案作成

HP更新：４回　ブログ更新：２回
7月 １日（金） 「ことりのおへや」ご利用者カード回収（６月分　回答数１）

６日（水） 県内大学へ代替要員人材DB構築の説明と協力依頼

12日（火） 代替要員人材DB情報提供依頼文書発送（学内）
15日（金） 聖霊女子短期大学　佐藤了子先生とイベント企画について打ち合わせ
21日（木） 「家族介護者のメンタルヘルス（１）（２）」小冊子納品、発送
22日（金） ニュースレターVol.９　納品、発送作業

工学資源学研究科　ロールモデル紹介事業案資料作成、ポスター案等作成
26日（火） 長崎大学調査訪問

29日（金） 「ことりのおへや」ご利用者カード回収（７月分　回答０）

・代替要員DBシステム構築関連業務
・聖霊とのコラボ企画ポスター案作成
・JST課題終了後の大学へ事業終了後体制の調査
・男女共同参画に関する意識調査関連業務

HP更新：２回　ブログ更新：２回
８月 ２日（火） 代替要員制度人材ＤＢの情報確認文書発送（学内）

３日（水） JST監査（JST職員２名、渡部先生、中井総括、黒田、村井出席）
４日（木） 工学資源学研究科へロールモデル紹介開催の協力依頼
22日（月） 聖霊短大へ模擬実験用品の納品
25日（木） 筑波大学　合同シンポジウム用ポスターと要項データの送付
31日（水） 「ことりのおへや」ご利用者カード回収（８月分　回答０）

・外部資金獲得セミナー開催準備
・聖霊とのコラボ企画「リケジョへの扉」ポスター発注準備
・男女共同参画に関する意識調査関連業務
・ニュースレターVol.10案作成
・代替要員制度人材DB登録用データのチェック作業

HP更新：０回　ブログ更新：２回

日　付 実　施　内　容

（聖園短期大学、国際教養大学、聖霊女子短期大学、秋田工業高等専門学校、県立大学、日本赤十字看護大学）
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９月 ５日（月） 「リケジョへの扉」ポスター納品、発送
８日（木） 「外部資金獲得セミナー」ポスター納品、発送
12日（月） ニュースレターVol.10納品、発送
22日（木） 「若手女性研究者のための外部資金獲得セミナー」開催
27日（火） 取組活動紹介用ポスター納品
30日（金） 「ことりのおへや」ご利用カード回収（９月分　回答1）

・「リケジョへの扉」イベント準備（打ち合わせ、会場下見含む）
・ロールモデル講演会開催準備
・人材情報DBリーフレット案作成、マニュアル校正
・次回コンシェルジュ・デスク相談員研修会開催のお願い及び打ち合わせ
・男女共同参画意識調査アンケート配付準備
・親子向け次世代女性研究者育成イベントの企画と準備

HP更新：３回　ブログ更新：２回
10月 ３日（月） 工学資源学研究科大学院生、教員と27日イベントの打ち合わせ

７日（金） 男女共同参画　意識調査アンケート配付、回収（10月26日（水）まで）
11日（火）・12日（水） 島根大学調査訪問
22日（土） 聖霊女子短期大学共催企画「リケジョへの扉」の開催
27日（木） 第１回コロコニトーキング「女子大学院生ロールモデル紹介」の開催
28日（金） 大学間連携連絡会議、代替要員制度人材情報データベース操作研修会

「ことりのおへや」ご利用者カード回収（10月分　回答０）

・「リケジョへの扉」リーフレット案作成
・「若手女性研究者のための外部資金獲得セミナー」リーフレット案作成
・コンシェルジュ・デスク研修会準備作業

HP更新：７回　ブログ更新：３回
11月 １日（火）・２日(水） 筑波大学　合同シンポジウムへ参加

７日（月） 中国・四国合同シンポジウムへポスター参加（送付）
11日（金） １２／６講演会のチラシ・ポスターの発送
14日（月） １２／２３イベントのチラシ・ポスターの発送
16日（水） 第5回コンシェルジュ・デスク研修会開催
24日（木） 代替要員人材情報データベースリーフレットの発送
28日（月） ニュースレター Vol.11納品、発送
30日（水） 男女共同参画意識調査集計結果の納品

「ことりのおへや」ご利用者カード回収（11月分　回答１）

・「リケジョへの扉」活動紹介リーフレット作成
・代替要員人材情報データベースご紹介リーフレット作成
・「若手女性研究者のための外部資金獲得セミナー」リーフレット作成
・コンシェルジュ・デスク相談員研修会リーフレット作成

HP更新：６回　ブログ更新：３回
12月 １日（木） 「リケジョへの扉」リーフレット発送作業

２日（金） 「コロコニだより2011」（ブログ集）納品、関係者送付
６日（火） 講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」開催
15日（木） ニュースレターVol.12（増刊号）の発行、発送作業
22日（木） サイエンスセミナー2011「マンモスからコラーゲンがとれました」開催
23日（金） 親子でサイエンス2011「女性研究者によるコラーゲン研究の最前線」開催
27日（火） 「ことりのおへや」ご利用者カード回収（12月分　回答０）

・講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」の活動紹介書作成
・男女共同参画意識調査集計結果のまとめ
・ニュースレター（増刊号）作成
・平成23年度活動報告書の作成

HP更新：６回　ブログ更新：３回
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１月 12日（木） 第5回コンシェルジュ・デスク相談員研修会「困ったさんへの対応」リーフレット納品
13日（金） 女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会開催
17日（火） ニュースレターVol.13納品
19日（木） 平成23年度大学間連携合同シンポジウムポスター納品、発送
30日（月）

31日（火） 「ことりのおへや」ご利用者カード回収（１月分　回答１）

HP更新：６回　ブログ更新：３回
２月 1日（水） 大学間連携合同シンポジウムの開催

13日（月） 平成23年度北東北地域大学連携による男女共同参画推進シンポジウムの開催
14日（火） 講演会「外国人から見たわが国の男女共同参画」活動紹介書納品、発送

サイエンスセミナー活動紹介書納品
親子でサイエンス活動紹介書納品、発送

29日（水） 平成23年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム開催
「ことりのおへや」ご利用者カード回収（２月分　回答１）

HP更新：６回　ブログ更新：２回
３月 ４日（日） 滋賀医科大学「男女共同参画推進のための講演・シンポジウム」参加

13日（月） ニュースレターVol.14納品、発送
21日（水） 大学間連携合同シンポジウム活動紹介書納品、発送
28日（水） 北東北地域連携大学合同シンポジウム活動紹介書納品、発送

平成23年度秋田大学男女共同参画フォーラム活動紹介書納品、発送
平成23年度活動紹介書納品、発送
平成23年度意識調査報告書納品、発送
採択プログラム活動報告書納品、発送

・「大学間連携合同シンポジウム」、「平成23年度北東北地域大学連携による男女共
同参画推進シンポジウム」活動紹介書の作成

・「外国人からみたわが国の男女共同参画」、「親子でサイエンス２０１１」
　「サイエンスセミナー２０１１」活動紹介書の作成

平成23年度北東北地域大学連携による男女共同参画推進シンポジウムポスターの
納品、発送
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（5）製作物

秋田大学 男女共同参画推進室coloconi
〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町１番１号
TEL:018-889-2260 FAX:018-889-3186 E-mail :sankaku@jimu.akita-u.ac.jp
URL：http://www.akita-u.ac.jp/coloconi / 

秋田大学 平成23年度 文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者活動支援事業（女性研究者支援モデル育成）

女性研究者数・比率の
増加 15％→18％

ワークライフ
バランスの改善

次世代女性研究者育成

育児・介護休業の取
得しやすい職場環境

期 待 で き る 効 果

次世代女性研究者育成事業

・若手女性研究者のための外部資金
獲得セミナー

・工学資源学研究科大学院生ロール
モデル紹介

・小中高生向け「親子でサイエンス」
・大学院生向け「サイエンスセミナー」

・講演会・シンポジウムの開催
・講演録冊子の作成・配付

意 識 啓 発 活 動

・北東北地区大学連携シンポジウム
の開催

・意識調査アンケートの実施と検証

県 内 大 学 間 連 携 体 制 の 構 築

連携体制の強化と問題認識の共有
・大学間連携連絡会議の開催
・大学間連携合同シンポジウムの開催
・女性研究者支援のためのアンケート実施

問題解決のための連携事業の実施
・連携機関共催による中高生向け次世代女性研究者
育成事業の開催

・代替要員制度人材情報データベースの構築

大学間連携合同
シンポジウム

家庭的な雰囲気の
「ことりのおへや」

柔軟な支援体制の構築

・研究支援員制度の制定と実施
・病児・病後児保育室「ことりのおへや」運営

・コンシェルジュ・デスク研修会の実施
・育児・介護ガイドブックの作成、全教職員
へ配付

・ニュースレター、ホームページ、ブログに
よる情報提供

育児・介護
ガイドブック

ホームページ
ブログ

代替要員制度人材情報データベース
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全学的な男女共同参画推進体制の充実

4
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女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会 

 

 

 

   氏    名 

 

    職      名 

 

   任     期 

 

  備   考 

 

 

◎吉 村   昇 

 

 熊 田 亮 介 

 

 妹 尾 春 樹 

 

  渡 部 育 子 

 

 

 学 長 

 

 理事（総務担当）（副学長） 

 

 医 学 系 研 究 科 教 授              

 

 教 育 文 化 学 部 教 授              

 (学長補佐(男女共同参画担当)) 

 

 

 プロジェクト期間中 

 

         〃 

 

         〃 

  

         〃          

 

     

 

 

 委員長 

 

 庶 務 担 当：人 事 課          

 

 ◎印は委員長を表す。 
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女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会 
  

   氏    名      職      名    任       期 備  考 

 

◎ 渡 部 育 子 

 

 

   四反田 素 幸 

 

  和 泉   浩 

 

   奥 山 順 子 

 

   阿 部   寛 

 

   妹 尾 春 樹 

 

  金 子 善 博 

 

   鈴 木 圭 子 

 

   上 村 佐知子 

 

   中 村 雅 英 

 

  奥 山 栄 樹 

 

   坪 井 ひろみ 

 

  山 口 留美子 

 

川 畑 智 子 

 

学長補佐(男女共同参画担当) 

 教 育 文 化 学 部 教 授  

 

 教 育 文 化 学 部 教 授  

 

 教育文化学部准教授 

 

 教育文化学部准教授 

 

 医 学 系 研 究 科 教 授  

 

 医 学 系 研 究 科 教 授  

 

 医学系研究科准教授 

 

 医学系研究科准教授 

 

 医 学 系 研 究 科 助 教  

 

 工学資源学研究科教授 

 

 工学資源学研究科准教授 

 

 工学資源学研究科准教授 

 

 工学資源学研究科准教授 

 

男女共同参画推進室特任准教授 

 

2011年４月～2012年３月 

 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

 委員長 

 庶 務 担 当：人 事 課   

 



−…278…−

参 考 資 料
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秋田魁新報社　平成23年10月23日掲載
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秋田魁新報社　平成23年12月8日掲載
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秋田魁新報社　平成23年12月25日掲載



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度文部科学省科学技術人材育成費補助金 

女性研究者研究活動支援事業（女性研究者支援モデル育成） 

秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」 

平成 23 年度 活動紹介書 

 

発 行  2012 年 3 月 

編 集  国立大学法人秋田大学 男女共同参画推進室 

連絡先  〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町１番１号 

TEL   018-889-2260 

URL   http://www.akita-u.ac.jp 

E-mail  sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp 

 

 

   




