スキルアップセミナー2015
「役に立つ知財セミナー」を開催しました
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平成27年7月10日（金）15時30分より本学百周年記念館において、スキルアップセミナー2015
「役に立つ知財セミナー」を開催しました。

コンシェルジュ・デスクのご案内カードを配付しています

当日は、本学産学連携推進機構知的財産部門准教授の角
谷浩先生を講師に迎え、「役に立つ知財セミナー」と題し
て講演を行い、知的財産権の基礎についてお話いただきま
した。
講演では、特許権の出願から取得までの流れ、商標権や
著作権についての説明のほか、例題を基に特許権の範囲や
商標の類似について学びました。
終了後のアンケートでは「特許権について理解が深まっ
た。」「特許権・商標権について、勉強になった。」等の
感想が寄せられ、大変有意義なセミナーとなりました。

特許権の範囲について説明を受ける参加者

定のイベント情報
予
催
開
後
今
「女性研究者介護支援セミナー
～どうする？私と介護～」
日時：平成27年9月15日（火）
13:30～15:05
場所：本道キャンパス
医学系研究棟３階 講義室３
対象：秋田大学教職員
女性研究者支援コンソーシアムあきた
参画機関の女性研究者
※男性の参加も歓迎します！
講師に、社団法人日本社会福祉士会 権
利擁護センター ぱあとなあ秋田運営副委
員長の伊藤幹子氏を迎え、「介護に備え
て」と題して講演していただきます。
また、講演後に「どうする？私と介護」
と題したワークショップを行い、研究（仕
事）と介護の両立、介護との係わり方につ
いて一緒に考えていきます。

「平成27年度
女性研究者支援コンソーシアムあきた
男女共同参画推進シンポジウム」
日時：平成27年10月29日（木）
13:30～16:30
場所：秋田ビューホテル４階 「飛翔」
対象：女性研究者支援コンソーシアムあきた
参画機関職員、各機関の男女共同参
画推進担当者
基調講演講師に、国立研究開発法人科学
技術振興機構より山村康子氏を迎え「女性
研究者支援事業の実績と今後の動向」と題
した講演を行います。
また、昨年度に引き続き「女性研究者支
援コンソーシアムあきた賞」授賞式のほ
か、「女性研究者支援からダイバーシティ
へ －多様な支援の在り方と共助－」と題
して、本コンソーシアム参画機関のトップ
３名によるパネルディスカッションを実施
します。

発行：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/

男女共同参画推進室では、専任のスタッフが仕事と育児・介
護等の両立に関するご相談をお受けし、情報提供等のサポート
を行っております。
また平成25年度末より、情報提供のほか、臨床心理士の資格
を有する専任カウンセラーへのこころの相談サービスも受けら
れるようになりました。業務面、生活面で感じるストレスや対
人関係の悩み等、一人で抱え込まずにお気軽にご相談くださ
い。
このたび、コンシェルジュ・デスク、臨床心理士への相談方
法についてのご案内を名刺サイズのカードにまとめ、みなさん
にお配りすることになりました。
ご案内カードは是非保管していただき、困ったことや悩みが
ありましたら、まずは男女共同参画推進室コンシェルジュ・デ
スクまでご相談ください。

平成27年度

ご存知ですか？
臨床心理士への相談サービス
心の悩み、不安、お気軽にご相談ください。専任の臨床心理士が
面談もしくは電話であなたのお話をお聞きします。
相談日：毎週木曜日 9：00～15：00
※他の曜日や時間帯をご希望の方はご相談ください
対

象：秋田大学全教職員、女性研究者支援コンソーシアム
あきた参画機関の女性研究者

問合せ・予約：秋田大学男女共同参画推進室
TEL：018-889-3183
E-mail：coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページからも受け付けております

秋田大学

男女共同参画推進室

coloconi
（コロコニ）

コンシェルジュ・デスクのご案内
ご相談方法
電話（FAX）から
０１８－８８９－３１８３
相談専用E-mail
coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページから
http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

お気軽にご相談ください

第１回コロコニトーキングを開催しました

平成27年７月17日（金）14時より本道キャンパス基礎医学研究棟 第一会議室において「平成
27年度 第１回コロコニトーキング～理想的な共働きのかたちを求めて～」を開催しました。
今回は、医学部附属病院 髙山賢路看護師長より共働きをテーマに話題提供をしていただき、男性
看護師としてどのように働くことが理想なのか、ご自身の仕事と育児に係る体験を踏まえたお話や学
内をはじめ市や国の育児支援に対するご意見などをお話いただきました。
アンケートでは、「男性看護師からの話題提供は違った視点が得られてよかった。」「意見交換の
時間がもう少しほしかった。」等の声が寄せられました。
次回「平成27年度 第２回コロコニトーキング」は、9月25日（金）16時より手形キャンパス
学生支援棟２階会議室を会場に開催予定です。詳細は決定次第、コロコニホームページ、au-cis等で
お知らせいたします。皆さま、ぜひご参加ください！

話題提供の様子

意見交換の様子

出張ミニセミナーを開催しました

第３回

開催日：平成27年6月25日（木） 会場：秋田県立大学
渡部育子秋田大学男女共同参画推進室長を講師に、
「ワーク・
ライフ・バランスを考える」と題して講演を行い、40 名を越

女性研究者支援コンソーシアムあきたでは、コンソーシアム参画機関の女性研究者に新たな学びの
機会を提供し、より働きやすい環境をつくる意識改革を所属する機関全体で醸成させることを目的

える多くの教職員及び大学院生が参加しました。

に、昨年度より出張形式でミニセミナーを開催しています。
セミナーの内容は開催機関の要望に合わせ、試験研究に関する勉強会、臨床心理士によるワーク

講演では、秋田大学の教職員を対象に実施された意識調査や
コロコニトーキング（座談会）の結果を基に変化してきたワー

ショップ、ワーク･ライフ・バランス推進に関する講演等を実施しています。

ク・ライフ・バランス推進のための取組及び制度を紹介し、自
らが選択するワーク・ライフ・バランスの重要性についてお話
いただきました。

現在までに開催した出張ミニセミナーのご紹介をします。

第１回

開催日：平成26年12月9日（火）

会場：秋田県農業試験場

講演会の様子
また、講師の専門が日本古代史であることから、古代に活躍
していた女性や男性の休暇の使い方についての紹介もあり、参
加者は興味深く聴き入っている様子でした。

秋田大学名誉教授 寺井謙次氏をアドバイザーに「農業分野
における試験研究の進め方～若手研究員を対象に～」と題し勉
強会を行いました。より多くのことを学べるように「農業分野
における試験研究課題の設定について」
「研究ノートの取り方、
残し方」
「試験研究論文作成のポイントは何か」のテーマが設
けられ、各部の研究員が話題提供をし、参加者でよりよい試験
研究の進め方について話し合いました。
終了後のアンケートでは「各部の研究員の話を聞くことがで
きたのが良かった。」「普段、なかなか聞けない話を聞くことが
でき、良い機会となった。」等の感想が寄せられました。

セミナーの様子

質疑応答の様子

第４回
第２回

開催日：平成27年3月19日（木） 会場：秋田県果樹試験場
男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク専任カウンセ
ラーで臨床心理士の小野貴子氏を講師に、「楽しく自分を見つ
めよう－ビジョン・マップに挑戦－」と題したワークショップ
を開催しました。
ワークショップでは古雑誌やパンフレット等から自分の気に
なった写真やイラスト、言葉等を切り抜き、画用紙に貼り付け

アンケートでは「現在の制度や制度の変化など分かり易く説
明していただき勉強になった。昔の人物
などの生き方から今どうしていくべきな
のか、比較して考えていくのがおもしろ
いと思った。」
「男女の働き方について考
えるきっかけになり大変参考になった。」
などの声が聞かれました。

開催日：平成27年7月15日（水）

会場：秋田工業高等専門学校

北都銀行人事部の西本一史氏を講師に、
「北都銀行におけるワーク・ライフ・バランス推進のご紹介」
と題して講演を行いました。
講演では、北都銀行のワーク・ライフ・バランス推進のための様々な取組についてご紹介いただくと
ともに、お互いのことをよく知り、有効なコミュニケーションをとることの大切さについて、例を挙げ
てお話しいただきました。
アンケートでは「内容も分かりやすく、大変参考になった。
」
「互いに思いやりを持ったコミュニケーショ
ンが大事であること、組織活性化にも役立つことを改めて認識させてもらった。
」等の声が寄せられました。

る「コラージュ」に取り組みました。
終了後のアンケートでは、「自身の見えない部分、他の参加
コラージュに取り組む参加者

者の普段は見えない部分が見え隠れして安心した気分になっ
た。」「単純に話を聞くだけより、作業をしながらリフレッシュ
できて良かった。
」等の感想が寄せられました。

講演会の様子

講師の西本氏

出張ミニセミナーを開催しました
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ありましたら、まずは男女共同参画推進室コンシェルジュ・デ
スクまでご相談ください。

平成27年度

ご存知ですか？
臨床心理士への相談サービス
心の悩み、不安、お気軽にご相談ください。専任の臨床心理士が
面談もしくは電話であなたのお話をお聞きします。
相談日：毎週木曜日 9：00～15：00
※他の曜日や時間帯をご希望の方はご相談ください
対

象：秋田大学全教職員、女性研究者支援コンソーシアム
あきた参画機関の女性研究者

問合せ・予約：秋田大学男女共同参画推進室
TEL：018-889-3183
E-mail：coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページからも受け付けております

秋田大学

男女共同参画推進室

coloconi
（コロコニ）

コンシェルジュ・デスクのご案内
ご相談方法
電話（FAX）から
０１８－８８９－３１８３
相談専用E-mail
coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページから
http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

お気軽にご相談ください

第１回コロコニトーキングを開催しました

平成27年７月17日（金）14時より本道キャンパス基礎医学研究棟 第一会議室において「平成
27年度 第１回コロコニトーキング～理想的な共働きのかたちを求めて～」を開催しました。
今回は、医学部附属病院 髙山賢路看護師長より共働きをテーマに話題提供をしていただき、男性
看護師としてどのように働くことが理想なのか、ご自身の仕事と育児に係る体験を踏まえたお話や学
内をはじめ市や国の育児支援に対するご意見などをお話いただきました。
アンケートでは、「男性看護師からの話題提供は違った視点が得られてよかった。」「意見交換の
時間がもう少しほしかった。」等の声が寄せられました。
次回「平成27年度 第２回コロコニトーキング」は、9月25日（金）16時より手形キャンパス
学生支援棟２階会議室を会場に開催予定です。詳細は決定次第、コロコニホームページ、au-cis等で
お知らせいたします。皆さま、ぜひご参加ください！

話題提供の様子

意見交換の様子

