
　昨年末、同僚の先生（編集委員）から「2人の小さなお子さんがいるか
ら、ちょうどいいね！」と軽くお願いされ、お引き受けいたしました。が、何を書い
ていいのやら…。というわけで、とりとめもない文章をお許しいただければと
思います。
　さて、本寄稿をお願いされ、自身のライフ・ワーク・バランスについて考えて
みました。果たして現状、ライフ（私生活）とワーク（仕事）のバランスが取れ
ているのか、いないのか？私生活のほうでは、2歳10か月と2カ月の姉妹の父
をしています。上の子を保育園に送るため、朝5時半に起床し身支度を整え
つつ、朝ご飯（パンとコーヒーは私の担当）の準備をします。ぐずる子を何と
かなだめつつご飯を食べさせ着替えさせ、7時過ぎには保育園に送り届け
ます。ここから仕事モードにスイッチの切り替えです。2013年8月に工学部生
命工学科（現生命工学コース）の准教授に着任してから、常時10名前後
の学生を抱える研究室を一人で運営しています。研究室は、主に痛みの慢
性化メカニズムと創薬に関する研究を行っており、新しい発見と新しいもの
（新薬）づくりを目指して、日々、頭と体を動かしています。学生一人一人に
与えた研究テーマについて研究指導をしつつ、自分でも手を動かし実験
し、論文を読んだり書いたりと、そこに（余計な）会議や講義が入ってくると
あっという間に一日は過ぎてしまいます。17時半過ぎには保育園に迎えに行
かなければなりませんから、仕事はここで一区切りがつけられるよう要領よく
こなさなければなりません。自分自身、あまり要領のいいほうではないので、
仕事を翌日までためてしまうこともしばしば。またここでスイッチの切り替えで
す。遊び足りない子どもの遊び相手をしつつ、ご飯を食べさせお風呂に入
れ、9時には寝かしつける。休む間もなくこの時間も慌しく過ぎてしまいます。
寝かしつけた後、論文を書いたり読んだりと仕事の続きをすることもあります
が、疲れ果ててほとんど子供と一緒に寝落ちするのが常です。このようにし
て私の一日のライフ＆ワークはあっという間に過ぎていきます。
　ライフにおいては妻と夫のバランスも重要と考えています。私の妻は小児
科医でありますから共働きです。当然、私以上に責任のある仕事を毎日こな

して帰ってくるわけです。私は料理のスキルは皆無に等しいですので、夕飯
の担当は妻です。仕事をしつつ夕飯のメニューも考え、作ります。本当に頭
が上がりません。女性のライフ・ワーク・バランスを保つために、ひいては、女
性の社会進出を後押しするためには、最大の努力をもって妻をサポートする
のが夫の務めと考えています。サポートという言葉は支援という意味ですか
ら、妻をサポートするだけという考え・行動はもう古く、もっと夫が主体となって
家事をするべきなのかもしれません。とこれだけ偉そうに書くと、じゃあどれだ
けやっているんだよと言われそうですが、大したことはやっておらず、食器洗
い・片付け、その他諸々の掃除等。妻のライフ・ワーク・バランスの向上にはま
だまだ不十分ですので、もっと努力が必要なのかなと感じております。
　こんな私のライフ・ワーク・バランスをうまく保ってくれているのが、趣味の野
球です。小3から始めた野球は、中学・高校・大学と続け、大学卒業しても草
野球チームに入り野球を楽しみました。現在は大学の教職員と学生で作っ
たチーム（“Pharmirths”で検索してみてください）で選手兼監督として、ま
た別のチームでも選手として野球を楽しんでいます。シーズンになると早朝4
時集合という試合も苦にならず、むしろ日々の子育て、仕事のバランスを保
つための必須要素となっていることは間違いありません。
　文章を書いてみると、意外と充実した生活を送れているのかなと思いまし
たが、自身と妻のバランス、子供の心の成長、などをいろいろ考えると、まだま
だ改善の余地はあります。なかなかライフにおいては目に見える成果を得るこ
とは難しいですが、ワークにおいて
もっともっと成果を上げられるように
なってこそ、本当にバランスのとれ
た生活を送れるようになったといえ
るでしょう。そのためには日々 の生活
を楽しみながら、いろいろ試行錯誤
と努力を重ね、ライフ・ワーク・バラン
スの向上を目指したいと思います。
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人文学部
人間発達科学部
経済学部
教養教育院
教養教育院
大学院理工学研究部（理学）
大学院理工学研究部（工学）
大学院理工学研究部（都市デザイン学）
大学院理工学研究部（都市デザイン学）
総務部
病院事務部病院総務課
男女共同参画推進室

阿部　美規
増田　美奈
石田　　眞
佐藤真基子
谷井　一郎
田　　努
戸田　英樹
髙栁百合子
川﨑　一雄
大森　浩之
杉本美由紀
佐藤　杏子

男女共同参画推進委員会　新委員

素敵な教職員の皆さんに、ONとOFFのスマートスタイルについてお聞きしていきます。

富山大学の学部別女性教員比率の推移

富山大学男女共同参画推進室News Letter編集メンバー

富山大学男女共同参画推進室

富山大学男女共同参画推進室

Office for promotion of Gender Equality , University of Toyama

T O P I C S

News Letter

発　行

〒930-8555 富山市五福3190
E-mail smart@ctg.u-toyama.ac.jp
TEL 076-445-6239

　右のグラフは、平成26年度から平成30年度までの富山大学の各学部におけ
る常勤の女性教員（教授、准教授、講師、助教、助手）の比率の推移を表したも
のです。学部ごとに比率のわずかな増減はあるものの、全体としては横ばいとい
うのが現状です（全学部の平均は、平成29年度までは18％、平成30年度は
17％）。いわゆる文系学部（人文学部、人間発達科学部、経済学部）で女性教
員比率が比較的高い一方で、理系学部（薬学部、理学部、工学部）では平均以
下の割合です。工学部と理学部では、女子学生の割合も富山大学の中で最も
低くなっています（それぞれ15%、27%）。将来の受験生となる女子生徒たちに向
けて、工学研究・理学研究の面白さをより一層発信していくことが改善の鍵となる
かもしれません。右のグラフにはありませんが、平成30年度に設置された都市デ
ザイン学部では、教員47名のうち女性は1名で、その比率は2％となっています。

　ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業の折り返しを迎えた本年は、紙面
が足りないほどの非常に多くの事業・企画が催され、男女共同参画推進室の活動を
広く認知いただく機会を与えていただいた。一方、本誌は、これまで年2回のペース
で発行していたものの、本年度は1回に留まり、皆様への事業報告機会の減少が残
念である。今後、より多くの機会で報告できるよう、本誌編集委員一同取り組みたい。
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■ 平成30年度ダイバーシティ研究環境実現
  イニシアティブ事業報告
■ スポットライト　■ お知らせ
■ リレーでつなぐワーク・ライフ・バランス
■ 数字で見る富山大学のいろいろ

　平成30年3月23日に文部科学省平成27年度科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環

境実現イニシアティブ（特色型）」の中間評価結果が発表されました。

　本学の評価結果は、総合評価Ａ（所期の計画と同等の取組が行われている）です。目標達成度はbながらも、取組

はs、取組の成果、実施体制、今後の進め方はそれぞれaとの評価を得ました。評価コメントを真摯に受け止め、提案書

に記載の目標達成に向け平成32年度までの2年間、事業に取り組んでまいります。

今後ともご支援ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
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工学部　准教授  髙﨑 一朗
　金沢市生まれ。2003年富山医科薬科大学大
学院薬学研究科修了、博士号（薬学）取得。そ
の後1年間、科学技術振興機構研究員として東
京医科歯科大学にて研究に従事。2004年12月
より、富山医科薬科大学生命科学実験センター
助手、2013年8月より富山大学工学部生命工学
科准教授。専門は、神経薬理学、疼痛学。
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ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）
中間評価結果について
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※詳細はこちらをご覧ください。
　国立研究開発法人科学技術振興機構ホームページ https://www.jst.go.jp/shincho/hyouka/josei_shien.html
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表彰式

受賞記念講演

理系女子大学院生チーム
「スマート・ポリネーター」創設
　富山大学は、男女共同参画推進事業の一環として
理系女子を増やす活動を担う理系女子大学院生チー
ム「スマート・ポリネーター」プログラムを創設しました。学

内公募、選考および審査を経て、初年度となる平成30年度は、理工学教育部・
生命融合科学教育部・医学薬学教育部からの４名の任命を決定し、平成30
年6月13日富山大学五福キャンパスにて任命式を行いました。
　任命式では鈴木基史理事・副学長（男女共同参画担当）より受命者へ任命
書が手渡された後、男女共同参画推進室室長の市田蕗子学長補佐が「身近なロールモデルとして次世代育成の
ために活躍してほしい」と受命者を激励しました。
　理工系学部へ進学する女子学生が少ないことへの対策として、次世代を担う女子中高生に対する理系進路選
択を促す取り組みが急務となっていることを受けた試みは、北陸初です。
　受命者は、主に女子中高生向けに理系の研究やライフスタイルの紹介を通して理系の裾野拡大を図る啓発活動
を企画し、平成30年4月に富山駅前に誕生した大学コンソーシアム富山「駅前キャンパス」等で中高生向けのイベン
トを各種開催し、女子中高生らに向けて科学の魅力・研究の面白さを伝える次世代育成型啓発活動を行いました。

■ 日　時：平成30年8月4日（土）12：00～13：30
■ 会　場：五福キャンパス
　　　　  学生会館2階多目的利用室３～５
■ 対　象：女子中高生・保護者・教職員・一般
■ 参加者：22名

夏のリコチャレ2018「科学の実りを届けます～スマート・ポリネーターが誘う科学の世界～」を開催
　女子中高生が進路や将来を考える一助として、また次世代を担う理系の女性研究者
の裾野拡大を目的として、富山大学理系女子大学院生チーム「スマート・ポリネーター」
がオーガナイズする夏のリコチャレイベント「科学の実りを届けます～スマート・ポリネー
ターが誘う科学の世界～」を開催しました。
　当日は県内外から女子高校生を中心に小学生・大学生・保護者・教職員を含む多くの
方にお越しいただきました。
　会場では、スマート・ポリネーター4名による理系の研究・ライフスタイルの紹介、ポスター
展示、オリジナル「リケジョロールモデル集」の配布や個別進路相談会を行いました。
　スマート・ポリネーターによる理系紹介ポスターの展示をじっくりと読んだり、将来のこと、
受験のこと、研究のことを熱心に質問したりと、多くの方に楽しみながら理系への理解を深
めていただくことができ、スマート・ポリネーターらにとっても有意義なイベントとなりました。
　来場してくださった皆様から「理系に進学してみたいけどわからないことばかりで不安
だった。でも話を聞いて不安が少し解消された。」「もっと話を聞いてみたいと思った。」
「丁寧に質問に答えてもらえたので、来て本当に良かった。」などのコメントが寄せられま
した。

任命式にて

髙栁百合子
先生

水野真理子
先生

スマート・ポリネーター受命者

附属病院　産科婦人科
大学院医員
津田 さやか さん

【受賞記念講演タイトル】
「2-ジアゾ-3-ケトエステルの化学・
 立体選択的二価ロジウム触媒
 オキソニウムイリド形成－[2,3]-
 シグマトロピー転移反応を基軸とする(＋)
 -tanikolideおよびその誘導体の全合成」

　この度は、未知に挑む女性研究者賞にお選び頂き有難く思っております。私は、
母親にとって半分は他人であるはずの胎児が拒絶されずに妊娠が維持される仕
組みを、制御性Ｔ細胞（免疫応答を抑制する細胞）に着目して研究して参りました。
妊娠維持のメカニズムには未解明な部分が多く、まさに未知の領域といえます。
　今回はその一端が明らかとなり、反復流産や妊娠高血圧腎症といった妊娠合
併症の新たな治療・予防につながると考えています。
　ご指導いただいた産科婦人科学教室の齋藤先生、免疫学教室の岸先生をは
じめ、多くの皆様にご指導・ご協力を賜り誠にありがとうございました。今後もさらなる
研究の発展のため励んで参ります。

富山大学学長賞

第2回「未知に挑む女性研究者賞」表彰式
及び 受賞記念講演
　富山大学における女性研究者の優れた研究と高い将来性を称えるた

めに平成29年度より創設した「未知に挑む女性研究者賞」の表彰式を

開催しました。本賞は、人文・社会科学ならびに自然科学の各分野におい

て優れた研究成果を挙げ、将来的に国内外で当該研究分野をけん引し

ていく高いリーダーシップが期待される女性研究者を顕彰することにより、

女性研究者の学術研究の将来に資する人材育成等を目指すものです。

　第2回となる本年度は、厳正な審査のうえ、女性研究者部門に藤坂志

帆先生、女子学生部門には津田さやかさんと陣内比加利さんが選ばれ

ました。遠藤俊郎学長から表彰状と副賞、また記念品として地元富山の

工芸品であるガラス製の表彰盾が授与され、続いて受賞記念講演を行

いました。受賞者の今後の益々の活躍が期待されます。

女子
学生
部門

附属病院 第一内科 助教
藤坂 志帆 先生

【受賞記念講演タイトル】
「肥満による脂肪組織の慢性
 炎症とインスリン抵抗性の
 発症機序に関する研究」

　この度は富山大学学長賞を賜り大変光栄に存じます。遠藤俊郎学長なら
びに関係者の皆様、これまでご指導いただいた本学第一内科の戸邉一之教
授に心から感謝申し上げます。
　私はこれまでメタボリック症候群の基盤病態であるインスリン抵抗性につい
て、脂肪組織のマクロファージと慢性炎症に着目した研究を、また最近では腸
内細菌叢が慢性炎症や代謝に与えるインパクトについての研究に取り組んで
参りました。この受賞が私にとって大きな励みとなりました。今後も肥満と代謝
疾患の病態理解と治療に役立てるよう、頑張っていきたいと思います。この度
は誠にありがとうございました。

女性
研究者
部門

医学薬学教育部（薬学）
博士後期課程３年
陣内 比加利 さん

【受賞記念講演タイトル】
「制御性Ｔ細胞のＴ細胞受容体
 レパートリーの変化と妊娠
 予後の関係」

　この度は栄誉ある賞を賜り、大変嬉しく思います。遠藤学長、大学関係者様
ならびに平素より多大なる御指導を頂いている分子合成化学研究室の先生
方に御礼申し上げます。私は新規医薬品の合成の「種」となる分子の合成
や、合成に有用な反応の開発を行っています。有機合成は種類を問わず大
半の医薬品創製に必須であり、近年では低分子のみならず抗体や核酸医薬
品の創製にも生かされています。「私がこの1分子、1反応を見出すことにより
世界中の人々の健康に、未来にわたって貢献できる可能性がある」と信じ、一
層の研究に邁進して参ります。

女子
学生
部門

ガラスの表彰楯
富山ガラス工房　小寺暁洋 作

■ 日　時：平成30年10月24日（水）15：00～16：30
■ 会　場：五福キャンパス理学部多目的ホール
■ 対　象：大学生・大学院生・教職員・一般　　■ 参加者：約30名

富大☆ハッピー・キャリア・
ミーティングを開催

　富山大学理系女子大学院生チーム「スマート・ポリネーター」がオーガナイズする部局横断ミーティング「富大
☆ハッピー・キャリア・ミーティング　教えて先輩！女性研究者のオシゴト」を開催しました。参加した学生たちが将
来、富山大学での研究の道へ進み、研究の裾野を拡大することを目的として、本学ＯＧと女性研究者の講演に
続き、講演者らを招いた座談会を行いました。
　薬学部ＯＧでリードケミカル（株）の水越美帆さんの講演では、「企業の研究職に就いて感じたこと」と題して現
在の研究内容とともに、大学と企業での研究の違いやワーク・ライフ・バランスについてお話いただきました。
　大学院ＯＧで教養教育院の水野真理子先生の講演では、「必ず道は開ける－与えられた環境を生かして－」
と題して研究の継続に対する周囲の理解を得ることに苦労した経験や、研究者として歩んで来られたこれまでの
道のりを熱く語っていただきました。
　大学院理工学研究部（都市デザイン学）の髙栁百合子先生の講演では、「やらなかった後悔よりも、やりすぎ
た後悔をしよう」と題して行政サイドから都市整備に携わってこられた経験に加え、今後大学で目指す研究への
展望をお話いただきました。
　学部生・教職員を中心に約30名が参加し、質疑応答・座談会では講師の先生方にたくさんの質問に答えてい
ただき、女性研究者のロールモデルとして大変興味深いものとなりました。
　参加者からは「女性に限らず男性にも聴いて欲しい素晴らしい内容だった。」「どの先生も熱意を持って研究
されていた。」「登壇された方々の力強いメッセージに感動した。」「自らの考えで人生を切り拓いてこられたストー
リーを聞いて、学生さんたちが同様に未来を作っていくことに大きな期待が持てた。」「学長自らが参加され、プロ
ジェクトの応援をされているご様子も頼もしかった。」などの感想がありました。
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14のサマーわくわく教室

夏季学童保育及びサマーわくわく教室を開催
■ 開催日：五福キャンパス 平成30年7月30日（月）～8月  3日（金）5日間
　　　　　杉谷キャンパス 平成30年8月  6日（月）～8月10日（金）5日間
■ 会　場：五福キャンパス 学童保育：黒田講堂会議室、
　　　　　サマーわくわく教室：災害対策プラザ
　　　　　杉谷キャンパス 学童保育：災害対策プラザ、
　　　　　サマーわくわく教室：多目的ルーム
　　　　　　　　　　　　　　（未来の薬剤師大集合（プチ）：薬学部研究棟Ⅱ）
■ 対　象：本学の教職員の子（小学生）

①科学マジック体験イベント
戸田　英樹 先生（工学部）

②植物の秘密
岩坪　美兼 先生（理学部）

③手作りおもちゃで遊ぼう　
清水　保夫 先生（県児童クラブ）

④ロボット製作教室で
　　　　ものづくり力を高めよう
戸田　英樹 先生（工学部）

⑤サメの歯のヒミツ
柏木　健司 先生（理学部）

⑥誰も持たない魔法陣
東川　和夫 先生（富大名誉教授）

⑦こども防災教室
ナカイ消防士、シモジマ消防士　
（富山消防署）

⑧プログラミングでロボットを走らせよう
吉谷　奈艶子 先生　
（(株)ソレイユ代表取締役）

⑨サマーサイエンススクール
片岡　弘 先生／成行　泰裕 先生　
（人間発達科学部）

⑩わくわく工作教室
小児科訪問サークル 青い鳥

⑬こども防災教室
スズキ消防士（呉羽消防署）

⑭発見！ 動物のひみつ
村井　仁志 先生（ファミリーパーク）

⑪ともだちをたすけよう！
　(けが対応と心肺蘇生法)
種市　尋宙 先生（小児科学）

⑫未来の薬剤師大集合‼！（プチ）
藤　秀人 先生（薬学部）

　平成30年度で10回目の開催となった夏季学童保育は、今年から有料化となりました
が、46世帯53人、のべ203人の児童が参加しました。
　また、本学教員が実施してくださったサマーわくわく教室は何れも参加率が100％で、

「いつも通っている学童保育にはない、専門家の先生方による教室がとても楽しかっ
た」、「子供の関心に沿いかつ実践的なことを教えてくれる教室」、「子供の満足度が高
く、来年も開催してほしい」、「様々な体験ができてとても有意義であった」、「もっと行きた
かったとはなしておりました」といった感想を数多くいただきました。

■ 日　時：平成30年8月24日（金）14：00～16：00
■ 会　場：CiCビル5階　大学コンソーシアム富山「駅前キャンパス」研修室1
■ 対　象：中学生・高校生・学生・保護者・教職員・一般　　■ 参加者：34名

国際シンポジウムPetite Science in CiC（プチ・サイエンス・イン・シック）

～国際的女性科学者の活躍～を開催

　各分野における理系の裾野拡大、ならびに国内外で国際的に活躍できる人材育成をめざし、主に中高
生・学生を対象に科学・研究の面白さを伝え、次世代育成のための啓蒙活動を行うとともに、国際的視野に
立ったサイエンスの魅力を伝えることを目的に、「プチ・サイエンス・イン・シック」を開催しました。中高生・学生を
中心に多くの方に参加いただきました。開演前には、富山大学理系女子大学院生チーム「スマート・ポリネー
ター」による理系の研究やライフスタイルの紹介、富山大学の女性研究者のパネル展示が行われました。
　講演者としてスイス・バーゼル大学より森　真弓博士、Paola Occhetta博士をお招きし、国際的に活躍
されている女性科学者から科学の魅力について講演いただきました。講演後、お二人による質疑応答・ディ
スカッションも行われました。
　富山大学大学院医学薬学研究部（薬学）の田渕明子准教授が講演者の紹介とスマート・ポリネーター
の活動の目的や内容を紹介され、参加者の期待を大いに高めました。続いて、富山大学の遠藤俊郎学長
より挨拶があり、富山の若者に夢と希望あふれるメッセージを届けに来てくださったお二人に対する歓迎と
感謝を英語で伝えられました。
　森真弓博士の講演では、「科学者になるには？」というテーマに基づき、物事を多角的に見る姿勢の大切
さを参加者にわかりやすくお話いただきました。最後にTechnology・Education・Developmentという研究
に重要な3つの事柄の頭文字から、さらに平易にTry・Enjoy・Don’t Lieが大切だとのメッセージをいただき
ました。
　Paola Occhetta博士の講演では、自分の生まれ育ったところにいるだけでは自分自身が成長できないと
強く感じたことから国際的な活躍へとつながった経緯や、自身の歩んで来られた道の紹介をもとに、若い世
代に向けた力強いメッセージをいただきました。
　質疑応答・ディスカッションでは、参加者より多くの質問があり、2人の講演者に1つ1つに丁寧にお答えい
ただきました。
　●なぜ、海外（国外）へ行こうと思ったのか？
　●どうやって多様な国々からやって来た研究者と円滑にコミュニケーションをとっているのか？
　●（科学者として自分に嘘をつかないことが大切だとおっしゃいましたが）嘘をつきたくなったことはありますか？あるとすればどんなときですか？
　●様々な視点から物事を見るようにするにはどのようなことを心がければよいですか？　●これまでで印象に残っている研究・研究者は？
などのほか、研究に関すること・趣味に関することまで質問が相次ぎました。
　講演者のお二人に対して、富山大学大学院理工学研究部（都市デザイン学）の髙栁百合子先生が「素晴らしい講演を聞くことが出来て感
動し、興奮が収まりません。皆さんとこの時間を共有できたことが本当に嬉しい」と謝辞と感想を述べられました。
　閉会後も参加者から講演者への質問が相次ぎました。

■ 日　時：平成30年11月14日（水）9：00～17：30
■ 会　場：五福キャンパス理学部B121

「Meeting of crystal basis
and quantum algebras
and superalgebras」を開催

　理学部数学科の山根宏之教授の企画・運営により、
研究集会「Meeting of crystal basis and quantum 
algebras and superalgebras」を開催しました。スピー
カーに国内外で活躍する女性研究者をお招きし、当該
分野の研究者・学生らが参加し活発なディスカッション
が行われました。
　この他にも理学部では、理学部と男女共同参画推
進室が共同で採択された学長裁量経費を活かし、海
外から女性研究者を招へいし国際シンポジウムを開催
しました。

■ 講　師：小野 義正 氏
　　　　（理化学研究所 創発物性科学研究センター
　　　　　客員主管研究員）
■ 日　時：平成30年  8月  9日（木）10：30～16：30【基礎編】
　　　　  平成30年12月27日（木）10：30～16：30【応用編】
■ 会　場：五福キャンパス 共通教育棟1階 D11教室
■ 対　象：教員、大学院生
■ 参加者：【基礎編】88名 【応用編】83名

「英語論文の書き方セミナー」を開催

　「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色
型）」国際型女性研究者育成プログラムの一環として、
研究推進機構、附属図書館及び国際機構とともに「英
語論文の書き方セミナー」の基礎編及び応用編を開催
しました。
　英語論文作成の技術向上を目的として、基礎的な段
階から実践的応用編まで幅広い内容をご教授いただ
き、有意義なセミナーとなりました。

森　真弓 先生 Paola Occhetta 先生
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　平成30年度ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム－現状と挑戦－PARTⅠ

「女性研究者を増やそう！」を開催しました。

　第1部では、富山大学学長賞第2回「未知に挑む女性研究者賞」の表彰式、女

性研究者のパネル贈呈式及びスピーチ、スマート・ポリネーターの活動報告及びス

マート・ポリネーター指導教員への感謝状贈呈式が行われました。

　第2部では、理学部、都市デザイン学部、和漢医薬学総合研究所、医学部及び

工学部の5部局における男女共同参画の現状と挑戦について、パネルディスカッ

ションを行いました。前半は、パネリストとして上記5部局の部局長等と女性研究者

がペアとなり、各部局の取組についてそれぞれの立場から報告を行いました。後半

は、報告に基づき、「富山大学における職階の逆ピラミッド構造の改善と若手研究

者の増員に向けて」及び「女性研究者優先枠などのポジティブアクションの可能性」について、10名のパネリストに

より総合討論を行いました。パネリストからは、「ライフイベントで休業する勇気」、「女性限定公募など制度の改革」

及び「意識を変えて一歩踏み出す勇気が必要である」等の意見が出されました。

　第2部終了後、市田蕗子学長補佐・男女共同参画推進室長から、今回のシンポジウムを各部局だけではなく、大

学全体としての男女共同参画の推進に繋げるきっかけとしたい旨の挨拶があり、閉会しました。

プ ロ グ ラ ム

開会挨拶：遠藤 俊郎（学長）

－現状と挑戦－ PART Ⅰ  「女性研究者を増やそう！」
平成30年度 ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム

■ 日 時：平成30年11月28日（水）16：00～18：15　■ 会 場：五福キャンパス 黒田講堂ホール
■ 対 象：本学教職員、学生、一般　■ 参加者：84名

第1部  表彰式・贈呈式・報告会

座長：鈴木　基史（理事）、呉人　惠（男女共同参画推進室副室長）
　①理　　 学　　 部　倉光　英樹（副学部長）、小林かおり（教　授）
　②都市デザイン学部　渡邊　　了（学 部 長）、髙栁百合子（准教授）
　③和漢医薬学総合研究所　松本　欣三（研究所長）、東田　千尋（教　授）
　④医　　 学　　 部　齋藤　　滋（附属病院長）、米田　徳子（助　教）
　⑤工　　 学　　 部　會澤　宣一（学 部 長）、森脇　真希（助　手）

閉会挨拶：市田 蕗子（学長補佐）
総合司会：川﨑 一雄（男女共同参画推進委員会委員）

富山大学学長賞第2回「未知に挑む女性研究者賞」表彰式
　座長：二階堂 敏雄（理事）
　　受賞記念講演：藤坂　志帆（附属病院 助教）
　　受賞記念講演：津田さやか（附属病院 医員）
　　受賞記念講演：陣内比加利
　　　　　　　　 （医学薬学教育部（薬学）博士後期課程3年）
　女性研究者のパネル贈呈式・スピーチ
　富山大学理系女子大学院生チーム「スマート・ポリネーター」活動報告
　スマート・ポリネーター指導教員への感謝状贈呈式

第2部  パネルディスカッション
　　　 「男女共同参画－各部局の現状と挑戦－」 スマート・ポリネーターの活動報告

スマート・ポリネーター指導教員への感謝状贈呈式

女性研究者のパネル贈呈式
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　平成30年度ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム－現状と挑戦－PARTⅡ「女

性研究者を増やそう！」を開催しました。

　第1部では、6名の女性研究者による海外短期留学の報告があり、続く総合討論で

は「本事業の良い点」、「改善点・課題」及び「短期留学支援の将来像」について討

論を行いました。討論では、基本的な研究ネットワークができ、研究に集中できた反面、

留学中も本来の業務を継続する必要があり、物理的・精神的に負担感が大きかった

との意見がありました。また、この点に関しては、学部全体での啓発が必要であるが、

海外短期留学は若い研究者のモデルケースとして活用していきたいとの意見があり

ました。短い留学期間でも成果を上げることができる海外短期留学についての報告と

総合討論は、今後留学を考えている研究者の指針となるものです。

　第2部前半では、人文学部、人間発達科学部、経済学部、薬学部及び芸術文化学部の5部局における男女共同

参画の現状と挑戦について、各部局長と研究者が男女ペアとなり、それぞれの立場から部局の取組みについてパネ

ルディスカッションを行いました。後半は、PARTⅠと同様に「富山大学における職階の逆ピラミッド構造の改善と若手

研究者の増員に向けて」及び「女性研究者優先枠などのポジティブアクションの可能性」について、10名のパネリスト

による総合討論を行いました。パネリストからは「女性研究者比率を達成している部局においても環境整備がなされて

いない」、「女性研究者の人数が少ない要因は大学だけでなく社会環境にも原因がある」等の意見が出されました。

　第2部終了後、市田蕗子学長補佐・男女共同参画推進室長から、今回のシンポジウムを各部局だけでなく、大学全

体としての男女共同参画の推進に繋げるきっかけとしたい旨及び女性教員比率の向上に向けて、男女共同参画に

かかわる提言を作成する旨の挨拶があり、閉会しました。

プ ロ グ ラ ム

開会挨拶：遠藤 俊郎（学長）

－現状と挑戦－ PART Ⅱ  「女性研究者を増やそう！」
平成30年度 ダイバーシティ研究環境実現シンポジウム

■ 日 時：平成31年2月6日（水）16：00～18：00　■ 対 象：本学教職員、学生、一般　■ 参加者：41名
■ 会 場：五福キャンパス 共通教育棟D11講義室・杉谷キャンパス看護学科研究棟11講義室・高岡キャンパスB棟116講義室

第1部  海外短期留学報告

座長：鈴木　基史（理事）、東田　千尋（男女共同参画推進室副室長）
　①人 文 学 部　磯部　祐子（学部長）、坪見　博之（准教授）
　②人間発達科学部　大川　信行（学部長）、藤本　孝子（准教授）
　③経 済 学 部　福井　　修（学部長）、柳原佐智子（教　授）
　④薬　学　部　酒井　秀紀（学部長）、田渕　明子（准教授）
　⑤芸術文化学部　武山　良三（学部長）、松田　　愛（講　師）

閉会挨拶：市田 蕗子（学長補佐）
総合司会：阿部 美規（男女共同参画推進委員会委員）

報告　座長：近藤　隆（学長補佐）
　　　秋葉　悦子（経済学部　教授）、小木曽左枝子（国際機構　准教授）
　　　佐藤真基子（教養教育院　教授）、雨宮　洋美（経済学部　准教授）
　　　澤　　聡美（人間発達科学部　講師）、藤原久美子（附属病院　助教）
総合討論　座長：秋月　有紀、佐藤真基子

第2部  パネルディスカッション
　　　 「男女共同参画－各部局の現状と挑戦－」

遠藤俊郎学長　挨拶

海外短期留学報告　総合討論
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■ 日　時：平成30年8月24日（金）18：00～19：00
■ 会　場：杉谷キャンパス 日医工オーディトリウム　　■ 参加者：33名

　「Smart Café in 杉谷」は、スイス・バーゼル大学より森 真弓博士をお招きし、「免疫
学とは何か？私たちはどこを目指しているのか？」と題してご講演いただきました。
　また、日医工オーディトリウムのロビーにおいて、富山大学女性研究者のパネル展示会
を同時に開催しました。

Smart Café in 杉谷
～（同時開催）女性研究者のパネル展示会～

■ 日　時：平成30年5月31日（木）18：00～19：30
■ 会　場：杉谷キャンパス 附属病院２階 臨床講義室Ⅰ
■ 対　象：学生（学部生・大学院生）、医師（研修医含む）、大学関係者
■ 参加者：75名

　「Smart café in 医学部」は、富山県医師会、日本医師会、とやま総合診療イノベーションセンターと共
催し、女性医師のキャリア形成・継続の支援を目的として、心臓血管外科で活躍する女性医師お二人から
お話を伺いました。初めにJA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院の名倉里織先生と本学外
科学（第一）講座の吉村直樹先生に、女性心臓血管外科医のキャリア形成についてペアトーク形式でお
話いただきました。続いて、加古川中央市民病院心臓血管外科部長の圓尾文子先生に「ママさん心臓血
管外科医の「覚悟とご都合主義」の結果」と題してご講演いただきました。

Smart Café in 医学部
　　　　　　　～キャリアアップ座談会～

■ 日　時：平成30年11月29日（木）18：00～19：00
■ 会　場：杉谷キャンパス 附属病院２階 臨床講義室Ⅰ
■ 対　象：学生（学部生・大学院生）、医師（研修医含む）、大学関係者
■ 参加者：75名

　「Smart café in 医学部」は、富山県医師会、日本医師会、とやま総合診療イノベーションセンターと共催し、女
性医師のキャリア形成・継続の支援を目的として、消化器・乳腺外科で活躍する女性医師お二人からお話を伺いま
した。初めに南砺市民病院で初期研修中の星野由維先生と本学外科学（第二）講座の藤井勉先生に、「私でも
外科医になれますか？」についてペアトーク形式でお話いただきました。続いて、奈良県立医科大学消化器・総合外
科学で乳腺担当の横谷倫世先生に「外科医でありたい～診療所、地域の病院を経て大学へ～」と題してご講演
いただきました。

Smart Café in 医学部
～キャリアアップ座談会～

■ 日　時：平成30年7月18日（水）13：00～14：30
■ 会　場：電気系実験研究棟3階 システム制御工学 第6研究室
■ 対　象：工学部電気電子システム工学科／電気電子工学コース
　　　　　および大学院電気電子システム工学専攻の女子学生

　「Smart Café in 工学部～電電女子座談会」を開催しました。女子学生の非常に少ない電気電子シス
テム工学科（電電）の女子学生らが集まり、ケーキを食べながら、様々な話題について語り合いました。

を主なテーマとして、大学での生活のこと、講義・実験・試験のこと、就職のこと、将来のことなどを、アットホー
ムな雰囲気で語り合い、女子学生同士が交流を深めました。電電女子ならではの悩みや不安を解消するだ
けでなく、お互いの将来についての夢や希望も語り合う有意義な会となりました。

Smart Café in 工学部
～電電女子座談会～

Smart Café
Smart Caféは、第一線で活躍する富山大学の各部局の
女性研究者から、研究者を志すきっかけや仕事と家庭の両立、
海外留学、ライフスタイルなどのお話を伺っています。

　第1回「Petit Smart Café（プチ・スマート・カ
フェ）」を6月20日12時より、五福キャンパス
AZAMIで開催しました。
　第１回は総務部企画評価課の坂本晶奈さん
をお迎えし、独立行政法人大学改革支援・学位

授与機構に出向されていたときのことについて、出向までの経
緯や出向中の仕事内容、ワークライフバランスの取り方やストレ
ス発散法まで、様々な話題について語っていただきました。
　参加者からは東京での生活や週末の過ごし方などについ
ても質問が相次ぎました。

　第3回「Petit Smart Café（プチ・スマート・カフェ）」
を9月26日、五福キャンパスAZAMIで開催しました。
非常勤職員から常勤職員に採用となった、多賀 史美
さん、竹岡 美樹さん、野上 将司さんの３名をお迎え
し、お話いただきました。3名の方々のお話を聞こうと、

常勤・非常勤を問わず多くの職員が集まりました。
 職員採用試験の内容や勉強方法、仕事と生活の中でどのように勉
強時間を捻出したか、多様な業務を求められる大学で仕事をする際
の考え方まで、多くの質問が挙がりました。

　第4回「Petit Smart Café（プチ・スマート・カ
フェ）」を12月12日12時より、五福キャンパス
AZAMIで開催しました。
　コーチングの講師・吉谷奈艶子先生をお迎え

し、お話をいただきました。先生のお話を聞こうと、多くの職員が集
まりました。
　ご自身の子育てでの悩み・失敗・気づきをきっかけにコーチング
を学び、子供が子供らしく自らを律することができるようにする「自
律支援」を軸に、数多くの活動から得た様々なエピソードをヒント
に、参加者の子育ての悩みに丁寧にアドバイスをいただきました。
　主に小学生・幼児を持つ職員の子育ての悩みは、多くの親に
共通しており、参加者にとって得るものの多い有意義な時間とな
りました。参加者からは、子育てにまつわる多くの質問が挙がり、
盛会となりました。

　第2回「Petit Smart Café（プチ・スマート・カ
フェ）」を8月29日12時より、五福キャンパス
AZAMIで開催しました。
　第2回は総務部人事・給与システム改革担当
の穴田さおりさんをお迎えし、「機関によってこん

なに違う！私が感じたこと☆」をテーマにお話いただきました。学
生時代から富山大学での勤務を希望され、地元富山での勤
務に至るまでの経緯や、文部科学省や文化庁、内閣府で勤務
された経験など様々な話題について語っていただきました。
　参加者からは機関の違いをどう乗り越えたか、仕事のやり
方・考え方などについても質問が相次ぎました。

Smart Café
Petit Smart Caféは、男女問わず学生・教職員にとって
居心地の良い大学づくりを目指し、男女共同参画や
ワーク・ライフ・バランスに関して、それぞれの立場で
日ごろ感じていることを自由に話し合う機会を提供するものです。

●どうして電電を選びましたか？
●女子学生が少ないことが気になりませんでしたか？
●入学して良かったことは何ですか？
●入学してみて電電の印象が変わりましたか？
●どうすれば女子学生が増えると思いますか？

●女性ならではの強みと感じることは何ですか？
●電電の男子学生のいいところは何ですか？
●課外活動はどのようなことをしていますか？
●どんな就職先を希望しますか？
●そのほか電電について。

Petit

in AZAMI

第3回

in AZAMI

第4回

in AZAMI

第1回

in AZAMI

第2回
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富山大学介護相談体制
■ 対　　象：本学に在籍する教職員・学生
■ 相談方法：男女共同参画推進室への事前申し込みにより受付を
　　　　　  行い、神明・五福地域包括支援センターが相談を受ける。
　　　　　　①本学を会場とする出張相談（介護セミナー等と同日開催）
　　　　　　②神明・五福地域包括支援センターでの相談
■ 相談時間：9：00～17：00　　■ 相談料：無料

介護相談実施中
　男女共同参画推進室では、富山市にある地域
包括支援センターの協力のもと、随時介護相談を
受け付けています。相談方法は右記のとおりです。
本学教職員・学生は、介護を受けるご家族がどこ
にお住まいでも相談できます。必要に応じて、介護
を受けるご家族がお住まいの地域包括支援セン
ターにお繋ぎすることができます。遠距離介護や、
どのタイミングで介護認定を受ければよいのかな
ど、介護にまつわる様々な悩みに経験豊富なケア
マネージャーが対応します。どうぞお気軽にご相談
ください。

お 知 ら せ

介護相談希望者（本学教員・職員・学生）

男女共同参画推進室

①相談申込
　（様式1）

②依頼・日程
　調整

④相談日時
　通知

③相談日時
　決定

⑥報告書提出
　（様式2）

⑦報告書提出
　（様式3）

⑤相談

神明・五福地域包括支援センター

平成30年度学内公募・採択結果について

■ 講　師：谷口あきつ 氏
　　　　（司法書士・富山県司法書士会所属）
■ 日　時：平成31年2月28日（木）15：30～16：30
■ 会　場：五福キャンパス 黒田講堂 会議室
■ 対　象：本学教職員、学生

　国際的視野に富む女性研究者の育成や、子育て・介護などの
ライフイベント中の研究者の支援を目的として、学内公募を行いま
した。

文部科学省平成30年度「男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業」
「学び直しを通じたオーダーメイド型キャリア形成支援」プログラムを実施

　富山大学は、文部科学省平成30年度「男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業」に採択され、地域とのネット

ワークの中で「学び直しを通じたオーダーメイド型キャリア形成支援」プログラムを実施いたしました。

　開催した全8回の女性のための支援講座は延べ200人の方に受講いただきました。また、託児支援を無料で行い全講座を通じて

約60人のお子さんにご利用いただきました。

　前半4回の講座は、本学の地域連携推進機構生涯学習部門とともに、再就職支援講座「新聞の読み方講座」として本学経済学

部の教員に講師をお願いいたしました。難しい内容をとてもわかりやすくご講義くださり、インターネット上で新聞記事を読むのではなく

「新聞紙」で経済記事を読むことで、自分の知識や教養を深め貴重な情報源として活用することの大切さがよくわかる大変興味深

い講座となりました。後半4回の講座は、キャリアアップ支援講座としてコーチングの講師をお招きし、自己理解、コミュニケーションコー

チングにより、自分自身の適性や能力を把握し、キャリアアップへ向けたサポートを提供していただきました。　

　50名の方から回答いただいた講座終了後のアンケートでは、11名の方が就職が決まった等の就労状況の変化があり、支援講座

の効果の実証の確認ができました。

　平成31年度は、富山県から新年度施策として就職窓口の一本化が発表されましたので魅力的なコラボレーションができると期待

しています。

女性医師支援室 米田 徳子 室長

スポット
ライト

　2018年11月1日付で、市田蕗子先生の後任として富山大学附属
病院女性医師支援室長を拝命した米田徳子（よねだのりこ）です。
産婦人科医で、周産期（母体・胎児）専門医の資格を生かし、主に
附属病院の周産期（産科）診療と臨床研究、教育に携わっていま

す。夫も附属病院で勤務する産婦人科医で、小学校4年生の長女と1年生の長男の育児を
しながら、仕事を続けています。
　市田先生をはじめ諸先輩方のご尽力により、2007年に附属病院保育所（スマイルキッズ）
が、2010年には待望の病児・病後児保育室（たんぽぽルーム）が開設されました。私自身もそ
の恩恵を受け、長女は生後5ヶ月から、長男は8ヶ月から小学校入学前までスマイルキッズに
通園させていただきました。救急患者の処置や緊急手術で子どもの迎えに間に合わないとき、急な延長保育にも快く対応してくださ
り、どれだけ助かったことかわかりません。そして、小学生になった今でも子供たちが病気のときは、たんぽぽルームのお世話になって
います。長女が生後4ヶ月のときには、仕事復帰した私の代わりに、夫が1ヶ月間育児のための休暇をとりました。附属病院で育児のた
めの休暇をとったのは、なんと夫が第1号でした。夫や両親、子どもたちはもちろんのこと、上司、同僚、後輩たちの理解と協力なしに
は、産婦人科医として働き続けることはできませんでした。私自身もワーキングマザーとして奮闘している最中であり、皆さんと一緒に
妊娠や出産などの様々なライフイベントに伴う悩みや不安に寄り添い、サポートできればと思っています。
　これまで医師の自己犠牲・滅私奉公のもとに成り立っていた日本の医療は崩壊しつつあり、さらに国の働き方改革法案が成立した
ことで、医師の過重労働を見直し、改革すべき時期にきています。富山大学附属病院女性医師支援室は、文部科学省の補助金事
業「総合的周産期医療人育成プログラム」に採択された2009年に開設され、事業終了後も女性医師の勤務継続支援・復帰支援を
行ってきましたが、このたび附属病院の一施設として認められたことから、育児中の女性医師のみならず、すべての医師、医学生も含
めた勤務継続ならびに復帰支援、労働環境の整備に取り組んでいきたいと考えています。

■ 実施日：平成31年1月19日（土）～1月20日（日）

大学入試センター試験時の
　　　　　　　　保育支援を実施
　ベビーシッター・休日保育利用料補助制度の一環とし
て、大学入試センター試験業務に従事した本学の教職
員を対象に保育料の補助を行いました。今回は1名の教
職員が利用しました。

2001年 3月　富山医科薬科大学（現 富山大学）医学部医学科卒業
2001年 4月　富山医科薬科大学　産科婦人科学教室入局
2003年 4月　東京都総合母子保健センター愛育病院産婦人科、
　　　　　　済生会高岡病院等　勤務
2005年 4月　富山大学大学院医学薬学教育部　東西統合医学専攻
　　　　　　産科婦人科学博士課程　入学
2009年 3月　同上　修了　医学博士号取得　
2009年 4月　富山大学附属病院周産期センター助教
2010年 4月　富山大学附属病院産婦人科助教、診療講師
2015年10月　富山大学医学薬学研究部（医学）産科婦人科助教、
　　　　　　富山大学附属病院産婦人科診療講師　

日本産科婦人科学会　専門医・指導医、周産期専門医（母体・胎児）、母体保
護法指定医、臨床遺伝専門医、組織移植学会認定医

略 歴

資 格

（1）女性研究者の短期留学助成：採択3件
　（アメリカ2件、フィンランド1件）※

（2）研究サポーター制度：採択計7件
　　①ライフイベント中の女性研究者への研究サポーター
　　　制度：2件※

　　②研究サポーター制度：5件
※文部科学省科学技術人材育成費補助事業
　「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」にかかる公募

煌めく女性リーダー塾
　　　　　　　　第６期に参加しました
　富山県が主催する「煌めく女性リーダー塾」は、県内企業にお
ける女性の活躍を一層推進するため、リーダーをめざす女性社
員の相互交流と自己研鑽を図るために企画・開講されました。
　今年度は第６期生として、総務部人事課係長の高松奈緒さん
を推薦しました。塾生の皆さんは７月から１月にかけて講演会や勉
強会、成果発表会に参加しました。今後のさらなる活躍が期待さ
れます。

第6回介護セミナー開催を開催

　第６回介護セミナーは司法書士の谷口あきつ氏をお
招きし「高齢期の財産管理～成年後見制度を中心に
～」をテーマにご講演いただきました。介護や日常生活
の中で起こる生活面や法律面などさまざまなことについ
て、身近で利用できる制度などについてご説明ください
ました。

母子ともに元気であることに純粋な喜びを感じます

介
護
相
談
流
れ
図

再就職支援講座 キャリアアップ支援講座キャリアアップ支援講座 託児風景


