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ダイバーシティ推進
研究交流発表会・
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n 女性リーダー育成セミナー
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主催：四国ダイバーシティ推進委員会
（徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、徳島県立工業技術センター、
徳島県立農林水産総合技術支援センター、アオイ電子株式会社、協和株式会社）

2020/1/24 (金) -25 (土)



FRI. Jan. 24

SAT. Jan. 25

開会挨拶 徳島大学学長 野地澄晴13:30
13:35

15:15

女性リーダー育成セミナー
“今の時代に求められる

女性リーダーの在り方とは”
講師：川上憲子氏 株式会社インソース

閉会・チェックイン17:25
情報交換会

19:00

9:30 研究交流発表会 共同研究発表②
10:50

12:00 研究力伸張セミナー（ランチョンセミナー）
“戦略的アウトリーチと
クラウドファンディングの活用について ” 

講師：橋爪太氏
徳島大学リサーチ・アドミニストレーター
一般社団法人大学支援機構
クラウドファンディングOTSUCLE(おつくる) 

閉会挨拶 徳島大学副理事・AWAサポートセンター長
葉久真理

13:00

集合写真撮影・アンケート調査記入13:05

四国５大学男女共同参画推進連絡協議会WG会議13:30

研究交流発表会 共同研究発表①

16:55 研究交流発表会 ショットガンプレゼンテーション①

休憩
11:00 研究交流発表会 ショットガンプレゼンテーション②

（以下該当者のみ）

16:35 記念写真撮影・休憩

11:40 研究ニーズ・シーズのマッチングに向けた研究交流会

挨拶 徳島大学副学長 佐藤 誠

15:05 休憩



女性リーダー育成セミナー

今の時代に求められる
女性リーダーの在り方とは

講師：川上憲子氏
株式会社インソース

座長：堀利栄先生
愛媛大学学長特別補佐
女性未来育成センター長

ご略歴

1986年 株式会社旭商事入社。経理部に配属。売上、仕入れ伝票作成、入金管理、
決算書類作成

1987年 株式会社タダノ入社。海外、国内の来客対応に従事する。役員スケ
ジュール管理、役員経営会議資料の作成

2001年 村井建設株式会社入社。総務部に配属。社長秘書業務、顧客対応、総務
事務に従事

2004年 株式会社ソアテック（現：株式会社ソアテックアビリティセンター）入
社。人材派遣営業として四国エリアを担当
グループ企業（3社）では教育業務、相談業務を行う

2012年 企業向け研修の開催（香川、愛媛、高知、徳島）。役員就任
2019年 インソース講師に就任

■分野 リーダーシップ、コーチング、業務改善、財務基礎、ファシリテーション、
クレーム対応、メンタルヘルス、コミュニケーション、電話応対、秘書

■資格 キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、全商簿記実務検定 一級、
全珠連 珠算能力検定 一級、全商簿記実務検定 一級科目工業簿記、情報
処理検定 一級、公益財団法人日本電信電話ユーザ協会 電話応対技能検定
指導者級



研究力伸長セミナー

講師：橋爪太氏
徳島大学リサーチ・アドミニストレーター
一般社団法人大学支援機構
クラウドファンディング
OTSUCLE(おつくる)

戦略的アウトリーチと
クラウドファンディングの活用について

ご略歴

1977年 滋賀県生まれ。
1999年 徳島大学中退後、様々な業態の飲食店で店舗マネージャーを経験。
2012年 プログラミングを学びシステム開発会社のビザンコムに入社。
2015年 独立し個人事業としてHOTMIXを創業。
2016年 徳島大学へ外部資金の獲得のためリサーチアドミニストレーターに就任。

一般社団法人大学支援機構の設立に参画し、クラウドファンディングサ
イトOtsucle（おつくる）の開発と運営に携わってきた。

現在までに徳島大学の17件のプロジェクト全てに関わり、総額約2300万円の寄付を獲
得し、成功率80%以上の実績を作る。
Otsucleでは、徳島県や市などの行政の案件や地域のNPOなどの活動の案件を含めると
45件以上のプロジェクトを実施し、総額約4500万円の支援を獲得した。



研究交流発表会①
共同研究発表
（発表7分質疑応答3分）

1-1  香川大学 川人潤子
「肥満に関する自己複雑性とメンタルヘルスへの影響の検討」

1-2  高知大学 都留英美
「コンプレキシンによる抗体分泌制御が全身性エリテマトーデスの病態進行抑制に
果たす役割」

1-3  徳島大学 佐々木千鶴
「多段階水熱処理を利用した徳島県産ワカメ廃棄物からの機能性食品・医薬品原料
の創製に関する研究」

1-4 香川大学 野村美加
「香川県で栽培されているサトウキビ共生微生物群の網羅的解析」

ショットガン
プレゼンテーション
（発表3分）

16:55-17:25

1 青田桂子 徳島大学

2 松香芳三 徳島大学

3 伊藤桃代 徳島大学

4 成澤裕子 香川大学

5 藤井麻緒 愛媛大学

6 小島優子 高知大学

7 若林由美 高知大学

8 吉本亮子 徳島県立工業技術センター

9 吉住真理子 徳島県立農林水産総合技術支援センター

10 本田梨英子 協和株式会社

1-5  愛媛大学 李賢映／香川大学 吉澤康代／鳴門教育大学 坂本有芳
「アパレル業界の持続可能性向上に向けて」

1-6 香川大学 倉原琳
「肺動脈肺高血圧の新規治療薬の探索」

1-7  鳴門教育大学 黒川衣代
「家事に対する期待レベル，葛藤，ストレスとダウンサイジング」

1-8  愛媛大学 Alexandra Abrajevitch
「From siliceous sediment to bedded chert sequences:A rock magnetic study of 
diagenetic transformations」

15:15-15:55

15:55-16:35

座長：坂本有芳先生 鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授

座長：村上弥生先生 香川大学男女共同参画推進室特命講師



研究交流発表会②

2-1  高知大学 KARS Myriam
「Iron sulfides in metamorphic rocks: a rock magnetic approach in the Sanbagawa
belt, central Shikoku, Japan」

2-2  香川大学 松田陽子
「膵癌の病理診断の施設間の診断一致率および正診率の向上を目指した取り組み」

2-3  徳島大学 押村美幸
「エステル交換反応を用いたポリマー側鎖変換によるカチオン性ポリマーの合成と
特性評価」

2-4  鳴門教育大学 井上奈穂／愛媛大学 川瀬久美子／兵庫教育大学 福田喜彦
「公害を題材としたＥＳＤ教育の試み：教材開発の視点から」

ショットガン
プレゼンテーション
11:00-11:36

共同研究発表

1 森田明典 徳島大学

2 細木眞紀 徳島大学

3 石澤有紀 徳島大学

4 木下真緒 徳島大学

5 上野真奈 徳島大学

6 坂井卓磨 徳島大学

7 柴田潤子 香川大学

8 清水裕子 香川大学

9 笹岡晴香 高知大学

10 廣瀬淳一 高知大学

11 室内聡子 徳島県立工業技術センター

12 新居美香 徳島県立農林水産総合技術支援センター

2-5  高知大学 越智里香
「生体分子に応答して色調変化を示す超分子ヒドロゲルセンサの開発」

2-6  鳴門教育大学 高原光恵
「『保護者／支援者』が抱く思いと『子ども』自身が抱く思い：特別支援と哲学の
観点」

2-7  高知大学 磯部香
「多文化共生社会構築に向けて少子化四国の保育と子どものウェル・ビーイングを
考える日本四国と中国遼寧省の子育て支援・就労・ジェンダーの比較から」

2-8  協和株式会社 佐藤裕久／本田梨英子
「協和株式会社の取り組みについて」

9:30-10:10

10:10-10:50 座長：柴田潤子先生香川大学法学部教授男女共同参画推進室室長

座長：廣瀬淳一先生 高知大学安全・安心機構准教授
男女共同参画推進室長



ショットガン

プレゼンテーション

スライド集


