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★ワークライフバランス支援
・徳島大学春休みKids Club
・第7回徳島大学AWAサポートセンターベビーシッター養成講座
・徳島大学夏休みKids Club
・介護セミナー2016
・徳島大学冬休みKids Club （開催告知）

★キャリアパス支援
・キャリア支援セミナー2016
・四国5大学連携メンター研修

★研究力向上支援
・第6回研究力伸張セミナー
・第10回女性研究者交流会
・平成28年度女性研究者研究活動支援事業（連携型）における
共同研究プロジェクト支援制度の採択者のご紹介

★四国女性研究者活躍推進コンソーシアム形成事業
・四国5大学連携女性研究者活躍推進シンポジウム2016
（第8回中国四国男女共同参画シンポジウム共同開催）

山内あい子センター長の後任として本年4月より
センター長を拝命いたしました。副センター長、部門員、
センター員共々、男女共同参画社会の実現に向けて
取り組んでまいります。
さて、四国5大学連携による女性研究者活躍推進
コンソーシアム形成事業の取り組みも3年目（最終年度）を
終えようとしています。

本取り組みが、女性研究者等が出産・育児・介護等の様々なライフイベントを抱え
る中で、個性と能力を発揮するための環境整備や支援となったでしょうか。
その結果、研究を中断したり断念することなく継続でき、科研採択数や論文投稿数

などの業績の向上、女性研究者及び大学院博士課程女子学生の増加などの成果を
認めたでしょうか。

ＡＷＡサポートセンターでは、これまでの取り組みを評価・精査し、新たな事業展開
に向けて取り組んで参りたいと考えております。皆様のお知恵・ご意見を お伺いし
たいと思っておりますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

センター長ご挨拶

AWAサポートセンター
センター長 葉 久 真 理



平成28年3月29日～4月6日の平日7日間、長期休暇中の学童保育と
して、『徳島大学春休みKids Club』を蔵本キャンパスにおいて開催
いたしました。本取り組みは、学内保育の充実を図る事業のひとつと
して開催するもので、お子様たちがキャンパス内でアクティビティを楽
しんだり、宿題をしたりして、お休みの一日を過ごすというものです。
本取り組みは、大変好評で、延べ71名の参加がありました。お子様たちは、タッチラグビーを体

験したり、イースターといった季節イベントの勉強、ぴかぴかのど
ろだんごづくり、オカリナの演奏等様々なアクティビティを楽し
まれました。4歳から小学校6年生までのお子様が
参加されますので、お子様たちにとっては互いに
とてもいい刺激になり、保護者の皆さまも安心して
働くことができるといった声を多くいただきました。

徳島大学春休みKids Club を開催いたしました

徳島大学夏休みKids Club を開催いたしました

平成28年8月17日～8月25日の平日7日間、『徳島大学夏休みKids Club』を開催いたしました。
春休みに引き続き、延べ82名の参加がありました。

プロピアニストとオペラ歌手のコンサートを
聴いたり、徳島の夏を彩る阿波踊りの練習
やよしこののリズムを生み出す楽器に
触れたり、HAWAIIANパーティーを開催
したりと、大変楽しい時間を過ごしました。

第7回徳島大学ＡＷＡサポートセンター
ベビーシッター養成講座を開催いたしました

平成28年7月31日(日）、『ベビーシッター養成講座』を蔵本キャン
パス内の蔵本会館において開催致しました。今年で7回目となる
本セミナーには、他校生や一般の方を含む36名のご参加をいた
だきました。
午前は、国立大学法人鳴門教育大学 大学院学校教育研究科
教授 浜崎隆司先生・四国大学 生活科学部児童学科准教授
富田喜代子先生に、幼児や学童の心身の発達等についてご講
演いただきました。とてもわかりやすいご講演で、皆様楽しく聴講
されておりました。午後は、助任なかよし認定こども園副園長
平井ちさと先生と保育士の岡本様に、身近な物で子どもの遊び

道具を作成する方法をご指導いただきました。また、徳島大学大
学院医歯薬学研究部救急集中治療医学分野教授西村匡司先
生の監修の元、徳島大学医学部学生 ACLSサークルの皆様によ

る、乳幼児救命救急実習が行われ、わからないことを質問したり
しながら積極的に実習に参加されていました。



平成28年9月1日（木）、 『介護セミナー2016 ～仕事と介護の両立方法を考える～』を、徳島大
学蔵本キャンパス内の日亜メディカルホールにおいて開催いたしました。

仕事と介護を両立できる働き方の方策を考え、女性研究者が介護離職をすることなく研究活
動を継続できることを目的として、初めて開催いたしましたところ、43名のご参加をいただきま
した。
徳島県保健福祉部長寿いきがい課 課長補佐 前田恵美様から、「介護保険制度の仕組み～
相談窓口のご紹介～」を、NPO法人どりーまぁサービス理事長 山口浩志様から「終活より習

介を！～知って得する準備の仕方～」をテーマにご講演いただきました。また、徳島大学総務
部人事課蔵本人事係係長 石田良太様から、徳島大学における「仕事と介護の両立のための
制度について」ご説明いただきました。

参加者の皆様からは、“介護保険料を負担しているのに、介護保険の内容については知らな
かったので、理解できてよかった” “今後さらに増えていく要介護支援の高齢者社会に備え、
同様のセミナーをもっと行ってほしい” といった感想が聞かれ、子育て支援だけでなく、介護支
援への取組みを進めて行く必要性が示唆されました。

介護セミナー2016を開催いたしました

徳島大学冬休みKids Clubを開催いたします

『徳島大学冬休みKids Club』を、徳島大学蔵本キャンパス内の蔵本会館において開催するこ
とが決定致しました。詳細はＡＷＡサポートセンターホームページでもご案内致しております。
春休み・夏休みと同様、楽しいアクティビティをご用意しております。
ご参加をお待ちしております。

【日時】平成28年12月26日～28日（3日間）
【場所】徳島大学蔵本キャンパス 蔵本会館
【人数】25名/1日につき（予定）
【対象】4歳から小学校6年生まで
<アクティビティ>
12月26日（月）：フルーツ大福作り
12月27日（火）：マーブリングアート
12月28日（水）：こどもいけばな教室



キャリア支援セミナー2016を開催いたしました

四国5大学連携メンター研修を開催いたしました

平成28年6月27日（月）、 『徳島大学キャリア支援セミナー2016 第22回コンソーシアム人材セ
ミナー』を、常三島キャンパス内の日亜ホールにおいて開催いたしました。
株式会社エマージングテクノロジーズ代表取締役社長 深澤知憲氏からは「採りたい博士、要

らない博士」、富士電機株式会社技術開発本部 先端技術研究所応用技術研究センター 熱
応用システム研究部研究員 安田圭吾氏からは「名刺に博士を付けるということ」という非常に
魅力的なテーマでご講演いただきました。
また講演後の座談会では、学生・教員・講師の3者から率直な意見が出され、キャリア形成を

考えるにあたっての不安や様々な考え方が示されました。ご参加いただきました皆様からは、
“どんな人材が求められているのか理解できた”“自分のキャリアを見つめ直す機会となった”
等の感想が寄せられました。

平成28年9月12日（月）、徳島大学常三島キャンパス内の日亜ホールにおいて、『四国5大学
連携メンター研修』を開催いたしました。

本セミナーは、徳島大学（鳴門教育大学は徳島大学で参加）での講演を、テレビ会議システム
（ポリコム）を利用して、連携大学である、香川大学・愛媛大学・高知大学と繋ぎ実施しました。
「メンターアワード2009」組織部門優秀賞を受賞された神戸大学から、神戸大学男女共同参画
推進室室長 神戸大学大学院国際文化学研究科教授 坂本千代先生と神戸大学男女共同参
画推進室特命助教 中原朝子先生にお越しいただき、「神戸大学メンター制度の歩み」と題して

ご講演いただきました。続いて、「大学間連携による連携メンター制度の活用について」パネル
ディスカッションを行ない、各大学のメンター・メンティから、体験を踏まえてディスカッションい
ただきました。今後は、四国5大学連携メンター制度の実践的活用について検討していく必要
性を認識し、研修を終了いたしました。

※四国5大学連携メンター制度につきましては下記ホームページを
ご参照ください。

http://www.awasapo.tokushimau.ac.jp/shikoku/mentor/index.html



平成28年11月4日（金）、『第6回研究力伸張セミナー』を、常三島キャンパス内のフューチャー
センター（地域創生・国際交流会館5階）において開催いたしました。
国立遺伝学研究所 リサーチ・アドミニストレーター室長 総合研究大学院大学名誉教授 広海

健先生から、「科学プレゼンテーションのコツ ～伝えたいことを伝えるには～」をテーマにご講
演いただきました。

自分たちの研究や講義のプレゼンを振り返り、大変参考となる講演でした。質疑応答時には
活発な議論が交わされ、“自分のプレゼンでも実践してみようと思った” “プレゼンのスライド構
成で悩んでいたので、非常に参考になった” 等のご意見をいただきました。

第6回研究力伸張セミナーを開催いたしました

第10回女性研究者交流会を開催いたしました

同日平成28年11月4日（金）、第6回研究力伸張セミナーに引き続き『第10回女性研究者交流

会』を開催いたしました。講師の広海先生もご参加くださり、女性研究者だけでなく、学生の皆
様や男性の研究者の方にもご参加いただきました。和やかな雰囲気で交流会が行われました。



平成28年度女性研究者研究活動支援事業(連携型)に
おける共同研究プロジェクト支援制度の採択者のご紹介

ＡＷＡサポートセンターでは，『平成28年度女性研究者研究活動支援事業（連携型）における共
同研究プロジェクト支援制度』を実施しております。
今年度も連携4大学で16件が採択されました。徳島大学の採択者をご紹介します。

詳細は「四国5大学連携女性研究者活躍推進コンソーシアムウェブサイト」
に掲載しておりますので、ご覧ください。

研究代表者名 研究題目 共同研究者

大東 いずみ 氏
徳島大学 先端酵素学研究所
免疫系発生学分野 講師

beta5t 多型が免疫機能
に及ぼす影響について

宇高 恵子 氏
高知大学医学部 免疫学教室
教授

片島 るみ 氏
徳島大学病院
臨床試験管理センター 助教

臨床支援研究支援方法
とツールの検討の臨床研
究における社会的貢献

田井 麻美 氏
高知大学医学部附属病院 次世代医療
創造センター 特任講師

今井 早苗 氏
愛媛大学医学部附属病院 看護師長

山下 梨沙子 氏
愛媛大学医学部附属病院 副部長

白方 理香氏・仙波 真紀子氏
愛媛大学医学部附属病院 看護師

宇都宮 里香 氏
愛媛大学医学部附属病院 研究補助員

渡邉 順子 氏
香川大学医学部附属病院 臨床研究
支援センター 副センター長・看護師長

楊河 宏章 氏
徳島大学病院 准教授
臨床試験管理センター センター長

武智 研志 氏
徳島大学病院 特任助教

加根 千賀子 氏
徳島大学病院 看護師長

佐藤 千穂 氏
徳島大学病院 栄養士

宮本 登志子 氏
徳島大学病院 看護師長

田良島 典子 氏
徳島大学大学院医歯薬学研究
部 生物有機化学分野 助教

ケミカルアプローチに基
づくセーフティーsiRNA医
薬設計法の開発

都留 英美 氏
高知大学教育研究部 医療学系基礎医
学部門 助教

南川 典昭 氏
徳島大学医歯薬学研究部 生物有機化
学分野 教授

金井 純子 氏
徳島大学工学部 創成学習
開発センター 助教

障害者のニーズを反映し
た災害時避難体制構築
手法の検討

野々村 敦子 氏
香川大学工学部安全システム建築工学
科 准教授

中野 晋 氏
徳島大学環境防災研究センター
センター長・教授

清重 健次 氏
社会福祉法人徳島県社会福祉事業団
障害者入所施設 未来 施設長

http://www.awasapo.tokushima-u.ac.jp/shikoku/
http://www.awasapo.tokushima-u.ac.jp/shikoku/


四国5大学連携女性研究者活躍推進シンポジウム2016
（第8回中国四国男女共同参画シンポジウム共同開催）を
開催いたしました

平成28年11月18日（金）、『四国5大学連携女性研究者活躍推進シンポジウム2016 （第8回

中国四国男女共同参画シンポジウム共同開催）』を、蔵本キャンパス内の藤井節郎記念ホー
ルにおいて開催いたしました。

来賓としてお越しくださいました、徳島県知事飯泉嘉門氏、文部科学省科学技術・学術政策
局 人材政策課人材政策推進室長 唐沢裕之氏からご挨拶をいただき、特別講演では東京

大学大学院農学生命科学研究科 特任教授 内閣府原子力委員会委員 中西友子先生から、
「植物における水および微量元素の挙動」をテーマにご講演いただきました。続いて、「女性
研究者の活躍推進とキャリア形成」について、4名の女性研究者から、体験を踏まえてディス

カッションが行われました。プログラムの最後には、「女性研究者キャリアパス支援～研究紹
介～」として、中国四国地区各大学の女性研究者によるポスターセッションが行われました。
アンケートには、“女性研究者の方はとても楽しそうに仕事をしていて、尊敬しました。 非常に
勉強になります。” “パネルディスカッションでは女性研究者の研究を続ける意識の高さに感
動しました。 ”等のご意見をいただきました。



徳島大学ＡＷＡサポートセンター
〒770-8503 徳島市蔵本町3-18-15  
TEL：088-633-7538 ／FAX : 088-633-7572
E-Mail : awa@tokushima-u.ac.jp   


