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四国５国立大学と関連企業等とが連携して取り組
んだ女性研究者研究活動支援事業(連携型)「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(H26〜H28)」が終了し、6月に事後評価
を提出いたしました。10月の面接審査では、総括
責任者である野地学長にプレゼンテーションを行っ
ていただきました。

本事業では、(1)女性研究者の研究力向上と、(2)
女性研究者の上位職への登用を目標に取り組み、総
合評価Aの結果をいただきました。女性研究者が主
導する共同研究プロジェクトの促進並びに管理職の
登用などの取組に高い評価を得ましたが、研究力向
上に係る論文数の伸びが停滞しており、『今後の取
組の継続により、女性研究者の更なる研究力の向上、
自然科学系の女性教授数の増加が図られることを期
待する』とのコメントを受けました。
今後も継続して、生活と仕事の調和を図りながら、
研究力向上、上位職への登用に取り組んで参ります。

(1) 女性教員比率
国立大学の女性教員比率

各大学がそれぞれの状況に応じた達成目標を設定
し、2020 年までに、現在の比率が30%以上の大学
は40%以上、20%以上の大学は30%以上、10%以
上の大学は20%以上、10%未満の大学は10%以上
というように、より高い比率の達成を目指す。

(2) 学⻑,理事,副学⻑及び大学の意思決定機関等に
占める女性の割合

① 学長、理事、副学長
2020 年までに12%以上

② 大学の意思決定機関等(上記①を除く)
2020 年 までに10%以上

(3) 教授及び准教授に占める女性の割合
① 教授： 2020 年までに15%以上
② 准教授：2020 年までに23%以上

(4) 課⻑相当職以上に占める女性の割合
2020 年までに17%以上

本事業に申請し、7月の面接審査では、総括責
任者である野地学長にプレゼンテーションを行っ
ていただきました。

しかし、残念ながら不採択となり、選定結果で
は『連携によるメリットの明確化と、女性研究者
の在職比率、採用比率、上位職女性教員(教授、准
教授)の採用、登用の目標値を意欲的（高く）に設
定して、女性研究者の活躍推進を図ることを期待
する』とのコメントを受けました。

次年度は、これら指摘事項を念頭に置き、再
チャレンジいたします。
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AWAサポートセンターでは、文科省女性研究者
研究活動支援事業(連携型)終了に伴う事後評価報
告とヒアリング、文科省ダイバーシティ研究環境
実現イニシアティブ（牽引型）への新たな挑戦の
ための申請とヒアリング、さらに、文科省男女共
同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業
への応募と委託を受け、仕事と生活の調和に向け
た取組を通して、女性活躍支援、さらにはダイ
バーシティ推進に進化させるべく、事業を展開し
ました。

徳島大学AWAサポートセンター
センター⻑ 葉久 真理

女性研究者研究活動支援事業(連携型)「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(H26〜H28)」 報告：総合評価A

１

２ 文科省ダイバーシティ研究環境実現イニシアティ

ブ（牽引型）への新たな挑戦

男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援
事業 への応募／委託により事業を展開
(文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課)

国立大学における男女共同参画推進について
－アクションプラン(2016 年度〜2020 年度)－(抜粋)

３

本事業への応募により、『女性の学びを通じた社
会参画のための保育環境整備とキャリア形成支援の
一体的な取組推進に係る実証的な調査』と、『女性
の学び支援のための研究協議会の開催』の2つの取
組の委託を受けました。

本事業では、“女性が子育てをしながら学びやす
い環境整備と女性がリカレント教育を活用して復
職・再就職しやすい環境整備の在り方、女性の学び
とキャリア形成・再就職支援を一体的に行う仕組み
づくり”に向けて、四国5国立大学並びに連携企業等
の持ち得る力を結集して取り組みました。６つの学
び講座と男性育児推進セミナー、女性の学び支援の
ための研究協議会を開催し、3月に開催された有識
者会議においてこれら取組の成果を報告いたしまし
た。詳細は、作成いたしました報告書(AWAサポー
トセンター保管)をご覧いただければ幸甚です。

2016.1.18
一般社団法人国立大学協会 教育・研究委員会

(案)
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徳島大学Kids Clubの開催

徳島大学春休みKids Clubの開催

【開催日時】平成29年3月29日(木)〜4月5日(木)

【参加人数】計95名のお子様(保護者数 計68名)

【会場】 蔵本キャンパス 蔵本会館2階多目的室

【対象】 4歳児〜小学6年生まで

【補助金及び大学自主経費にて支援】

子育て世代のワークライフバランスの実現を目指して、子どもたちが親の職場内で、遊びや学びを通して楽しく豊かな時
間を持つための保育環境整備の１つである徳島大学Kids Club（長期休暇時幼児・学童一時預り保育）を実施しました。
アンケート結果では、各開催時において、回答者の98％〜100％が「育児と仕事の両立に役立だった」「子どもにとっ
て役立った」と回答しており、親子にとって大変有意義な育児支援として開催することができました。

徳島大学夏休みKids Clubの開催

【開催日時】平成 29 年 8月7日（月）〜18日（金）

【参加人数】計56名のお子様（保護者数 計45名）

【会場】 蔵本キャンパス 蔵本会館2階多目的室

【対象】 4歳児〜小学6年生まで

【参加費】 一部負担金 2、000円(1日・お子様1名)

介護セミナー2017

仕事と介護を両立して、離職することなく継続就業または再就業ができることを目指して、介護セミナーを開催しました。
アンケート結果では、回答者の97％が、「会議セミナーは有意義であった」と回答しており、介護に対する疑問や不安を
解消する情報を得るため、今後もこのような機会を設けてほしいとのご意見がありました。

【開催日時】 平成29年8月28日(月)

18:00〜19:30

【開催場所】 藤井節郎記念ホール

【参加者数】 48名

【プログラム】 18:00〜18:05 開会挨拶

18:05〜19:05 講演

NPO法人パオッコ 理事長

介護・暮らしジャーナリスト

ファイナンシャルプランナー（AFP）

太田 差惠子 氏

19:05〜19:25 質疑応答

19:25〜19:30 閉会挨拶

● テーマ 今から備える仕事と介護の両立 不安を解消！親の介護、自分の老後

徳島大学冬休みKids Clubの開催

【開催日時】平成 29 年 12月25日（月）〜27日（水）

【参加人数】計47名のお子様(保護者数 計38名)

【会場】 蔵本キャンパス 蔵本会館2階多目的室

【対象】 4歳児〜小学6年生まで

【参加費】 一部負担金 2、000円(1日・お子様1名)
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－ワークライフバランス支援－



キャリア支援セミナー2017

女性活躍推進、キャリア形成支援、ワーク・ライフ・バランス等の課題の解決に資することを目的に、キャリア支援セミ
ナーを開催しました。アンケート結果では、回答者の92％が「有意義であった」と回答しており、必ず何かヒントになる
ことがある、体験談を聞いて自分の選択肢も広がる、など今後もセミナーを受講したいとの意見がありました。

● テーマ 大丈夫、きっとなんとかなる！ 〜後悔しない生き方をするためにやってきたこと〜
【開催日時】 平成29年9月26日(火)

18:00〜19:30

【開催場所】 藤井節郎記念ホール

【参加者数】 58名

【プログラム】 18:00〜18:05 開会挨拶

18:05〜19:05 講演

朝日生命成人病研究所 治験部長

糖尿病代謝科 大西 由希子 氏

19:05〜19:25 質疑応答

19:25〜19:30 閉会挨拶

女性の学び講座Ⅰ 四国5大学連携メンター研修

研究生活において抱える諸問題の解決を諮り、研究力の向上や就業継続･復職等、女性のキャリア形成の推進を目的に、
四国5大学連携メンター研修を開催しました。アンケート結果では、回答者の女性94％、男性100％が「役立つ内容の講
義だった」と回答しており、スキルワークが大変勉強になった、テレビ会議でも内容を理解することができてよかった、
メンターとなる人に受講を義務づけてはどうかなど、各機関からのご意見がありました。

● テーマ 女性のキャリア形成におけるメンタリング〜メンタリング効果とスキルを知る〜

【開催日時】 平成29年11月27日(月)

15:00〜17:00

【開催場所】 日亜ホール

四国国立大学テレビ会議システム

徳島・香川・愛媛・高知大学中継

【参加者数】 29名 （男性9名、女性20名）

【プログラム】 15:00〜 開会挨拶

15:05〜16:50 講演

公益社団法人21世紀職業財団

荻野 令子 氏

16:50〜17:00 質疑応答

17:00                 閉会挨拶

徳島大学会場

高知大学会場愛媛大学会場

香川大学会場
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－人材育成支援－



女性の学び講座Ⅱ(平成29年度第9回研究力伸張セミナー) 

論文の読解や執筆を中心として、英語力のブラッシュアップを図るとともに、学生等の論文指導にも役立たせることを
目的に、研究力伸張セミナーを開催しました。アンケート結果では、回答者の女性96％、男性100％が「役立つ内容の
講義だった」と回答しており、論文の作成に役立つセミナーだった、ライティングのシリーズ講座をまた企画してほし
い、90分が短く感じた、もっと長い時間してほしいなど、ご意見がありました。

●テーマ メディカルサイエンス系英文の読解／ライティング（セミナーのレベル：初級〜中級）

【開催日時】 平成29年12月12日(火)

18:00〜20:00

【開催場所】 大塚講堂小ホール

【参加者数】 参加者49名

【プログラム】 18:00〜 開会挨拶

18:05〜19:15 講演

公益社団法人日本工業英語協会

専任講師/工業英検1級取得実務翻訳者

徳田 皇毅 氏

19:15〜20:00 質疑応答

四国5大学連携女性研究者活躍推進シンポジウム2017

男女がともに仕事と家庭、地域における活動に参画し、生涯において能力を十分に発揮して活躍できる社会環境づくり
の実現を目指して、四国5大学連携女性研究者活躍推進シンポジウムを開催しました。アンケート結果では、回答者の女
性74％、男性82％が「役立つ内容の講演だった」と回答しており、男性の協力が必要不可欠である、夫婦別居やひとり
親での家庭生活や育児など、支援のあり方を考える機会が必要と思う、遠距離の夫婦が同じ地域で仕事ができるように
するなど組織で取組べきだと思うなど、キャリア形成支援の課題について、貴重なご意見が寄せられました。

● テーマ 四国発信！男女の働き方改革 Part1 女性の学び講座Ⅲ －仕事と生活の両立－
Part2 男性育児推進セミナー

【開催日時】 平成29年12月18日 (月)
13:30 〜 16:35

【開催場所】 藤井節郎記念ホール
【参加者数】 161名
【プログラム】 13:30 〜 開催挨拶 徳島大学長

13:40 〜 来賓挨拶
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
伊藤 賢 氏

13:55 〜 挨拶
先端酵素学研究所長
髙濵 洋介 氏

＜Part1 女性の学び講座Ⅲ －仕事と生活の両立－＞
14:00 〜 特別講演：大谷 直子 氏
14:40 〜 特別講演： 原 英二 氏

＜Part2 男性育児推進セミナー＞
15:40 〜 パネルディスカッション
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－啓発･広報支援－

＊開会挨拶 野地学長 ＊来賓挨拶 伊藤人材政策推進室長

＊挨拶 高濱所長＊シンポジウム会場



【パネルディスカッション】
ファシリテーター 葉久 真理 徳島大学副理事・ＡＷＡサポートセンター長
コメンテーター 大谷 直子 氏 大阪市立大学 大学院医学研究科分子生体医学講座 病態生理学分野 教授

原 英二 氏 大阪大学 微生物病研究所 環境応答研究部門 遺伝子生物学分野 教授

パネリスト 細谷 越史 氏 香川大学 法学部 准教授
中村 豊 氏 徳島大学大学院社会産業理工学研究部 教授
三木 啓史 氏 徳島県 県民環境部 男女参画・人権課 男女共同参画担当 主任
川添 真史郎 氏 大塚製薬株式会社 中枢神経疾患研究所 研究員

【閉会挨拶】 根本 幸枝 徳島大学理事・副学長

Part1 女性の学び講座Ⅲ －仕事と生活の両立－

【特別講演１】 大谷 直子 氏
大阪市立大学
大学院医学研究科分子生体医学講座
病態生理学分野 教授

Part2 男性育児推進セミナー

● テーマ 男女の働き方改革
研究者夫婦の一例（妻編）－

【特別講演２】 原 英二 氏
大阪大学
微生物病研究所 環境応答研究部門
遺伝子生物学分野 教授

座長：丹黒 章
徳島大学医学部長
ＡＷＡサポートセンター副センター長

● テーマ 男女の働き方改革
研究者夫婦の一例（夫編）－
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－啓発･広報支援－

＊パネリスト ＊コメンテーター ＊ファシリテーター ＊閉会挨拶

＊特別講演 大谷先生

＊特別講演 原先生

＊座長 丹黒先生

＊質疑応答



女性の学び講座Ⅳ(平成29年度第10回研究力伸張セミナー)

データ解析に必要な統計手法を学び、妥当な統計手法を用いた信頼される研究成果を発表していくことにより、地域・
企業との共同研究の活性化とキャリア形成につなげていくことを目的に、研究力伸張セミナーを開催しました。
アンケート結果では、回答者の女性95％、男性96％が「役立つ内容の講義だった」と回答しており、モチベーションの
向上につながった、とてもわかりやすい講義でありシリーズの展開をしてほしいなど、ご意見がありました。

●データ解析セミナー 臨床研究を紐解く統計学

【開催日時】 平成30年1月16日(火)

18:00〜9:30 

【開催場所】 大塚講堂小ホール

【参加者数】 91名

【プログラム】 18:00〜 開会挨拶

18:05〜19:15 セミナー

新谷 歩 氏

大阪市立大学

大学院医学研究科医療統計学 教授

19:15〜19:30 質疑応答

徳島大学女性研究者裾野拡大事業(理工学系）

女性研究者裾野拡大事業として、理工学系女子学生、女性研究者の増加を目的に、徳島大学、阿南高専、大阪大学大学
院工学研究科の3機関がコラボして運営しているリケジョの裾野拡大コラボ未来プロジェクト委員会の主催により、女子
中高生向けの未来の理系女子をはぐくむためのイベントを開催しました。ロールモデルとして、理系の女性研究者3人か
ら自らの体験談をお話いただき、女性研究者の指導により、みかんの皮を使ってスタンプを作る実験を行いました。
参加した県内の中高生や保護者からは、理系進学への興味が湧いた、卒業後の就職についてイメージが持てた、これか
らもこのような機会があれば参加して進路を考えたいなど、活発な意見が寄せられました。

● テーマ 理系女子♡コラボ未来プロジェクト―徳島大学×大阪大学工学研究科×阿南高専―

【開催日時】 平成３０年１月２１日（日）

13:00〜17:00

【開催場所】 徳島大学 講義棟

【参加者数】 第一部： 27組（保護者参加 9組）

第二部： 20組（保護者参加 6組）

開催挨拶

橋爪理工学部長

辻生物資源産業学部長
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＊開会挨拶 橋爪理工学部長
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－人材育成支援－

＊開催挨拶 辻生物資源産業学部長



女性リーダー研修

社会･大学･企業等の女性リーダーとして求められるスキルを学び、キャリア形成に向けてモチベーションの向上を図る
とともに女性リーダーの育成を目指し、女性リーダー研修を開催しました。アンケート結果では、回答者の女性91％、
男性100％が「役に立つ講演だった」と回答しており、いろいろな人材能力を活かすためには自分のあり方も見つめて
いきたい、管理職ではないが小さなグループでの指導の立場で実践していきたいなどのご意見がありました。

● テーマ 指導力向上編

【開催日時】 平成30年1月23日(火)

18:00〜20:00

【開催場所】 大塚講堂小ホール

【参加者数】 41名

【プログラム】 18:00〜 開会挨拶

18:05〜19:30 講演

株式会社インソース講師

糠塚 淳 氏
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(2)実験講師

徳島大学大学院社会産業理工学研究部

講師 佐々木 千鶴 氏

徳島大学大学院社会産業理工学研究部

講師 淺田 元子 氏

＊女性研究者による実験 ＊女性研究者と中高生に意見交換会
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＊伊藤氏 ＊松下氏

＊岩澤氏 ＊理系女性研究者講演

【プログラム】 (1) 理系女性研究者講演

徳島大学大学院社会産業理工学研究部

講師 伊藤 桃代 氏

阿南工業高等専門学校

技術部 松下 樹里 氏

大阪大学男女協働推進センター

特任教授 岩澤 和子 氏



女性の学び支援のための研究協議会

地方における｢キャリア形成/発展・再就職支援を一体的に行う仕組みづくり｣の提示に繋げることを目的に、四国地域の
国立大学及び行政、企業等と協働して、女性の学び支援のための研究協議会を開催しました。
アンケート結果では、回答者の女性85％、男性90％が「仕組みづくりの推進に役立った」と回答しており、様々なリカ
レント教育（生涯学習・国内留学・海外留学を含む）の体制づくりを地域が連携して構築していく必要があることが理
解できたなど、今後の推進につながる貴重なご意見が寄せられました。

● 四国地域連携による女性の学び支援のための研究協議会プロジェクト
テーマ 四国地域の活性化を促進する女性のリカレント教育〜女性の限りない力で社会を変える〜

【開催日時】 平成30年2月2日 (金) 13:30 〜 16:30
【開催場所】 徳島大学蔵本キャンパス 日亜メディカルホール
【参加者数】 103名
【プログラム】

13:30〜13:40  開会挨拶 野地 澄晴 徳島大学長
13:40〜13:55  来賓挨拶 宗近 美佐子 氏

文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課 女性政策調整官
13:55〜15:05 〈座長〉 住谷 さつき

徳島大学 特別修学支援室 教授
ＡＷＡサポートセンター 副センター長
特別講演
いまあらためて男女共同参画とは何か
内海 房子 氏 独立行政法人国立女性教育会館 理事長

15:05〜15:15 休 憩
15:15〜16:25 パネルディスカッション
〈テーマ〉 社会が求める女性の活躍と養成すべき人材像の共通認識に向けて

パネル講演
リカレント教育の現状と課題について
井上 とも子 氏
鳴門教育大学 大学院学校教育研究科 特別支援教育専攻 教授

〈パネリスト〉 大学が行っているリカレント教育：その目的／目指すもの
鍋山 祥子 氏
山口大学 経済学部 教授･ダイバーシティ推進室長
行政が行っているリカレント教育：その目的／目指すもの
川村 美樹 氏
徳島県立男女共同参画交流センター 所長
企業が行っているリカレント教育：その目的／目指すもの
岡村 陽香里 氏 大塚製薬株式会社

先端創薬研究所探索研究部 研究員
〈コメンテーター〉 内海 房子 氏 / 井上とも子 氏
〈ファシリテーター〉 葉久 真理 徳島大学副理事･ＡＷＡサポートセンター長
16:25〜16:30 閉会挨拶 根本 幸枝 徳島大学理事･副学長
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＊開会挨拶 野地学長

＊来賓挨拶 宗近女性政策調整官

＊特別講演 内海理事長

＊パネル講演 井上氏 ＊パネルディスカッション 岡村氏・川村氏・鍋山氏 ＊閉会挨拶 根本理事
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四国5国立大学女性研究者座談会

【開催日時】 平成30年2月2日 (金)
17:40 〜 18:40

【開催場所】 グランドエクシブ鳴門・ザ・ロッジ
【参加者数】 23名

司会進行：葉久 真理
徳島大学副理事
医歯薬学研究部 助産学分野 教授
AＷＡサポートセンター長

あわさぽ
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● テーマ 女性研究者の学びとキャリア形成・発展支援の現状と課題の改善に向けて
※四国国立5大学女性研究者グループリーダー

村上 弥生 氏
香川大学 男女共同参画推進室特命講師/コーディネーター

上手 洋子 氏
徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 准教授・
AWAサポートセンター 啓発･広報部門委員

廣瀬 淳一 氏
高知大学安全・安心機構 准教授

四国5国立大学女性研究者研究交流発表会

【開催日時】 平成30年2月3日 (土) 9:00 〜 12:10
【開催場所】 グランドエクシブ鳴門・ザ・ロッジ
【参加者数】 32名
【プログラム】
9:00〜 開会挨拶：徳島大学長 野地 澄晴
9:05〜 四国国立大学女性研究者ロールモデル対談

「女性研究者の仕事と生活の両立」
座長 柴田 潤子 氏 香川大学 法学部 教授・男女共同参画推進室長
パネリスト 山本 恭代 氏 徳島大学病院 泌尿器科 講師

松下 春奈 氏 香川大学 工学部・電子・情報工学科 講師
米山 香織 氏 愛媛大学 大学院農学研究科・生命機能学専攻 助教
関 良子 氏 高知大学 人文社会科学部 人文社会科学科 准教授

10:05〜 共同研究プロジェクトプレゼンテーション
石澤 有紀 氏 徳島大学 大学院医歯薬学研究部 薬理学分野 講師
伊藤 桃代 氏 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 知能工学分野 講師

10:45〜 ショットガンプレゼンテーション（前半）
9名の研究者によるショットガンプレゼンテーション

10:25〜 ショットガンプレゼンテーション（後半）
8名の研究者によるショットガンプレゼンテーション

11:55〜 閉会挨拶：葉久 真理 ＡＷＡサポートセンター長

四国5国立大学の女性研究者が、学びとキャリア形成・発展の現状と課題について情報交換し、課題解決に向けた方略を
検討するための座談会を開催しました。各グループにおいて、今後のキャリア形成に向けて活発な意見交換が行われ、
グループリーダーから、キャリア形成に向けての課題とその解決策について発表されました。

四国地域における異分野間の女性研究者が、研究交流会に参加することによりface to faceでつながり、女性研究者リー
ダー共同研究プロジェクトの芽生えや自らのキャリア形成に向けてモチベーションアップとなることを目的に、四国5国
立大学女性研究者研究交流発表会を開催しました。アンケート結果では、回答者の女性94％、男性100％が「キャリア
形成に役立った」「参加して満足した」と回答され、異分野間の研究交流ができてよかった、共同研究プロジェクトは研
究発展に役立つので進めていきたい、男女共に参加＆キャリアアップしていく必要があるなど、ご意見が寄せられました。

＊共同研究プロジェクトプレゼンテーション 石澤氏・伊藤氏 ＊ショットガンプレゼンテーション
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＊開会挨拶 野地学長

＊女性研究者ロールモデル対談



女性の学び講座Ⅵ(平成29年度第11回研究力伸張セミナー)

●メディカル系英文ライティング

【開催日時】 平成30年2月6日(火)

18:00〜20:00

【開催場所】 大塚講堂小ホール

【参加者数】 参加者36名

【プログラム】 18:00〜 開会挨拶

18:05〜19:30 講演

公益社団法人日本工業英語協会

専任講師/工業英検1級取得実務翻訳者

徳田 皇毅 氏

徳島大学MD-PhDコース近況報告会

医学部学生等の研究力推進と若手研究者の裾野拡大を目的として、MD-PhDコース出身者でPhysician-Scientistとして
活躍している先輩たちの近況を紹介する第３回徳島大学 MD-PhDコース近況報告会の開催支援を行いました。
報告会では、同窓会員及び医学科学生、先生方が参加され、MD-PhDコースの現況についてお話があり、研究・臨床で
キャリアアップを目指す身近なロールモデルとして先輩たちの近況が報告されました。

【開催日時】 平成30年2月17日（土）
15:00 〜17:00

【開催場所】 青藍会館大会議室
【対象者】 教職員、大学院生、学生、保護者
【プログラム】 講演
15:00 〜15:15  徳島大学および他大学における

MD-PhDコースの現況について
薬理学分野 講師 石澤 有紀 氏

15:15 〜15:45 神経難病診療の専門家を目指して
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター病院
神経内科 上級専門修練医
川添 僚也 氏

15:45〜16:15  臨床医になって感じるMD-PhDコース
の意義
徳島大学大学院医歯薬学研究部
呼吸器・膠原病内科 荻野 広和 氏

16:15〜16:45 卒業生・在籍生近況報告
16:45〜17:00 質疑応答
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国立大学法人徳島大学AWAサポートセンター
〒770－8503 徳島県徳島市蔵本町3-18-15
TEL 088-633-7538  FAX 088-633-7572 
E-mail awa@tokushima-u.ac.jp
URL http://www.awasapo.tokushima-u.ac.jp

－人材育成支援－

論文の読解や執筆を中心として、英語力のブラッシュアップを図るとともに、学生等の論文指導にも役立たせることを目
的に研究伸張セミナーを開催しました。アンケート結果では、回答者の女性96％、男性88％が「役立つ内容の講義だっ
た」と回答しており、勉強になった、実践的で早速論文執筆に取り入れたい、2度目の参加だが大変わかりやすかった。
シリーズ化してほしいなどのご意見がありました。
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