2018年2月2日|金|17:40-18:40

四国5国立大学女性研究者研究交流発表会

Kagawa
University

四国5国立大学女性研究者座談会

Naruto
University
of Education

四国地域連携による
女性の学び支援のための
研究協議会プロジェクト

Tokushima
University

文部科学省平成２９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｣
女性の学び支援のための研究協議会の開催

2018年2月3日|土| 9:00-12:10
グランドエクシブ鳴門・ザ・ロッジ
Ehime
University

鳴門市北灘町折野字大川筋182

主催：徳島大学

■お願い
ご参加いただきました皆様全員に、本事業の実証的検証のため、アンケート調査へのご協力をお願いします。
お手数ですが、お帰りになるまでにご記入いただき、受付にてご提出ください。

Kochi
University

協力：四国連携男女共同参画推進プロジェクト委員会
鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学
徳島県県民環境部男女参画･人権課
徳島県立男女共同参画交流センター
徳島県立工業技術センター、大塚製薬株式会社
後援：徳島県･徳島市･男女共同参画学協会連絡会

Schedule

2月2日|金|
17:40 四国5国立大学女性研究者座談会
｢女性研究者の学びとキャリア形成・発展支援の現状と課題の改善に向けて｣
座長：徳島大学副理事･AWAサポートセンター長 葉久 真理
18:40 休憩
19:00 情報交換会

2月3日|土|
四国5国立大学女性研究者研究交流発表会

総合司会：
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･広報主任 上手 洋子

9:00 開会の挨拶
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
香川大学 法学部 教授・男女共同参画推進室長 柴田 潤子 氏
パネリスト
徳島大学病院 泌尿器科 講師 山本 恭代 氏
香川大学 工学部・電子・情報工学科 講師 松下 春奈 氏
愛媛大学 大学院農学研究科・生命機能学専攻 助教 米山 香織 氏
高知大学 人文社会科学部 人文社会科学科 准教授 関 良子 氏
司会：高知大学 安全・安心機構 准教授 廣瀬 淳一
10:05 共同研究プロジェクトプレゼンテーション
徳島大学 大学院医歯薬学研究部 薬理学分野 講師 石澤 有紀 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 伊藤 桃代 氏

10:35 休憩
10:45 ショットガンプレゼンテーション
11:15 休憩
司会：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 村上 弥生
11:25 ショットガンプレゼンテーション

11:55 閉会の挨拶
徳島大学 副理事･AWAサポートセンター 葉久 真理
12:00 アンケート記入
12:05 写真撮影（ホテル1階ロビー）
12:10 終了
12:15 平成29年度第1回四国5大学男女共同参画推進連絡協議会ワーキンググループ会議
挨拶：代表機関 徳島大学理事 根本 幸枝
議長：徳島大学副理事・AWAサポートセンター長 葉久 真理
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2月2日|金|
2F コンペルーム 17:40

四国5国立大学女性研究者座談会
座長：徳島大学副理事･AWAサポートセンター長

葉久 真理
テーマ

女性研究者の学びとキャリア形成・発展支援の
現状と課題の改善に向けて
2F ミストラル 19:00

情報交換会

野地 澄晴

開会挨拶

徳島大学長

ご 挨 拶

愛媛大学 副学長(労務･ダイバーシティ)・教育学部 教授

壽

卓三 氏

ス ピーチ
独立行政法人 国立女性教育会館 理事長

内海 房子 氏

一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと代表理事
男女共同参画推進のための学び・キャリア形成に関する有識者会議委員

小山内 世喜子 氏
閉会挨拶

徳島大学理事･副学長
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根本 幸枝

2月3日|土|
2F ミストラル 9:00

四国5国立大学
女性研究者研究交流発表会
開会挨拶

徳島大学長

野地 澄晴

四国国立大学女性研究者ロールモデル対談
座長：香川大学 法学部 教授・男女共同参画推進室長

柴田 潤子 氏
テーマ

女性研究者の仕事と生活の両立
パネリスト
徳島大学病院 泌尿器科 講師

山本 恭代 氏
香川大学 工学部・電子・情報工学科 講師

松下 春奈 氏
愛媛大学 大学院 農学研究科・生命機能学専攻 助教

米山 香織 氏
高知大学 人文社会科学部 人文社会科学科 准教授

関

良子 氏
3

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
アンケート

本事業の実証的検証のため、アンケート調査へのご協力をお願いします。

写真撮影

ホテル1階ロビーへお集まりください。

終了
シャトルバス

終了後、ホテル玄関前よりご乗車ください。

2F ミストラル 12:15

平成29年度第1回四国5大学男女共同参画推進連絡協議会
ワーキンググループ会議
出席者：同連絡協議会ワーキンググループ会議委員
挨 拶：代表機関 徳島大学理事 根本 幸枝
議 長：徳島大学副理事・AWAサポートセンター長 葉久 真理
※昼食をご用意いたしております。

終了

シャトルバス

終了後、ホテル玄関前よりご乗車ください。
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・お問合せ先
国立大学法人徳島大学 AWAサポートセンター
〒770-8503 徳島市蔵本町3-18-15
TEL 088-633-7538 内線（蔵本83）7629
FAX 088-633-7572
E-mail awa@tokushima-u.ac.jp
URL
http://www.awasapo.tokushima-u.ac.jp

