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鹿児島大学Women in Science for Health（WiSH）
ダイバーシティ研究環境実現プロジェクト

WiSH PLUS

　本学は、2015年に国連サミットで採択された持続可能な開発目標、ＳＤＧｓを意識し、

鹿児島大学憲章にもある、学問の自由と多様性を堅持しつつ、自主自律と進取の精神を尊

重し、地域とともに社会の発展に貢献する総合大学をめざしています。

　一昨年からの新型コロナウイルス感染症により、生活様式の変化や経済活動への影響等

から可視化された社会課題について、「男女共同参画」や「ダイバーシティ」推進の重要度が

増しており、大学の使命として、あらゆる場面で男女共同参画、女性活躍、ダイバーシティ

の視点を取り込み、国際社会と協調する社会をめざす必要があります。

　この度、本学は、令和２年度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（先端型）に採択され、令和７年度までの６年間、女性・若手研究

者支援を通して、女性・若手研究者や上位職への女性教員の増加に取り組み、ダイバーシ

ティ研究環境を実現させるべく、鹿児島大学Women in Science for Healthダイバーシ

ティ研究環境実現プロジェクト（事業名「WiSH  PLUS」）に取り組んでおります。

　本事業「WiSH PLUS」では、これまで進めてきたライフイベント期のキャリア継続支援

等は継続させつつ、女性・若手研究者への研究・国際力向上支援を加えて次なるステージに

立ち、ダイバーシティ研究環境実現に向け、大学一丸となって取組を進めて参ります。

　今後とも本事業にご支援等いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

2021（令和３）年３月

佐野　輝
鹿児島大学長　事業総括責任者

ご挨拶
　　
　　　佐野　 輝 　鹿児島大学長

　　　越塩　俊介　鹿児島大学理事・副学長（総務担当）

　　　馬場　昌範　鹿児島大学理事・副学長（研究・国際担当） 

Ⅰ WiSH PLUS 事業概要
　　
　　
Ⅱ 取組

　1.Potential 
　　若手教員海外研修支援事業

　　国際交流助成事業

　　研究力スキルアップ研修

　　研究力向上学外アドバイザー制度

　2.Leadership 
　　異分野融合研究プロジェクト創出研究助成事業

　　女性・若手大型種目チャレンジ支援事業

　　国際共同研究促進事業

　　「研究教授・研究准教授」制度

　3.Unity 
　　教員公募：ポジティブアクション

　　意識啓発：トップセミナー

　　WiSH PLUS キャラバン

　4.Sustainability
　　国際シンポジウム等

　　基金等の活用

Ⅲ 取組一覧
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　鹿児島大学は、平成21年度に男女共同参画推進室を設置、平成22年１月に鹿児島大学男

女共同参画基本理念を策定し、「一人ひとりが伸びやかに、自分らしく輝くために」を

キャッチフレーズに男女共同参画を推進しています。平成23年から3年間は文部科学省科

学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」により女性研究者支援に取り

組み、事業終了後はそれらを礎に、職種や性別を問わない両立支援等の取り組みを展開し

ています。それらにより、第3期中期目標に掲げた女性研究者比率目標の20％は昨年度達

成しました。しかしながら、大学運営や管理的な立場にある女性比率がまだ少なく、本学は

このことを課題として捉え、更に男女共同参画を推進する必要があると考えています。

　「WiSH PLUS」として取り組む本事業は、女性研究者数増、上位職に占める女性教員数

増を目指し、大学という教育・研究・就業の場に、多様な人を参画させ、多様な視点や考えを

共有でき、且つ活力ある組織に変えていくことを目的としています。

　新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活様式を一変させ、格差や生きづらさをも可

視化しました。その結果、多くの人々にとって、これらの事が他人事ではなくなり、どのよ

うにあるべきかを問う日々が続き、アフターコロナにおいては、ニューノーマルな社会へ

の転換が必須となりました。

　鹿児島大学は、一人ひとりの違いを理解し、その違いを活かすダイバーシティでインク

ルーシブな組織となるよう、これまでの男女共同参画推進の取り組みを継続しつつ、オー

ル鹿大で本事業に取り組んでいく所存です。

　今後とも本事業にご支援賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

2021（令和３）年３月

越塩　俊介
理事・副学長（総務担当）事業実施責任者

　文部科学省科学技術人材育成費補助事業にダイバーシティ研究環境実現イニシアティ

ブ先端型の取り組みは、「健康」と「ライフサイエンス」をキーワードに鹿児島大学Women 

in Science for Health研究推進ワーキンググループ（WiSH WG）が組織されたことに由

来します。その手始めとして、WiSH WGが企画し開催した「女性・若手研究者国際シンポ

ジウムin鹿児島大学～ダイバーシティで拡げる研究のみらい～」（2019年2月28日開催）

から２年が経過しました。この間、WiSH WGに若手研究者が加わり、男女共同参画推進セ

ンター、URAセンター、グローバルセンター、そして３センターを所掌する事務担当課の

協働作業で、本事業における取組内容を検討して参りました。その結果、女性や若手研究者

のポテンシャルを引き出し、リーダーシップを向上させ、持続的なダイバーシティ研究環

境の実現につなげる意味を込めて、事業名を「WiSH PLUS」とネーミングしました。

　WiSH WGの座長からは、Hに「ハピネス」の意味も込めていると伺っています。本事業

が、女性・若手研究者の研究・国際力の向上、イノベーション創出、ダイバーシティ研究環境

の実現、そして人々の幸せにつながるように、学長のリーダーシップの下、大学一丸となっ

た協働・協力体制で実施したいと思います。

　「WiSH PLUS」は、本学が掲げている地域社会の課題解決やグローバルな視点を有する

人材育成の強化とともに、大学の強みと特色を活かした学術研究の推進に寄与するものと

確信しています。本事業への取り組みにご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し

上げます。

2021（令和３）年３月

馬場　昌範
理事・副学長（研究・国際担当）
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　本事業は、鹿児島大学が中期目標・中期計画に掲げる「若手・女性・外国人等の多様な人

材の登用・活躍促進」に向け、「健康」「ライフサイエンス」をキーワードに複数部局の女性

により平成30年に設置したWiSHワーキンググループの企画を本学の戦略に位置づけ、

学長のリーダーシップの下、全学協力体制で、女性・若手研究者の先端的な研究力及び国

際力の向上、女性・若手研究者の更なる増加、上位職への女性の登用を促進させる。

若手教員海外研修支援事業
国際交流助成事業
研究力スキルアップ研修
研究力向上学外アドバイザー制度

異分野融合研究プロジェクト
創出研究助成事業

女性・若手大型種目チャレンジ支援事業
国際共同研究促進事業
「研究教授・研究准教授」 制度

女性の潜在能力（Potential）を引き出し、リーダーシップ（Leadership）を培うために、

大学が一丸となった（Unity）ダイバーシティ研究環境を持続（Sustainability）する。

実施体制と目的

目　　標

取組概要・支援内容

女性・若手研究者の
潜在能力を引き出す

女性研究者の
リーダーシップを培う

大学が一丸となり、
ダイバーシティ研究環境
づくりに取り組む

持続可能な
ダイバーシティ研究環境

を構築する

体制の概要

学　長

研究・国際担当理事総務担当理事
（男女共同参画推進室長）

男女共同参画推進センター

○教員組織（学術研究員）
○教育・研究組織（学部・研究科・機構・学内共同教育研究施設等）
○事務組織等

・各種制度の利用
・セミナー等への参加
・自主的な取組の検討・実施
・女性研究者の採用・登用

URAセンター

グローバルセンター

意識啓発・環境整備

鹿児島大学Women in Science for Health（WiSH） 
ダイバーシティ研究推進ワーキンググループ

鹿児島大学Women in Science for Health（WiSH）
ダイバーシティ研究環境実現プロジェクト

WiSH PLUS

Potential Leadership

Unity Sustainability

先端型：令和2～7年

アドバイザー

連　携 連　携

連　携

検
討
・
企
画

連  

携

学
外
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

研究力向上支援

学 内
組 織

女性研究者
在職比率 23%以

上

上位職に占める
女性教員比率 15%以

上

女性研究者
採用割合 30%以

上

教員公募：ポジティブアクション
トップセミナー
WiSH PLUSキャラバン　

国際シンポジウム
基金等の活用
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　女性や博士課程大学院生を含む若手の研究者キャリアステージに即した研究力、国際力の
向上支援及び国内外で活躍する先進的な研究者が学外メンターとする研究力向上アドバイ
ザー制度の構築により、先端的で国際的評価を得る研究につなげる。

　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症による対応として実施しないこととし、個々の若手教
員のニーズに応じて２か月以上1年以内の海外派遣を行う若手教員海外派遣支援事業に女性枠の
検討を行い設置した。

若手教員海外研修支援事業

　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症による対応として実施しないこととし、本学と海外の
研究機関に所属する女性・若手研究者間の国際共同研究のスタートアップ支援として、事前打ち
合わせや会議等に必要な渡航費等の支援を行う内容等を検討し決定した。

国際交流助成事業

　先進的な研究をしている研究機関や研究経験豊富な国内外の学外メンターによる研究力向上
アドバイザー制度を開始した。

研究力向上学外アドバイザー制度

Ⅱ 取　組

女性・若手研究者の潜在能力を引き出す1.Potential

　利用回数　　１回（３月実施予定）

　異分野融合の共同研究及び大型種目チャレンジ支援並びに「研究教授・研究准教授」制度の
創設等により、女性研究者のリーダー育成と若手研究者の育成を一体的に実施し、女性研究
者の研究力の強化及びマネジメントの向上を図る。

　女性研究リーダーの育成を行い、それにより海外との国際的な異分野融合研究へ発展させ業績評
価につなげ、上位職登用へ結び付けるため、異分野融合研究プロジェクト創出研究助成事業への女
性枠及び若手枠の設置検討を行い、実施した。２回にわたる選考委員会で支援対象者を選考決定し、
研究費の助成を行った。
　女性枠では、女性研究者が研究代表者であることを、若手枠では若手研究者が研究代表者である
ことを条件としている。

異分野融合研究プロジェクト創出研究助成事業

女性枠

研究報告会：令和３年３月31日開催予定

選考結果

女性研究者のリーダーシップを培う2.Leadership

農水産獣医学域獣医学系 助教

医歯学域医学系 教授

若手枠 理工学域工学系 助教

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による対応として実施しないこととし、国際的リー
ダーシップを発揮できる女性研究者を育成するため、女性研究者が中心となって行っている将来
性のある国際共同研究に対して研究助成を行うことについて国際企画推進室会議で検討した。

国際共同研究促進事業

　将来有望な女性・若手研究者に研究専念できる環境を与え、国内外の研究者との共同研究等に
つなげるため、制度創設に向けて検討を行った。

「研究教授・研究准教授」制度

選考結果

女性枠

若手枠
鶴丸　博人

齋田　倫範

農水産獣医学域農学系

理工学域工学系

氏　名 所属先 職 位

松鵜　彩 農水産獣医学域獣医学系 准教授

助教

准教授
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　科学リテラシー向上及び国際派遣並びに国際共同研究につなげるため、研究者ステージに応じ
た研究支援を行うこととし、令和2年度は個別の英語論文校正支援と英語論文書き方セミナー及
びプレゼンテーションスキルアップセミナーを実施した。

研究力スキルアップ研修

本学の女性研究者の本学において行われた研究に関する英語論文
筆頭著者もしくは責任著者（corresponding author）としてImpact Factor（IF）付きの国
際学術誌（Journal）に投稿された学術論文

支援数：8件 医歯学域歯学系　准教授１、助教３
農水獣医学域農学系　准教授１、講師１、特任助教１
農水獣医学域獣医学系　准教授１ 

英語論文校正支援
条件①
条件②

開催日時
講　　師

参加人数

令和２年11月17日（火）
小野　義正氏
（理化学研究所  創発物性科学研究センター）
82人（男性54女性28）

英語論文書き方セミナー

英語プレゼンテーションスキルアップセミナー

基礎 編

開催日時
講　　師

参加人数

令和３年３月19日（金）
小野　義正氏
（理化学研究所  創発物性科学研究センター）
63人（男性32女性31）

開催日時
講　　師
参加人数

令和３年２月16日（火）
小野　義正氏（理化学研究所　創発物性科学研究センター）
63人（男性32女性31）

応用 編

　将来性のある研究を行っている女性・若手研究者が積極的にチャレンジし、研究力強化を図り、
海外派遣や女性の上位職登用につなげるため、女性・若手大型種目チャレンジ支援事業を創設し、
研究推進室会議で支援対象者を選考決定し、研究費の助成を行った。

女性・若手大型種目チャレンジ支援事業
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Ⅱ 取　組

　学長のリーダーシップの下、すべて公募を原則としてポジティブアクションを実施し、採
用・登用に係る状況等を半期ごとに全学会議で確認することなどにより、大学が一丸となっ
てダイバーシティ研究環境を実現する。

　教員選考（研究員含む）時における女性研究者へのポジティブアクションの実施について大学
運営会議で協議決定され、学内通知した。

本学は、女性研究者支援をはじめとする男女共同参画に係る取組を積極的に推進してお
り、女性研究者の積極的な採用・登用を行っています。このため、本公募による採用・登用
に当たっては、能力等が同等であれば女性を優先いたします。
支援内容の詳細（取組み、各種制度、相談体制）については、下記ホームページをご覧くだ
さい。
（鹿児島大学男女共同参画推進センター　https://www.kagoshima-u.ac.jp/atsuhime/）

講演の様子
教員公募：ポジティブアクション

　上位職への女性増を促進させることを目的にオンライ
ンで開催した。

意識啓発：トップセミナー

公募要領記載文 （以下のいずれかを記載）

大学が一丸となり、ダイバーシティ研究環境づくりに
取り組む

1）

本学は、女性研究者支援をはじめとする男女共同参画に係る取組を積極的に推進してお
り、特に本人事においては、女性研究者に限定した採用・登用を行います。従いまして、応
募資格を満たす女性研究者の積極的な応募を歓迎いたします。
支援内容の詳細（取組み、各種制度、相談体制）については、下記ホームページをご覧くだ
さい。
（鹿児島大学男女共同参画推進センター　https://www.kagoshima-u.ac.jp/atsuhime/）

2）

3.Unity

　講演では、松木先生からダイバーシティを推進する上でインクルージョンが必須と、同質性組織の弊害と多様性
のある組織のメリットについて説明され、働き方改革や組織リーダーの目利き、相手の立場に立って考えることが
求められると話された。また、東京大学の女性研究者支援や意識啓発等の取組紹介とともに、多くのデータに基づ
き、研究力等について男女差ではなく個人差として捉える必要性について説明された。その上で、教員選考、公募要
領、環境整備、無意識のバイアスへの働きかけなどのジェンダーダイバーシティへの積極的な解決策の提案と、講
演後の意見交換でのダイバーシティ推進には無意識のバイアスへの働きかけや男子学生や男性の意識改革が重要
であるとの話等から、今後の本学の取組への有意義な機会となった。

アンケート結果

開催日時
講　　師
演　　題

参加人数

令和３年１月21日（木）15：30-17：00
松木　則夫氏（東京大学　大学執行役・副学長）
「東京大学におけるダイバーシティ＆インクルー
ジョン」
130人（学内123学外７）
学内/学長・役員、管理職等教職員、学外/JST関
係者、東京大学関係者

上位職に女性を増やす必要性について

女性を増やすための方策（複数回答） ダイバーシティ研究環境実現のために
必要なこと（複数回答）

上位職に女性を増やすことについて
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■ 大変よく理解できた
■ よく理解できた

■ 増やすべきだ
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82.3%
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■ 男性の意識改革
■ 採用時の無意識のバイアスの払拭
■ ライフイベント期等との研究との両立支援
■ 女性へのキャリアアップへの意識改革
■ 若手研究者への研究力向上支援

■ 意識啓発　■ 環境整備
■ 外国人・若手・障がい者等への支援の充実
■ 推進体制の強化
■ ダイバーシティ宣言
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講演中の様子

日程表

開催日時 学系名

1月5日 11：00ー12：00 農学系

理学系

教育学系

総合研究学系

共同学系

法文学系・臨床心理学系

医学系・歯学系

附属病院

水産学系

連合農学研究科

獣医学系

工学系

1月6日

1月7日

1月7日

1月13日

1月14日 9：00ー10：00

1月14日

1月20日

1月21日

1月25日

1月25日

1月28日

2月24日 総合教育学系

　女性・若手研究者国際シンポジウムや本学独自の基金等の活用により、持続的なダイバーシ
ティ研究環境を構築し、本学の第３期中期目標・中期計画に掲げる「若手、女性、外国人の優秀な研
究者の確保、育成」を第４期中期目標・中期計画中にさらに促進させることにつなげる。

持続可能なダイバーシティ研究環境を構築する4.Sustainability

　佐野輝学長の開会挨拶、文部科学省の三輪善英氏と本事業プログラム主管の山村康子氏の来賓挨拶に続
き、東北大学副学長（広報・共同参画担当）の大隅典子先生による基調講演がなされた。基調講演では、大隅
先生から、自然科学系分野における女性研究者の少ない状況、無意識のバイアス、ダイバーシティがもたら
す研究環境の影響、東北大学の取組み等について、数々のデータや具体事例を交えた講演があった。講演後
には多くの活発な質疑がなされ、今後本学のダイバーシティ研究環境実現を考える有意義なシンポジウム
となった。

　女性・若手研究者支援への活用について検討中である。

基金等の活用

15：30ー16：30

9：00ー10：00

15：30ー16：30

13：30ー14：30

11：00ー12：00

13：30ー14：30

9：00ー10：00

10：00ー11：00

11：00ー12：00

9：00ー10：00

10：30ー11：30

数値目標にかかる状況 （令和３年３月１日現在値）

女性研究者
在職比率 20.9%
上位職に占める
女性教員比率

女性研究者
採用割合 24.4%

13.2%

10 11

　総務担当理事と学系長等が、女性研究者や若手研究者が研究へのエフォートを増やすことがで
きるよう、ダイバーシティ研究環境整備に積極的に取り組んでいくことや、「WiSH PLUS」事業
の数値目標達成に向けて、女性の採用促進、上位職への女性の登用等に係る人事計画等について
懇談する機会としてオンラインで実施した。

WiSH PLUSキャラバン

Ⅱ 取　組

　本事業の周知及び国際的に活躍する女性・若手研究者の育成や研究力向上の重要性の意識付け
を行うキックオフシンポジウムをオンラインで行った。

国際シンポジウム等

開催日時
来賓挨拶

基調講演

参加人数

令和３年３月３日（水）13：00-15：00
三輪 善英 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 室長）
山村 康子 氏（国立研究開発法人科学技術振興機構
　　　　　　　　　　　　　　 科学技術プログラム推進部　プログラム主管）
講師　大隅典子氏（東北大学副学長　広報・共同参画担当）
演題　「みんなちがって、みんないい：ダイバーシティのススメ」
79名（学内65名、学外14名）
　　 本学教職員、学生、JST関係者、他大学関係者
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日月 取組等

令和２年度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（先端型）」選定通知受領

令和２年度科学技術人材育成費補助金交付申請に係る事業計画書等作成依頼
提出（10月9日）

第17回大学運営会議にて、選定結果及女性研究者在籍状況（10月1日値）に
ついて報告

令和２年度科学技術人材育成費補助金交付申請書作成依頼、提出（10月12日）

令和２年度科学技術人材育成費補助金交付決定通知受領

英語論文書き方セミナー（基礎編）の実施

上記について、第229回教育研究評議会で報告、学内通知

WiSH PLUSキャラバン開始（～２月24日：14学系）

男女共同参画トップセミナー開催

第１回WiSH PLUS ワーキング開催

英語プレゼンテーションスキルアップセミナー実施

キックオフシンポジウム開催

国立研究開発法人科学技術振興機構　プログラム主管による訪問調査

令和２年度「WiSH PLUS」事業報告書校了　配信・送付開始（予定）

異分野融合研究プロジェクト創出研究助成事業研究報告会

令和２年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業新規選定機関
「取組概要」資料作成依頼、提出（11月27日）

研究推進室会議にて女性・若手大型種目チャレンジ支援事業の支援対象者を
選考決定（女性枠１件、若手枠２件）、通知（12月11日）

異分野融合研究プロジェクト創出研究助成事業、研究助成対象課題決定
（女性枠２件、若手枠１件）、通知（12月24日）

第25回大学運営会議にて、教員選考（研究員含む）時における女性研究者への
ポジティブアクションの実施として、公募要領記載文言について審議及び決定

令和３年度科学技術人材育成費補助金の交付申請書等関係書類の作成依頼
提出（令和３年１月８日）
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