
■「Q-wea学習会」を開催しました

■「第 3回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウム」を開催しました

Q-wea の動き　Q-wea メンバーで取り組んだイベント等を紹介します

■ 文部科学省科学技術人材育成費補助金「女性研究者研究活動支援事業」に
　福岡大と鹿大が採択！

Q-wea's paper
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発行：Q-wea ＜九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク＞
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シンポジウム会場の様子

（左：平成23年7月、於：長崎大学
　右：平成24年3月、於：佐賀大学）

JST山村康子プログラム主管による
トップセミナー（2月9日）

Q-wea information Q-weaやQ-wea 参加大学のH23.10～H24.3までの活動実績を紹介します
詳しくは上記地図中の各大学の担当窓口までお問い合わせください
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現在 Q-wea に参加している 8大学

Q-wea <九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク>とは

vol.2 編集担当／佐賀大学女性研究者支援室

（Q-wea's net　http://qwea-net.blogspot.jp/）

　平成23年9月3日、長崎大学において「第3回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポ
ジウム」が開催されました。本シンポジウムは、九州・沖縄における女性研究者支援の機運
を高めるとともに、女性研究者間のネットワークをゆるやかに構築することを目的に、各
県の持ち回りにより年 1回開催しています。
　当日は、文部科学省 笹井弘之 生涯学習政策局男女共同参画学習課長による基調講演、大
阪大学社会経済研究所 大竹文雄 教授による特別講演がありました。その後、Q-wea 参加 8
大学の理事・副学長による熱いディスカッションや、各大学の取り組み報告で大いに盛り
上がりました。
　「九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウム」は平成21年9月に宮崎大学で第1回
目が開催され、Q-wea 誕生のきっかけとなりました。平成 22年度は佐賀大学で開催され、
平成24年度は大分大学で12月に開催される予定です。

　Q-weaでは、参加する 8大学の実務担当者による学習会を開催しています。
　平成23年度は、7月29日に長崎大学で「次の一歩を踏み出そう！成果フィードバック
編」、平成24年3月3日に佐賀大学で「アイデア発見、つながり再発見！Q-weaブラッ
シュアップ編」と題して開催しています。
　
　Q-wea では、今後もこうした機会を設け、実務者同士が切磋琢磨しながら、さら
に充実した取り組みの展開を目指しています。

男女共同参画推進センターの下に「女性研究者支援事業本部」を設置　　　
女性研究者支援業務の中核的役割を担うコーディネータの配置

育児、介護等期間中における女性研究者等の研究活動を支援する補助者の配置

「男女共同参画トップセミナー」、「女性研究者キャリア形成セミナー」、　
「museカフェ」（女性研究者等交流会）、「女性研究者支援シンポジウム」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

これらの実質的な女性研究者支援に関する取組を通じて、事業期間内に女性研究者支援体制や女性研究者を増
やすためのシステムの基礎作りをし、事業期間終了時（平成26年度）には、女性研究者在職比率17％（期間中
の女性研究者採用率30％［うち自然科学系分野25％］）を目指すこととしています。今後ともご支援ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

「女性研究者研究活動支援事業」は、女性研究者がその能力を最大限発揮できるよう出産・子育て又は介護と
研究を両立するための環境整備を行う取り組みを推進するものです。九州・沖縄地区では、鹿児島大学と福岡
大学が新たに採択されました。今回は鹿児島大学の取り組みを紹介します。

○女性研究者支援体制の整備　

○研究支援員の配置

○メンター制度の創設

○各種意識啓発事業の開催

○ロールモデル誌の作成
　　　　　　　　　　　　など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【鹿児島大学からのメッセージ】

佐賀大学　第3回介護予防・介護講座　
10/18　12:00～13:00　佐賀大学本庄キャンパス　産学官連携推進機構棟１階　相談室

　Q-wea（きゅーうぃ）とは、
九州・沖縄地区の女性研究者支
援に携わる大学等によるネット
ワークで、現在 8 大学（右地図
参照）が参加しています。ネット
ワーク形成の契機となったのは、
文部科学省科学技術人材育成費
（旧科学技術振興調整費）「女性
研究者支援モデル育成」事業に
複数の機関が採択されたことに
よります。
　Q-wea では、女性研究者支援
や働きやすい環境づくりに関す
る情報交換を進めるとともに、
女性研究者支援モデル育成にふ
さわしく、九州・沖縄地区での
先例的モデル群としての相乗効
果や、多様なアイデアを広く発
信するような場をつくっていき
たいと考えています。

熊本大学　全学的な男女共同参画推進フォーラム×第24回熊大ビジネス講座「NO LIMIT TO YOUR POWER!」
10/12　14:30～16:00　熊本大学黒髪キャンパス　工学部百周年記念館

熊本大学　理系の女性ロールモデル「聞いてみんね、見つけんね！」女子中高生のための講演会　第1回
10/22　14:00～16:30　熊本大学本荘・九品寺キャンパス　医学部保健学科　E棟５階

熊本大学　「バッファリングによる女性研究者養成の加速」シンポジウム
3/26　13:00～17:00　熊本大学黒髪キャンパス　くすの木会館レセプションルーム

九州大学　第8回スキルアップセミナー「PIを目指してスキルアップするために」
11/15　15:30～17:30　九州大学箱崎キャンパス　創立五十周年記念講堂４階小会議室

九州大学　第9回スキルアップセミナー「女性研究者英語能力向上セミナーⅡ」
3/14　13:30～17:00　JR博多シティ会議室
九州大学　第10回スキルアップセミナー「女性研究者のためのコーチング研修～人と人との繋がりを大切にする職場づくり～」
3/23　13:30～16:30　九州大学箱崎理系地区２１世紀交流プラザⅠ１階　多目的ホール

琉球大学　第61回琉大21世紀フォーラム「男女共同参画社会の実現に向けて－国立大学の役割－」
11/17　16:20～17:50　琉球大学研究者交流施設　50周年記念館

宮崎大学　第2回宮崎大学男女共同参画シンポジウム　みんなで考えよう！宮崎大学のワーク・ライフ・マネジメント
1/6　13:10～15:30　宮崎大学木花キャンパス　農学部講義棟L206　

宮崎大学　メディカルトライアングルシンポジウム in 宮崎　地域医療現場での男女共同参画
1/21　14:00～17:30　宮崎大学清武キャンパス　医学部臨床講義棟105

宮崎大学　女子高校生のためのサイエンス体験講座 in 宮崎大学
3/6・7　9:00～16:00　宮崎大学内

鹿児島大学　男女共同参画トップセミナー
2/9　15:30～17:00　鹿児島大学大学院連合農学研究科棟３階

鹿児島大学　「museカフェ」～女性研究者間ランチミーティング～
10/19　12:00～13:00　鹿児島大学事務局棟

佐賀大学　「三世代サポート型佐大女性研究者支援」シンポジウム　
3/2　13:00～17:10　佐賀大学本庄キャンパス　理工学部6号館DC棟1階・都市工学科大講義室

佐賀大学　トライアル型学童保育　
12/26～1/6　8:30～17:00　佐賀大学本庄キャンパス　文化教育学部9号館1階プレイルーム

長崎大学　キャリア講演会
10/28　16:10～18:10　長崎大学文教キャンパス　総合教育研究棟

宮崎大学　男女共同参画推進セミナー　医療スタッフがいきいきと働くためには
11/18　17:00～18:30　宮崎大学清武キャンパス　医学部臨床講義棟105
大分大学　男女共同参画トップセミナー
12/6　14:00～15:00　大分大学事務局棟第2会議室
長崎大学　第二回長崎大学男女共同参画推進シンポジウム
12/9　13:00～16:50　長崎大学坂本キャンパス　良順会館

琉球大学　学長・理事と女性教職員との懇談会
12/19　15:00～16:50　琉球大学本部棟第一会議室4階

大分大学　男女共同参画公開講座
1/19　14:00～16:00　大分全日空ホテル

長崎大学　メンターカフェ
1/27　14:00～15:30　長崎大学おもやいセンター　プレイルーム

長崎大学　第三回イクメン交流会
2/11　11:00～13:30　長崎大学おもやいセンター　プレイルーム
大分大学　英語論文の書き方セミナー
2/17　13:00～16:00　医学部臨床大講義室

大分大学　医学部男女共同参画講座
3/12　15:30～16:30　医学部臨床大講義室

Q-wea　Q-conference2011　ポスター出展「Q-weaってなあに？～女性研究者支援から生まれる大学間連携～」
2/18　12:30～18:00　九州大学箱崎キャンパス　創立五十周年記念講堂

Q-wea　第3回Q-wea学習会「アイデア発見、つながり再発見！Q-weaブラッシュアップ編」
3/3　13:00～16:00　佐賀大学本庄キャンパス　産学官連携推進機構棟３階

九州・沖縄地区で女性研究者支援事業に携わる大学等が自由に情報等を交換できる
ネットワークです

鹿児島大学の主な取り組み内容(平成23～25年度)

TEL: 092-642-7233 ・MAIL: office@sofre.kyushu-u.ac.jp

TEL: 097-554-8573 ・MAIL: fsupport@oita-u.ac.jp

TEL: 0985-58-7508 
MAIL: info-athena@med.miyazaki-u.ac.jp

TEL: 0952-28-8716 
MAIL: kasasagilab@mail.admin.saga-u.ac.jp

TEL: 095-819-2889
MAIL: omoyai@mi.nagasaki-u.ac.jp

TEL: 096-342-3281
MAIL: gender@jimu.kumamoto-u.ac.jp

TEL: 099-285-3012 
MAIL: gender@kuas.kagshima-u.ac.jp

TEL: 098-895-8022 
MAIL: jnsmnin@to.jim.u-ryukyu.ac.jp

Q-weaでは、ブログを開設し、九州・沖縄
地区の女性研究者支援に関する活動を随時
情報発信しています。是非ご覧下さい。

鹿児島大学　「museカフェ」～女性研究者間ランチミーティング～
12/16　12:00～13:00　鹿児島大学医学部保健学科棟

鹿児島大学　「museカフェ」～女子大学院間交流会
3/13　14:00～15:30　鹿児島大学大学院連合農学研究科棟小会議室

Q-wea ＜九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク＞とは

熊本大学　理系の女性ロールモデル「聞いてみんね、見つけんね！」女子中高生のための講演会　第2回
11/12　14:00～16:00　熊本大学本荘・九品寺キャンパス　医学部保健学科　E棟５階



各大学のトピックス　Q-wea に参加する 8大学の取り組みを紹介します（50 音順）

『研究サポーター事業』を
　はじめました

大分大学

大学入試センター時学内一時
託児サービスを実施

鹿児島大学

女性研究者のスキルアップを
応援しています

九州大学 熊本大学

シンポジウムを開催しました

佐賀大学

集大成シンポジウムの開催

長崎大学

女性医師の活用を目指して

宮崎大学

第61回琉大21世紀フォーラム
琉球大学

　九州大学女性研究者キャリア開発センターでは、
文部科学省科学技術人材育成費「女性研究者養成シ
ステム改革加速」事業の一環として、女性研究者の
スキルアップやキャリア開発の支援にも力を入れて
います。国際学会での論文発表に必要となる交通費
等や学術雑誌に論文を投稿する際の英文校閲経費を
支援する「国際学会派遣支援」「英文校閲経費支援」
では、平成23年度実績で合計17件（学会：13件、校
閲：4件）の申請が採択となりました。
　また、学内外から講師を迎え、「学生との接し方」
「研究リーダーへの道」「研究資金の獲得」「英語
運用能力向上」などをテーマとするスキルアップセ
ミナーの開催も行っています。

　乳幼児や学童をもつ教職員（非常勤職員を含む）
が、大学入試センター試験時に試験監督等に従事す
る際の保育支援として、大学が契約した保育スタッ
フ派遣事業者による学内一時託児サービスを平成
24年1月14日・15日に初めて実施しました。
　今回は郡元キャンパスの会議室を使用して、教職
員3人の子供4人を預かりました。子供たちは、保
育士や学生ボランティアとボール遊びや絵を描いた
り、絵本の読み聞かせをしてもらったりして楽しん
でいました。利用した職員からは「送迎の時間など
気にせず安心して業務に従事できた」「子どもがと
ても楽しんでいたようでまた利用したい」などと好
評でした。

　熊本大学テレビ放送公開講座では、平成23年11月
26日からの5週にわたり、5人の女性教員を紹介する
ドキュメンタリー番組「私はここで輝く！～熊大の
女性プロフェッサーたち～」を放送しました。番組
では、毎回一人の女性教員にスポットを当て、教育
・研究者として、女性として、また一人の人間とし
て、さまざまな角度か
ら魅力に迫りました。
男女共同参画コーディ
ネーターの粂昭苑発生
医学研究所教授、岸田
光代大学院自然科学研
究科教授、八幡彩子教
育学部准教授の3名も
登場しています。
　なお、番組はWeb配
信しており、政策創造
研究教育センターのホ
ームページからもアク
セスできますので、是
非ご覧下さい。
（http://www.cps.kumamoto-u.ac.jp/）

　平成24年1月21日、「メディカルトライアング
ルシンポジウムin宮崎」を開催、医療関係者をは
じめとする約70名が参加しました。本シンポジウ
ムは、本学が採択された「内閣府 地域における男
女共同参画連携支援事業」の一環として実施した
ものです。
　この事業は、宮崎県・宮崎市・宮崎県医師会と
の協働で取り組むものであり、女性医師を対象と
したヒアリング調査や交流機能を強化したウェブ
サイト開設、検討会での協議などを通じて、医療
現場における男女共同参画推進や働きやすい環境
づくりの可能性について検討を行ってきました。
平成24年度には関連機関の連携をさらに強化し、
今年度の成果を踏まえたきめ細かな取り組みを
展開することが予定されています。

　平成24年3月2日、「三世代サポート型佐大女性
研究者支援シンポジウム～女性研究者支援が男女
共同参画推進に果たす役割と効果～」を開催、本
学教職員をはじめとする約100名が参加しました。
本シンポジウムは、平成21年度に本学が採択され
た「女性研究者支援モデル育成」事業の一環と
して実施したものです。
　シンポジウムでは、菅原室長、伊達室長より、
それぞれの大学の取り組みについてご講演頂きま
した。続いて、佐賀大学の実施体制であるキャリ
ア支援・育児支援・介護支援の三部門それぞれに
の三年間の取り組みの成果と課題について報告し
ました。以上の成果報告に基づき、パネルディス
カッションでは、採択期間終了後に向けて、女性
研究者支援室から大学に期待する点について、活
発な議論が繰り広げられました。

①育児・出産する者に加え介護者も申請可能。
②育児は小学校6年生までの児童が対象。
③全学部・研究科が対象。
④男性研究者も配偶者の職業に関係なく申請可能。

　平成24年2月末現在、4人の研究者が研究サポー
ター事業を利用しています。昨年12月中旬から本
事業を利用している
女性研究者（医学部）
からは、「子供の迎
えや病気に左右され
ずに実験を進めたい
と思っていた。一人
より早く、効率的に
できるようになった」
とのコメントを頂いて
います。

女性研究者の魅力に迫る！
　琉球大学では、平成23年11月17日に第61回琉大
21世紀フォーラムを開催しました。フォーラムは、
男女共同参画推進の取組みで先行するお茶の水女子
大学・羽入佐和子学長を講師にお迎えし、「男女共
同参画社会の実現に向けて－国立大学の役割－」と
題して御講演をいただきました。講演は、「男女共
同参画社会基本法」に基づいて、「第三次男女共同
参画基本計画」を実現させるために教育研究機関で
ある大学は何ができるのかということを、同大学の
効果的な取組事例等を紹介しながら行われました。
講演の中で、取組みによる主な効果として、「研究
補助者の配置による効果」、「勤務時間9時－5時の
推進による効果」等があげられ、その後、参加者か
ら活発な質疑応答が行われました。
　参加者からは、「男女共同参画に対する理解が深
まった」、「男女共
同参画を推進するた
めに何をすべきかを
考える機会となった」
等の声があり、今後
本学の男女共同参画
を推進する上で、職
員一人一人の意識を
変えていくよい機会
となりました。

　長崎大学では、平成23年12月9日に「第2回長崎
大学男女共同参画推進シンポジウム」を開催しま
した。本シンポジウムは、平成21年度から実施し
てきた女性研究者支援モデル育成事業の最終年度
として、この3年間の成果を発表しました。片峰学
長からの開会挨拶に続き、第一部では国境なき医
師団日本会長・黒﨑伸子先生の特別講演、そして
第二部では活動の三本柱である「人間環境支援部
門」「両立支援部門」「女性研究者支援部門」の
各部門長からの発表を行いました。また第三部で
は、男女共同参画啓発の寸劇を実施し、長崎県や
長崎市の男女共同参画推進センター、ながさき女
性医師の会にご協力頂き、長崎における様々な男
女共同参画の取り組みの発表をして頂きました。

　研究者のワークライフバランスを支援し、研究活
動の活性化を促進することを目的として、『研究サ
ポーター事業』を平成23年11月1日に開始しました。
本事業は学内経費で運営されており、幅広く支援を
行うため、申請資格は次のようになっています。


