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12月13日（金）、ぎふ清流参画ネット（岐阜県内自治体男女共同参画意見交

換会）を開催しました。男女共同参画推進室では、平成23年度から県内自治体

の男女共同参画担当者を対象に意見交換会を開催しています。3回目の今回は、

県内14自治体から17名、学内から5名の参加がありました。

第1部は、岐阜県担当者から、「岐阜県男女共同参画計画案（第３次）」のポ

イントについて説明がありました。第2部では、2つのグループに分かれ、各自

治体での「男女共同参画推進上の課題」、「成功した取組例」、「他の自治体へ

の質問」について意見交換を行い、最後に、各グループでの議論を全体で共有し

ました。自治体の参加者からは、「次回も参加したい（16名）」「どちらかと

いえば参加したい（1名）」と大変有意義な交流会となりました。

岐阜大学男女共同参画推進室は、今後も県内自治体と連携して取り組みを進め

ていきます。

▲ 意見交換会の様子

アンケート結果

★本日の意見交換会はいかがでしたか？

・審議会への女性委員登用をどのように進めたらよいか。

・自治会等、町づくりにおける女性活動

・企業へのアプローチ方法

・講座のテーマ、成功例

・コラボ企画

★今後、取り上げてほしいテーマ

★ご意見、ご感想など

・これから計画が出来て本腰を入れる町にとって、総て

が勉強になった。

・集まる機会が欲しい。

・もっと時間をかけてグループディスカッションがしたい。

・もう少し早い時間からやってほしい。

・少ないスタッフの中で、事業の取り組み方は変わらな

い。要は、切り口をどう工夫するのか。まず予算確保

から出発。

岐阜県では、男女共同参画社会の実現をめざして、平成15年に「岐阜県男女が平等に人として尊重

される男女共同参画社会づくり条例」を施行、第２次岐阜県男女共同参画計画（平成21年～25年）を

策定しました。また、平成４年から５年ごとに「男女共同参画に関する県民意識調査」を実施しており、

平成24年８月に実施された調査結果を岐阜県HPから閲覧することができます。



元気な幼児～小学１年生のお子さん大募集！
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12月9日（月）、16日（月）に連合農学研究科1年山本彩織さん、

応用生物科学研究科1年山下有希さん、同1年南谷理紗さんが岐阜県立

岐山高等学校の理数科2年生80名を対象とした出前講義を行いました。

山本さんは「ライチョウの研究と私の進路選択」、山下さんは「これ

までの歩み」、南谷さんは「わたしの研究と進路」と題して講演を行い

ました。講演で大学院での研究とこれまでの進路選択の話を聞いた生徒

からは、「実際に迷っていることを直球で聞けたので本当に良かった。

進路選択に活用していきたい」、「自分

のことと比較しながら聞けたので良かっ

た」（高校自己評価より）といった声が

聞かれました。大学院生による研究紹介

と進路の話が科学への関心を高めるとと

もに、進路選択の一助ともなったようで

す。

▲ 山本彩織さん

▲ 山下有希さん▲ 南谷理紗さん

岐大生と一緒に

日時：2月15日（土）13:15～15:00 (受付13:00～)

場所：岐阜大学地域科学部 地101講義室

岐阜大学地域科学部 近藤真庸研究室（ shinyo118@yahoo.co.jp）
①保護者・お子さんのお名前 ②お子さんの年齢 ③お子さんの通っている幼稚園、学校名

をご記入の上、上記のアドレスに送信してください（QRコード可）。

折り返し連絡があります。

参加費無料

☆大学生のお兄さん・お姉さんと一緒に「お楽しみ会」（歌、ゲーム）！

★みんなでダンスの練習をします。「発表会」でのお子さんたちのパフォーマンスを

お楽しみください！

☆お子さんたちが練習している間、保護者の方は“子育てトーク”で交流！

★講師は、“歌って踊れる大学教授”近藤真庸先生。

「ビューティフルネーム － 世界でたった一つの贈り物」と題して、歌と音楽紙芝居を

まじえた、笑いと涙の“子育てトーク”をお楽しみください。

【 問い合わせ・申込み先と申込み方法 】

【主催】岐阜大学地域科学部 近藤真庸研究室 【後援】 岐阜大学男女共同参画推進

地域科学部 社会活動演習「地域の子育て支援」プロジェクト
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教職員の方には学内便による貸出しも行って

います。蔵書リストからご希望の書籍と学内の

宛先および連絡先（電話番号）を、男女共同参

画推進室までメールまたは電話でお知らせくだ

さい。学内便にてお届けいたします。ご利用後

は、学内便にて男女共同参画推進室宛てにご返

却ください。

学内便による貸出方法

トップページ

「お役立ち情報」

の中にある

「貸出図書・DVD」

をクリック

男女共同参画推進室ホームページでご覧いただく

ことができます。

カモミール・カフェには、キャリア形成、子育て、介護、ワーク・

ライフ・バランスに関する図書があります。図書は、カモミール・カ

フェで自由に閲覧していただけるほか、貸出しも行っています（貸出

期間は原則２週間）。学内の方ならどなたでもご利用いただけます。

カモミール・カフェには、他にも多数の関連図書を備えています。

ぜひ、ご活用ください。

他にも、たくさんの図書が入りました。蔵書リストをご覧ください。

番号 分野 タ イ ト ル 著 者 名 出 版 社 出版年

201 ｷｬﾘｱ
キャリアショック ― どうすればアナタは自分で
キャリアを切り開けるのか？

高橋 俊介 著
ソフトバンククリエイティ
ブ株式会社

2006

202 ｷｬﾘｱ ムダな仕事はもう、やめよう！ 吉越 浩一郎 著 かんき出版 2008

203 ｷｬﾘｱ
部下を好きになってください ― ＩＢＭの女性活用
戦略

内永 ゆか子 著 勁草書房 2007

204 ｷｬﾘｱ 女性の人材開発 川喜多 喬 編 ナカニシヤ出版 2006

205 WLB 愚かな働き者になるな 愚かな金持ちになるな：
「ワーク・ライフ・バランス」の発想

竹村 健一 著 青萌堂 2007

206 ｷｬﾘｱ 「婚・産・職」女の決めどき 牛窪 恵 編 大和書房 2010

207 子育て 35歳からのはじめての妊娠・出産 笠井 靖代 著 ナツメ社 2009

208 介護 最強の老人介護 三好 春樹 著 講談社 2008

209 介護 介護タブー集 三好 春樹 著 講談社 2006

210 ｷｬﾘｱ おひとりさまの「法律」 中澤 まゆみ，小西 輝子 著 法研 2009

211 ｷｬﾘｱ
波濤を越えて ― 米国女性科学者の偏見・差別・
平等

末岡 多美子 著 医療文化社 2001

212 ｷｬﾘｱ 入門の入門 知的財産のしくみ 土生 哲也 著 日本実業出版社 2009

213 ｷｬﾘｱ 女に生まれたら、コレを読め ○活必勝法 勝間 和代 著 扶桑社 2010

214 ｷｬﾘｱ
ビジネス・プロフェッショナル：「プロ」として生きるた
めの10話

大久保 幸夫 著 ビジネス社 2006

215 ｷｬﾘｱ 実践リーダーをめざすひとの仕事術
メアリー・ウィリアムズ，
キャロリン・エマーソン 著

新水社 2005

216 ｷｬﾘｱ
結局、どんな仕事でも楽しめる人がやりたい仕事
に出会える！

中田 匡紀 著 明日香出版社 2008

217 ｷｬﾘｱ ビジネスマンのためのスピーチ上手になれる本 羽田 徹 著 同文舘 2008

218 子育て シアーズ博士夫妻のマタニティブック ウイリアム・シアーズ 著 主婦の友社 2009

219 子育て 新編 シアーズ博士夫妻のベビーブック ウイリアム・シアーズ 著 主婦の友社 2009

220 子育て シアーズ博士夫妻のチャイルドブック ウイリアム・シアーズ 著 主婦の友社 2009

221 子育て おうちでできるシュタイナーの子育て クレヨンハウス編集部 編 クレヨンハウス 2010

222 ｷｬﾘｱ
イノベーションの作法 ― リーダーに学ぶ核心の
人間学

野中 郁次郎，勝見 明 著 日本経済新聞出版社 2007

223 ｷｬﾘｱ そろそろ産まなきゃ出産タイムリミット直前調査 三浦 天紗子 著 阪急コミュニケーションズ 2008

224 WLB 結果を出して定時に帰る時間術 小室 淑恵 著 sasaeru文庫 2008

蔵書リスト
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岐阜大学男女共同参画推進室（人材開発部職員育成課男女共同参画係） URL：http://www1.gifu-u.ac.jp/~sankaku/

〒501-1193 岐阜市柳戸1-1 Tel：058-293-3378 Fax：058-293-3396 Ｅ-mail：sankaku@gifu-u.ac.jp

＊男女共同参画に関するご意見・ご要望は、男女共同参画推進室にお願いします。

12月17日（火）、カモミール・カフェにて「クリスマス交流会」

を開催し、林 正子室長、松井 真一特任助教、学生、教職員13名の参

加がありました。

クリスマス交流会は、男女共同参画推進室の活動紹介とともに、学

年や研究科を超えた学生同士そして教員との交流の場となり、参加者

は、お互いの研究活動や進学についての情報交換を行いました。同じ

キャンパスで学び働きながらも、普段は接する機会の少ない人たちと

繋がりを持つ良い機会となりました。

平成25年12月25日（水）、学内保育園「ほほえみ」にて「クリスマス会」が開催されました。保育士

さんと各組による出し物が終わると、鐘の音とともにプレゼントが入った大きな袋を持ったサンタクロー

スが登場！ 園児からのたくさんの質問に笑顔で答えてくれました。

▲わきあいあい、話は終始尽きません
でした。

「サンタさ～ん♫」
大きな声で呼びました。

陽気な
音楽隊!?

みんな、お手紙
ありがとう。

サンタさんと
記念撮影

やったぁ～～⤴

保育士さんからハンドベル演奏
のプレゼントに拍手喝采

保育士さんの紙芝居に身を乗り
出して聞き入る園児

サンタさん登場！！

いい子には、プレゼント
を持ってきたよ☆


