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 トピックス 

本学に在職する職員・契約職員・パート職員（但し、パート職員の場合は社会保険加入者に限る。） 

※ 原則職員の配偶者が就労している場合のほか、配偶者の病気入院等により、サービスを利用しなければ、

就労することが困難な状況にある場合（勤務時間帯における利用のみを対象） 

・０歳から小学校３年生までの乳幼児及び児童 

・健全育成上の世話を必要とする小学校６年生までの児童 

 

・就労のための家庭内における保育（家庭以外は、利用不可） 

・家庭と保育所等との間の送迎 

[ 使用できない例 ] 

 施設間の送迎、集団保育、イベント保育、院内保育、利用者の家庭ではない場所（ベビーシッター宅等）で

の保育、キャンセル料、保険料 

・１日当たり1,700円（使用は１日に１枚（回）、１回につき1,700円以上のベビーシッター派遣料金が対象） 

・割引券（育児クーポン券）の交付限度は、１家庭につき１か月24枚まで、１年間に280枚まで 

・ベビーシッター利用時に、利用料金から1,700円を差し引いた金額を、ベビーシッターの派遣事業者に支払う。 

・利用できるのは、純然たる在宅保育サービス提供の対価のみ（交通費やキャンセル料は不可） 

 ベビーシッター派遣事業者は、「（財）こども未来財団」と割引券取扱契約を締結している事業者が対象です。 

利用可能な事業者については、同財団ＨＰ http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/babysitter/25bs002toriatsukai.html  

割引券取扱契約を締結している事業者以外の利用については、「ベビーシッター割引券」はご利用いただけませんの

で、ご注意ください。 

申込書のダウンロードなど詳しくは、http://web.jim.gifu-u.ac.jp/jinjika/baby-sitter/homepage/index.html 

 本学職員が在宅保育サービス（または自宅と保育所間の送迎サービス）を

利用する際に、ベビーシッター割引券をご利用いただけます。 
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妊娠中の体調不良時の休息や、復職後に搾乳等を

必要とする方が優先して使用できる休憩室です。

空室時には、上記以外の理由でも利用することができます。

利用上のルールに関する詳細は、
学部事務室にお問い合わせください。

  休憩室の看板（例） 
  看板は各学部によって 
  異なります。 

 各学部棟および本部棟に、休憩室が整備されています。 

休憩室は、妊娠中の体調不良時の休息や、復職後に搾乳等を必要とする方が優先してご使用いた

だけるほか、男女教職員の休憩に、適宜ご利用いただけます。 

 利用方法の詳細については、学部事務室（本部休憩室については職員育成課男女共同参画係）

に、休憩室全般に関するご意見ご要望は、男女共同参画推進室にお寄せください。 

医学系研究科休憩室 
（医学部本館2階  
    西側ラウンジ） 

医学部看護学科休憩室 
（新棟6階 618） 

応用生物科学部休憩室 
（２階 応接室） 

教育学部休憩室 
（１階 旧当直室） 

地域科学部休憩室 
（１階 旧当直室） 

大学本部休憩室 
（本部棟２階西側） 

工学部休憩室 
（１階 旧当直室） 

 休憩室は、平成25年4月で運用開始から1年がたちまし

た。この間、体調不良等による休憩が21件、搾乳・授乳が

2件、その他の目的による利用が30件ありました。利用者

からは、静かに休養することができてよかったとの感想も

寄せられています。 

 今後もぜひご活用ください。  

  利用状況 

（件） 
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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 蔵書リスト 

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）。 

 また、岐阜大学や他大学のロールモデル集・ニューズレター

等を閲覧することもできます。 

学内の方ならどなたでもご利 

用いただけます。 

 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 

184 WLB 2011年 ライフデザイン白書 加藤 寛 ぎょうせい 2010 

185～
187 

ｷｬﾘｱ マインドマップ超入門 トニー・ブサン 
ディスカバー・トゥエン
ティワン 

2008 

188 ｷｬﾘｱ BEYOND BIAS AND BARRIERS   
NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES 

  

189 ｷｬﾘｱ 
それぞれの立場 それぞれの気持ち 職場のダイ
バーシティーと人権(DVD) 

  東映株式会社 2011 

190 介護 介護の時代 1 仕事との両立(DVD) 渥美 由喜 ライフケアパートナーズ 2012 

191 介護 介護の時代 2 介護保険制度を知る(DVD) 渥美 由喜 ライフケアパートナーズ 2012 

192 ｷｬﾘｱ 
「社会を変える」を仕事にする：社会起業家という
生き方 

駒崎 弘樹  英治出版 2007 

193 ｷｬﾘｱ 高校生のための東大授業ライブ ガクモンの宇宙 東京大学教養学部 編 東京大学出版会 2007 

194 ｷｬﾘｱ 
ネガティブのすすめ 
―プラス思考にうんざりしているあなたへ 

最上 悠 著 あさ出版 2007 

195 ｷｬﾘｱ 
人生の安定成長をうながし夢を収穫しつづける 
ハーベスト時間術 

長沢 有紀 著 総合法令出版 2009 

196 ｷｬﾘｱ 女性リーダーのキャリア形成 篠塚 英子 編著 勁草書房 2004 

197 ｷｬﾘｱ 女性の仕事環境とキャリア形成 櫻木 晃裕 編著 税務経理協会 2006 

198 ｷｬﾘｱ ハッピーキャリアのつくりかた 金澤 悦子 著 ダイヤモンド社 2006 

199 ｷｬﾘｱ 
キャリア・アンカー：自分の本当の価値を発見しよ
う 

エドガーH・シャイン 著 白桃書房 2003 

200 ｷｬﾘｱ 
キャリア・サバイバル：職務と役割の戦略的プラン
ニング 

エドガーH・シャイン 著 白桃書房 2003 
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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。 

 4月22日（月）、カモミール・カフェにおいて、「サ

イエンス夢追い人育成プロジェクト」説明会を開催し、

大学院生５名が参加しました。 

 説明会では、出前講義の概要について紹介し、参加し

た大学院生の皆さんは、講義で使用されたスライドを見

ながら、イメージをつかんでいました。 

「サイエンス夢追い人育成プロジェクト」 
説明会を開催しました。 

出前講義の実施者に９名の登録がありました。 

 ランチを食べ 

ながら、和やか 

な雰囲気で説明

会がおこなわれ 

ました。 

 サイエンス夢追い人育成プロジェクト（女子大学院生による出前講義）

の実施者募集に、修士課程１年生から博士課程２年生までの計９名の登録

がありました。内訳は、教育学研究科１名、応用生物科学研究科・連合農

学研究科８名となっています。 

 今後は、オリエンテーションやセミナーをおこない、実施に向けて準備

を進めていきます。 

  

３名の研究者に研究補助員を配置しています。 

 研究補助員（研究支援者）配置制度は、育児や介護等により研究時間の確保が困難な女性研究者 

（一部男性研究者）に研究補助員を配置する制度です。平成25年度第１期では、３名の女性研究者の

申請が採択され、研究補助員が配置されています。研究補助員は、データ入力、データ解析、実験補助

などをおこなっており、これらの経験を通して補助員自身のスキルアップも期待されます。 

 次回の募集は、8月を予定しています。 

  

  

春 の 遠 足    
学 内 
保育園 

「すこやか」 
「ほほえみ」 
 

 平成25年4月26日（金）、学内保育園「すこやか」と「ほほえみ」では園児らが遠足に出かけました。

お天気にも恵まれ、楽しい一日となりました♪  

なかよく あるいたよ 
もうすぐ つくかなぁ？ 

さかみちも 
ぐんぐん あるいたよ。 

なにがあるかな？ 

おたのしみの おべんとう 
いただきま～す！ 

どうぞ。 
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