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◎岐阜大　トップマネジメントセミナー

◎（株）アピ　ロールモデル講演会
◎岐女大　トップマネージメントセミナー

◎岐薬大　トップマネージメントセミナー
◎岐女大　フォーラム
◎英語セミナー（定員30名程度）

◎（株）アピ　トップマネージメントセミナー
◎岐阜大　ロールモデル講演会

◎岐薬大　ロールモデル講演会
◎英語セミナー（定員6名程度）

◎岐阜大　ロールモデル講演会

◎岐女大　ロールモデル講演会
◎英語セミナー（定員30名程度）

◎（株）アピ　フォーラム

◎英語セミナー（定員6名程度） ◎岐薬大　シンポジウム
　（8月もしくは9月予定）

◎岐薬大　フォーラム
　（9月もしくは10月予定）

◎岐阜大学　フォーラム
　（1月もしくは2月予定）

21日（木）　15:00～16:00
講　　師：伊藤史恵氏（文部科学省高等教育局企画官）
講演主題：■■■■■■■
会　　場：岐阜大学講堂

日時未定
講師：春日井理恵氏
　　　（主婦・自営業、元岐阜市役所勤務）

10日（木）　15:00～16:00
講　　師：箕浦由美子氏（岐阜新聞生活文化部長）
講演主題：「『女性が輝く岐阜』に向けての
　　　　　女子大学の役割：女性研究者が『地方』で
　　　　　研究を続けるには―取材で出会った人々」
会　　場：未定

Event NewsEvent News 平成28年度の予定 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（連携型）」
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岐阜大学・岐阜薬科大学・岐阜女子大学・アピ株式会社の４機関が連携しておこなう「地域循環型女性研究者育成・
支援プログラム」が、平成 27 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（連携型）」に選定されました。
本事業は、連携機関が各々の特徴を活かして連携し、共同研究を通じて女性研究者の研究力を強化するとともに、

地域内での女性研究者の流動性を高めつつ、安定した活躍の場を確保することによって、地方創生にも繋げるプロ
グラムです。
連携型共同研究プロジェクト支援による研究力の強化、女性限定教員公募等のポジティブ・アクション実施、リー

ダーシップ育成教育等の実施により、女性研究者比率向上と女性研究者の上位職（教授・准教授）登用を積極的に
進めることを目標としています。

　全体としてバランスの取れた取
組内容であり、地域の教育・研究
機関、企業が各々の特性を活かし
て連携し、共同研究を通して女性

研究者の研究力を強化するとともに、地域内
での女性研究者の流動性を高めつつ安定した
活躍の場を確保することを目指し、地方創生
にも繋げる計画としていることは評価できる。

　女性限定教員公募等のポジティ
ブ・アクション、連携型共同研究
プロジェクト支援による研究力の
強化に加え、リーダーシップ育成

教育等を行うことにより自然科学系の広い分
野において女性研究者の上位職（教授、准教授）
への登用を意欲的に進めることを期待する。

プロジェクトの紹介

平成２７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（連携型）」

選定コメント（科学技術振興機構「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業員会」）

期 待

評 価

1

岐阜大学男女共同参画推進室
■TEL：058-293-3378　■FAX：058-293-3396　■Email：sankaku@gifu-u.ac.jp
本誌は、「清流の国 輝くギフジョ支援プロジェクト」　 URL https://diversity.gifu-u.ac.jp　ホームページ上で公開しています。 

【問い合わせ先】

【　編　　集　】
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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（連携型）」の取り組みについて、キャッチコピーとロゴマークを確定しました。
「地域循環型女性研究者育成・支援ブログラム」という副題を有する本事業の趣旨を
反映して、「清流の国 輝くギフジョ 支援プロジェクト」というキャッチコピーを考案
した次第です。
改めて、右上の風車のロゴマークをどうぞご覧下さい。岐阜県を囲む 8 色（の矢印）
は〈多様性〉を、矢印は女性研究者の〈循環〉を、風車は〈旋風〉を巻き起こすことを表現しています。
大学・企業をはじめ地域社会が期待する人材育成と女性研究者のキャリア形成によって、岐阜県の地域創生リー
ダーとして女性研究者が活躍する地域社会の実現をめざす、本事業のキャッチコピー「清流の国 輝くギフジョ 支
援プロジェクト」と風車のロゴマークが、皆様に親しみを持って受け入れられ、〈多様性〉の活力を発揮する〈循環〉
と〈旋風〉の輪が拡がってゆきますよう、心より願っています。皆様のご支援、ご協力、引き続き、どうぞよろし
くお願いいたします。

キックオフ・シンポジウムの開催

森脇久隆 岐阜大学長、稲垣隆司 岐阜薬科大学長、後藤忠彦 岐阜女子大学長、
野々垣孝彦 アピ株式会社社長による共同実施に関する協定書の締結式が行われ
ました。合同記者会見に続き、学長が議長を務める第 1 回共同実施機関長会議
を開催し、「地域循環型女性研究者育成・支援プログラム」の 2015 年度から
2020 年度まで 6 年間の事業計画（補助金交付期間は 2017 年度まで）に関する
諸事項を改めて確認しました。

協定締結式

ロゴマークおよびキャッチコピーの紹介

プロジェクトＷｅｂページ
公開のおしらせ

平成 27年度連携型共同研究助成に採択された
プロジェクトを紹介します。

平成 27年度連携型共同研究助成採択一覧

連携型共同研究助成者紹介

本事業の趣旨と取り組み内容を周知紹介するとともに、女性研究者の活躍する地
方創生に向けて、それぞれの立場から有意義な方策を考えるものとしておこない、
学内関係者 94名および学外者 70名が参加しました。
講演に先立ち森脇久隆学長が挨拶し、続いて、国立研究開発法人 科学技術振興機
構（JST）科学技術プログラム推進部プログラム主管の山村康子氏が「日本におけ
る女性研究者育成・支援の意義」と題して、基調講演をおこないました。山村氏には、
女性研究者育成・支援事業について、具体的な支援やその効果について全国大学の

実例を交えて語っていただきました。「地域循環型女性研究者育成・支援プログラム紹介」では、チーフ・コーディネー
ターの相原征代氏による、本事業についての説明の後、岐阜薬科大学教授・薬学科長の永澤秀子氏、岐阜女子大学
教授・学長補佐の藤田昌子氏、アピ株式会社キャリアアップ推進室長の荒木陽子氏から、本事業に向けての抱負が
語られました。パネルディスカッションでは、林正子副学長（男女共同参画推進室長）をモデレーターとし、岐阜
新聞社編集局論説委員長 一川 哲志氏、岐阜県健康福祉部子ども・女性局局長 河野恭子氏、アピ株式会社代表取締
役社長 野々垣孝彦氏、岐阜大学応用生物科学部助教 山根京子氏をパネリストとして、「女性研究者の活躍による地
方創生に向けて」をテーマに各々の立場から討論がおこなわれ、女性が県内にとどまって上位職に登用される意義
や、子育てしながら研究を続ける上で必要な支援について意見交換しました。
最後に、横山正樹理事（総務・財務担当）による閉会の挨拶で、連携事業への期待とエールが送られました。

「清流の国 
輝くギフジョ 支援プロジェクト」

申請者（所属・職名） 研 究 課 題 共同研究者（所属・職名）

岐阜の大学生と企業における
男女共同参画に対する意識調査

三輪 聖子（岐阜女子大学 家政学部 生活科学科・教授）
柴田 奈緒美（岐阜大学 教育学部 家政教育講座・助教）
早川 博美（株式会社十六総合研究所・研究員）
奥田 真之（株式会社十六総合研究所・主席研究員）

阿部 純子（岐阜薬科大学 医薬品情報学研究室・博士後期課程）
中村 光浩（岐阜薬科大学 医薬品情報学研究室・教授）
石塚 麻子（岐阜大学 大学院 医学系研究科 皮膚病態学・非常勤講師）
藤澤 智美（岐阜大学 大学院 医学系研究科 皮膚病態学・助教）

清水 祐美（岐阜女子大学 家政学部 健康栄養学科・助教）

坂本 彩（アピ株式会社 養蜂部ミツバチ科・技術係主任）
坂本 亮太（岐阜大学 応用生物科学部・学術研究員）

小野寺 理沙子（岐阜薬科大学 薬物送達学大講座 製剤学研究室・助教）
荒木 陽子（アピ株式会社 長良川リサーチセンター・製品開発顧問）
川部 美史（岐阜大学 応用生物科学部・助教）
高島 諭（岐阜大学 応用生物科学部・特定研究補佐員）

大崎 友記子（岐阜女子大学 家政学部生活科学科住居学専攻・准教授） 
船越 高樹（岐阜大学 障害学生支援室・特任助教）
相原 征代（岐阜大学 男女共同参画推進室・特任助教）

鈴木 紀子（岐阜大学 大学院 医学系研究科 産科婦人科学・学術研究補佐員）
平山 祐（岐阜薬科大学 薬化学研究室・助教）
森重 健一郎（岐阜大学 大学院 医学系研究科 産科婦人科学・教授）

福光 秀文（岐阜薬科大学 分子生物学研究室・教授）
大沢 匡毅（岐阜大学 大学院 医学系研究科生命機能分子設計分野・教授）
Morsheda Nasrin
（岐阜大学 大学院 医学系研究科生命機能分子設計分野・博士課程）

杉山 陽子（岐阜大学 医学部附属病院 麻酔科疼痛治療科・講師）

山本 眞由美（岐阜大学 保健管理センター・教授）
西尾 彰泰（岐阜大学 保健管理センター・准教授）
堀田 亮（岐阜大学 保健管理センター・助教）
磯村 有希（岐阜大学 保健管理センター・非常勤臨床心理士）

清島 真理子（岐阜大学 大学院 医学系研究科 皮膚病態学・教授）
高橋 智子（岐阜大学 医学部附属病院 皮膚科・助教）
秦　健敏（アピ株式会社 長良川リサーチセンター・主任）

森田（平田） 洋子（岐阜大学 大学院 連合創薬医療情報研究科・教授）
成田 幸夫（アピ株式会社 長良川リサーチセンター・課長代理）
家垣 典幸（アピ株式会社 長良川リサーチセンター・研究員）

掌蹠角化症における
角層バリア機能異常の解明

セイヨウミツバチの巣箱が寄生蛾に
探索・発見される機構の解明

味覚センサーを用いた動物用プロポリス含有
粘着性包帯の開発

「生きづらさ学」の構築に向けた
領域横断型実践研究の試み

がん微小環境における鉄代謝動態変動に基づく
病態制御機構の解析

mRNA 前駆体の3’非翻訳領域の分子多様性が
情動神経回路の発達に及ぼす影響

女子大学生の首尾一貫感覚（SOC）の特徴
－女性の活躍を促進する心理的要因の検討－

ローヤルゼリータンパク質の
アレルゲン性に関する基礎的研究

ローヤルゼリーの抗うつ様作用の
メカニズムに関する研究

術後嘔気嘔吐（PONV）における
オピオイド鎮痛薬の関与に関する研究
－薬物血中濃度測定と遺伝子多型解析を用いた要因解析－

ワサビの落葉広葉樹林文化学的検証
－持続可能な植物資源利用を目指して

大藪 千穗
（岐阜大学 教育学部・教授）

水谷 陽子
（岐阜大学 
医学部附属病院・助教）

山根 京子
（岐阜大学 応用生物科学部・助教）

岡本 朋子
（岐阜大学 応用生物科学部・助教）

柴田 早苗
（岐阜大学 応用生物科学部・准教授）

小山 真紀
（岐阜大学 流域圏科学研究センター・准教授）

永澤 秀子
（岐阜薬科大学 薬化学研究室・教授）

宗宮 仁美
（岐阜薬科大学 分子生物学研究室・助教）

曽田 翠
（岐阜薬科大学 薬物動態学研究室・助教）

佐々木 恵理
（岐阜女子大学 文化創造学部・講師）

古澤 貴子
（アピ株式会社 長良川リサーチセンター・主任）

服部 徳子
（アピ株式会社 長良川リサーチセンター・主任）
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キックオフ・シンポジウムを
開催しました

プロジェクトＷｅｂページを
公開しました
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