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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）

発展型研究室見学会

実施報告

平成25年７月18日（金）、長良高校2年生の理系女子生徒48名を対象に、発展型出前講義（研究
室見学会）を行いました。参加した女子生徒はグループごとに、仲澤和馬先生（教育学部）、古屋康則
先生（教育学部）、横川隆志先生（工学部）、速水悟先生（工学部）、松原陽一先生（応用生物科学
部）の各研究室を見学しました。
研究室見学では教員と女子大学院生によって研究内容の紹介が行われ、高校生にとっては大学での研
究活動を学ぶとともに、理系分野で活躍する「先輩（女子大学院生）」と接することで、自身の将来像
を考える良い機会となったようです。
また、研究室見学の後に行われた交流会では、高校生から女子大学院生に対して大学生活や将来の
キャリアなどについて多くの質問が投げかけられ、有意義な交流会となりました。

▲仲澤研究室

▲速水研究室

▲古屋研究室

▲横川研究室

▲交流会

▲松原研究室

今後の進路を考える際の参考になりましたか？
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研究や研究者に対するイメージを持つことができましたか？
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岐阜県加茂郡七宗町立 上麻生中学校
平成25年７月５日（金）、南谷理沙さん（応用生物科学研究科）
が、上麻生中学校1年生〜3年生の48名を対象に出前講義を行い、植
物の病害抵抗性を高めることを目的とした有用細菌の利用に関する研
究と、これまでの進路選択について話しました。
講義を終えて

研究紹介では、中学生にとっては難しい内容も含まれていましたが、

自分の研究内容を改めて理解する良いきっ

準備段階で内容を熟考し表現方法を工夫することで、講義後には生徒

かけになった。これまでの進路選択をふり

から「とても分かりやすく、理科に興味が持てた」、「写真や実物が

返ることができて、自分をみつめ直すこと

あって、話がとても分かりやすかった」といった感想が聞かれました。

ができた。大勢の人の前で話すことは普段

今回の講義を通して、専門知識を持たない人たちにも「伝える」方法

なかなかないことなので、今回経験できて

を学ぶことができたようです。

よかった。

アンケート結果

今日の授業はいかがでしたか？
科学への興味・関心
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今後このような授業を受けたいですか？
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岐阜県立 加納高校
平成25年７月12日（金）、伊藤千弘さん（応用生物科学研究科）
が、加納高校1年生〜3年生の２０名を対象に出前講義を行い、食物
繊維の摂取と小腸の絨毛の変化の関連についての研究と、これまでの
進路選択について話しました。
今回は希望者を対象にした講義であったため、当初から科学・研究

講義を終えて

への関心を持った受講生が多く、講義後には全ての受講生が、科学・

高校生に自分の研究を伝えるプレゼンを
作るのは、かなり難しかった。しかし、
プレゼンをしている中で生徒が、うなず
いたり、驚いたりしているところを見て、
伝わる部分があることを実感した。45分
の発表は高校生にとっては長いので、
もっと途中で驚かせることや、実際に考
えてみたり、一緒に話し合う時間をつく
りたいと思った。

研究への興味を持ったと回答するに至りました。次世代を担う若年層
の科学への興味を喚起するという点で、大きな成果を得ることができ
ました。
講義の後には、「進路決めに参考になることがいっぱいでした！」、
「農学部（応用生物科学部）に進学したいと改めて思いました」と
いった感想が聞かれ、伊藤さんの研究内容と進路選択の話は、高校生
が進路を考えるうえで大変参考になったようです。
アンケート結果

今日の授業はいかがでしたか？
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研究者への育児・介護等との両立支援

インターネットによる在宅研究支援システム（テレワークシステム）
Virtual Private Network（VPN）接続サービスのご案内
岐阜大学のネットワーク上には色々なサービスが展開されています。多くのものは、インターネットを
通じて学外からも利用可能です。しかし、利用が学内からのみに制限されているものが一部あります。
例えば、岐阜大学の公式HP上で「学内専用」と記された部分をクリックした際にアスセスする部分など
が挙げられます。このようなアクセス制限のかけられた範囲には、学外からアスセスすることはできま
せん。
産休・育休中であったり、育児・介護等のために早く帰宅せざるを得ない研究者は、自宅等から学内
専用に制限された範囲の情報を入手できないと、研究上、教育上、事務手続き上困ることが発生する可
能性もあります。そこで、男女共同参画推進室では、Virtual Private Network（VPN）という仕組み
を利用して、仮想的に学内のネットワークを学外まで拡張することで学内と同一のネットワーク環境を
提供し、育児や介護等により研究時間の確保が困難な研究者の便宜を図っています。これにより、自宅
などから学内専用の範囲にまでにアクセスが可能となります。
男女共同参画推進室では、VPN 利用希望の申請があった場合、利用条件を確認の上、許可された方に
対して利用上の注意点などの講習を行った上で、VPN 接続用のID とパスワードをお渡ししています。
利用ご希望の場合は、男女共同参画推進室まで詳細をお問い合わせ下さい。

＊ テ レ ワ ー ク シ ス テ ム に つ い て は 、 男 女 共 同 参 画推 進 室 H P 「テ レ ワ ー ク
シ ス テ ム に よ る 在 宅 研 究 支 援 」 も ご 参 照 く だ さい 。

オープンキャンパスに参加しました
８月６日（火）〜８日（木）に開催されたオープンキャンパス期間中は、カモミー
ル・カフェを休憩所として開放し、来場者には冷たいお茶でほっと一息ついていただ
きました。また、ロールモデル集の配布やパネル展示を行い、本学での女性の活躍や
男女共同参画推進に係る活動を紹介しました。

−３−

第156回日本獣医学会学術集会
市民公開講座

開催のご案内

「社会で活躍する女性獣医師」
日本獣医学会が岐阜大学サテライトキャンパスで開催されます。
内閣府男女共同参画局によると、2006年度の女性獣医師の割合
は22.1％です。そのような状況の中で活躍中の４名の女性獣医師が
パネリストとなるシンポジウムです。是非、ご聴講ください。

日時：平成２５年９月２１日（土）
14：00〜16：00
会場：岐阜大学サテライトキャンパス
（岐阜スカイウィング37東棟４階）
島崎亜紀先生（名古屋市）
公衆衛生、カンボジアと日本 （think globally act locally）
＜国際協力活動＞

＜クマ被害対策＞ 中村幸子先生（兵庫県立大学）
クマとうまく棲み分け、共存する
− 出没対策と個体群の維持 −
＜動物園・水族館＞ 勝俣悦子先生（鴨川シーワールド）
海獣ファミリーに とことん付き合う
＊ 参加される方は、メールにて

＜動物の問題行動＞ 入交眞巳先生（日本獣医生命科学大学）

お申し込みください。

よりよい人と動物の関係を築く仕事

Women̲vet@yahoo.co.jp

− 大学の教員として そして問題行動を治療する立場から −

氏名・年齢をお書きください。

ぎふ輝く女性ネットワーク会合に参加
平成25年7月24日（水）、国際会議場にて岐阜県商工労働部主催の「ぎふ輝く女性ネットワーク」
平成25年度第1回会合が、約70名の参加者を得て行われ、林正子
男女共同参画推進室長がモデレーターとして参加しました。
第１部のパネルディスカッションのテーマは、「女性による新ビ
ジネスの創造」。第２部では、グループに分かれ、「やりたいこと
をビジネスにするには？」をテーマに活発な意見交換がなされまし
た。参加者からは、刺激的な話が聴けて勉強になった等の感想が、
多数寄せられました。

▲会場の様子

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。
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