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きらめくソフィアン
男女共同参画推進室
新体制でスタート

編集・発行

2014年度 研究支援員制度利用状況

2014年度も、男女共同参画推進委員会を通して、①男女共同参画意識の醸成、②キャリアアップ支援、③仕事と家庭の両立支援、④次世代育成支援を上智大学
のみならず上智学院全体へと広げていき、多様な学びと働き方の質を保証し、よリジェンダーバランスの取れた教育研究環境の実現を目指します。

男女共同参画推進委員会（2014年7月1日付）

総合人間科学部看護学科 教授　徳永 瑞子 

看護学科の徳永瑞子教授がヘルシー・ソサエティ賞（国際医療

従事者部門）を受賞しました。

「ヘルシー・ソサエティ賞」は、日本の国内外において、学術・教育、医療、

政治（行政）、ボランティア・市民活動を通し、健やかな社会、地域づくり

や国民の生活の質の向上に貢献した方々を表彰するものとして、平成

16年に創設されました。徳永教授は1971年にザイール共和国（現・コン

ゴ民主共和国）に渡り、看護師・助産師として診療所に2年間勤務。1976

年に再び同国に渡りフランス・ベルギーの民間団体にて医療活動に従

事した後、アフリカ地域のエイズ問題に取り組むため、1991年にNGO

「アフリカ友の会」を設立。現在はアフリカでの活動も行いながら、学生

や助産師への教育にも携わり、後進の育成に努めておられます。

2014年8月8日（金）「理系女性のキャリア2014」が開催されます！
昨年の夏に引き続き、ボッシュ株式会社主催の理系女子学生向けキャリアイベントが上智大学にて開催されます。
今年は「外資系での理系女性のキャリア」にフォーカスし、大手グローバル企業3社（マイクロソフト、ロレアル、ボッシュ）が登壇予定です。
グローバルに活躍したいけど、外資系企業って実際どんな感じ？・・と疑問を持っている方も多いと思います。
「働く女性のリアル」、「外資系での理系女性のリアル」が知れるチャンスです。ぜひご参加ください。
詳細は後日HPにてお知らせいたします。

お知らせ

上智学院では、2012年度より本学研究者がワーク・ライフ・バラ

ンスを保ちながらキャリア形成を継続し、公正な競争に参加で

きるよう本制度を運用しています。実施3年目をむかえ、利用者

の研究分野や所属する部局も多岐にわたっており、今年度にい

たっては男性教員が女性教員の利用率を上回りました！また、

本制度を利用する教員が研究支援員のロールモデルやメンター

としての役割も担っており、研究支援員の育成といった波及効

果も出ています。

本制度を利用させていただき、支援員に授業準備や研究計画運営などを補助いただけることで、以前よりずっと早く帰宅することができ

るようになりました。子どもの学童クラブの延長利用を削減し帰宅時間を早くすることができるため、夕方の過ごし方にも余裕ができ、

肉体的・精神的な負担の軽減に大変効果があると感じています。また、子どもの負担も軽減され、精神的な安定につながっており、心から

感謝しております。

上智大学理工学部長　築地　徹浩
私の専門は機械工学であるが、この分野の設計技術者や研究者は男性が圧倒的に多い。私はかねてから女性の設

計者の必要性を感じていた。フランスなどでは、日本よりも女性設計技術者の割合が多く、従って女性の感性を取り入れた

車の設計が行われており、車体のデザインなどにおいて独創的なものが設計されている。このように機械工学分野においても男女共同参画の必要性を感じる。

男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の実現に向けて、男女の人権の尊重、国際的協調、社会における制度又は慣行についての配慮、家庭生活における活動と

他の活動の両立、政策等の立案の及び決定への共同参画の5つの基本理念を掲げている。これらの理念を総合的に本学としては取り組む必要がある。

本学では、男女共同参画が職場および教育研究環境において推進されている。「グローバル社会に対応する女性研究者支援」プロジェクトの活動によって、コモンスペー

スの設置、育児支援、グローバル・メンター制度の実施、女性研究者の国際交流推進、ネットワークの構築などが実施された。2013年1月に本プロジェクトが私立大学で

最初のSランクの総合評価を取得したことは、喜びに絶えないことである。今後これを基盤として更なる努力を行うべく強い責任を感じている。

室長補佐
上智大学法学部地球環境法学科 教授　         
昨年来、上智学院男女共同参画推進室ではハラスメントのない誰もが安心して
過ごせるキャンパス作りに取り組んできました。デートDV啓発セミナーの開
催は大変好評を博しましたので、今年はさらに地域の高校生を巻き込み、啓発
に取り組んでいく予定です。ロールモデル集も、理系の女性教員、文系の女性教
委員、英語版と刊行を重ねて来ましたが、今年はいよいよイクメン男性教員に
スポットを当てます。ケアをどうやって家庭内で、また社会のなかで公平に分
担をしていくのかは、焦眉の課題です。最近の男子学生の育児への関心の高さ
には驚かされますが、このよい兆候を男女共同参画推進室としても支えていき
たいと思います。

三浦　まり
室長補佐
上智大学理工学部物質生命理工学科 教授

上智学院男女共同参画推進室では様々な取り組みを行って参りました
が、その中の一つに、「次世代育成」というものがあります。理工系の学部
では女子学生が少なく、進学することをためらう女子学生がいるのでは
ないかという懸念があります。そんな女子学生の不安を少しでも解消で
きるようにこれまで活動を行ってきました。自分の将来像を考えるため
世界で活躍する女性研究者との交流会を企画したり、理系進学を志す女
子高生のメンターとして相談にのることによって自分自身の成長の機会
をつくったり、高校生の理科実験教室を実施したりしました。理工学部で
も女性教員が増えてきました。これまでの歩みを止めないよう、これから
もよりよい環境を作り出せるよう努力していきたいと思います。   

齊藤　玉緒

役職･選出母体 所属 氏名

委員長 総務担当理事 山岡　三治

委  員 人事担当理事 杉本　徹雄

委  員 男女共同参画推進室長
理工学部長 築地　徹浩

委  員 上智大学 小山　英之

委  員 上智大学 中村　朝子

委  員 上智大学総合人間科学部長 久田　満

委  員 上智大学（室長補佐） 三浦　まり

委  員 上智大学 細萱　伸子

　
上智大学 矢澤　達宏

神学部神学科

文学部ドイツ文学科

総合人間科学部心理学科

法学部地球環境法学科

経済学部経営学科

外国語学部ポルトガル語学科

役職･選出母体 所属 氏名

委  員 上智大学 THOMPSON MATHEW

委  員 上智大学（室長補佐） 齊藤　玉緒

委  員 上智大学 あん　まくどなるど

委  員 上智大学 田中　雅子

委  員 上智大学短期大学部 狩野　晶子

委  員 社会福祉専門学校 三浦　虎彦

委  員 聖母看護学校 池本　厚子

委  員 総務局長 三輪　義彦

委  員 人事局長 須田　誠一委  員

国際教養学部国際教養学科

理工学部物質生命理工学科

地球環境学研究科

総合グローバル学部総合グローバル学科

英語科

介護福祉士科

(2014年3月刊行）

安倍晋三総理を囲んで（徳永瑞子教授：右から3番目）

三浦教授の『ジェンダー・クオータ　－世界の女性議員はなぜ増えたのか』が日本経済新聞（2014年4月20日）に紹介されました。

＜三浦まり、衛藤幹子 編著＞
政治代表における男女の不均衡を是正するため、候補者・議席の一定数を女性に割り当てる制度、ジェンダー・クオータ。　いまや世界の趨勢
となっているこの制度を、ヨーロッパ、アジア、南米の事例から検証し、日本で導入される政治的条件を探る。

－ 先生からの一言 －
この本を取りまとめるにあたっては２年間にわたり計３人の研究支援員の方々のお世話になりました。また上智大学の出版助成を頂くこ
ともできました。
こうしたサポートのお陰で、タイムリーに出版まで漕ぎ着けることができたのだと思います。この場を借りてお礼を申し上げます。
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上智学院男女共同参画推進室長のご挨拶

利用者の声　経済学部経営学科 准教授　細萱 伸子

理工学部物質生命理工学科 准教授　竹岡 裕子

物質生命理工学科 竹岡裕子准教授が、公益財団法人稲盛財団が公募

する2014年度研究助成に採択されました。

研究テーマ：生体分子認識機能の向上を目指したπ共役系高分子の開発

竹岡准教授は学生の頃、（財）国際科学技術財団を

通してストックホルム国際青年科学セミナーに参

加され、世界中から集まった研究者の卵たちや

ノーベル賞受賞科学者との交流をきっかけに研究

者を目指し、本学の教員となった後に出産を経験。

その後も育児と両立をしながら数々の賞を受賞さ

れており、身近なロールモデルの活躍が研究者を目指す女子学生や

大学院生を励ましています。

＜受賞＞

高分子学会「高分子学会奨励賞」受賞　（2009） 

資生堂「女性研究者サイエンスグラント」受賞　(2009) 

女性科学者に明るい未来をの会「奨励賞」受賞　(2005)

山折り（表面）
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中国清華大学（Tsinghua University）より、

童　愛軍先生と向 宇先生をお招きして、

2014年度第1回グローバル・メンター相談会

を開催しました。

童先生は、ロールモデルが少なく自分のキャ

リアに不安や疑問を抱えている女子学生た

ちに対し、ご自身のライフイベントと研究を

どのように両立させてきたかや中国の育児

支援事情についてお話してくださいました。

向先生は、博士号を取得後4年間アメリカイ

リノイ大学にてポスドクとして勤務された後、2013年から中国清華大学

の准教授に就任。これまで進路選択で悩んだことや、研究者としての道を

決意した理由などをお話ししてくださいました。また、グローバル社会で

活躍するためには、若いうちに海外に出て、多様な人材の中で比較した場

合の自分の強みを知ることやそれぞれの国の文化やスタイルを理解する

ことがとても重要であると指摘され、自分にあった働き方や環境をみつ

けることの大切さについても改めて考える機会となりました。

今年度第2回目の相談会は、昨年に引き続き

コロンビア大学よりNina Berova教授を

お招きし、「コロンビア大学と上智大学にお

ける理系女子学生の比率と卒業後のキャリ

アの比較」をテーマに皆で話し合いました。

本学は、これまで国際的な場で活躍する数多くの女性を輩出してきまし

たが、2008年当時、大学全体では女子学生の割合が半数、女性教員の割合

が20％を超す中で、理工学部及び理工学研究科においては、学生は20%

に届かず、教員に至っては4%という状況でした。そこで、これらの状況を

改善すべく、女性教員の積極的採用や、女子学生のキャリア支援、次世代

育成を目的とした実験教室や相談会も併せて開催し、女子学生の志願者

及び在籍者数はプロジェクト前後で増加しており、男女比についても割

合が高くなりました。とはいえ、理系女性はまだまだ少なく、身近に相談

できるロールモデルがいないと悩む人も少なくありません。今後も国際

的に活躍する女性研究者と交流する機会を増やし、将来のビジョンを考

えるための参考としてほしいと思います。

日時：2014年4月22日（火）

（左）童教授　（右）向准教授

「化学のワクワクドキドキをのぞいてみよう
 ～私が科学者になったワケ～」
日時：2014年3月15日（土）
上智大学四谷キャンパスにおいて「化学」をテーマとした「資生堂サイ

エンスカフェin上智大学」を開催しました。本イベントは、女性研究者

を支援する株式会社資生堂が未来の科学者を育てる活動として全国で

実施しているもので、今回は第6回資生堂女性研究者サイエンスグラン

ト受賞者である本学理工学部物質生命理工学科の鈴木由美子准教授が

講師となって開催されました。

鈴木先生は自身の研究内容（有機触媒反応を用いた医薬品候補化合物

の合成、癌や感染症を治療する新薬の研究）や研究者になるまでのライ

フストーリーなどについて紹介し、中高生を中心とした40名の参加者

からは今後のキャリアパスに関する質問や相談が飛び交いました。

日時：2014年5月31日（土）
本研究集会は、数少ない数論関係の女性研究者・院生が全国から集ま

り、互いの研究内容を知る機会を持つことを目的として2008年より早

稲田大学にて毎年開催されてきました。今回は、本学の理工学部情報理

工学科の中筋麻貴准教授が中心的な世話人となり、初めて上智大学に

て女性研究者を応援する男女共同参画推進室との共催で開催されまし

た。当日は全国から20名近くが参加し、普段はあまり会う機会がない仲

間と情報交換をするなど、とても有意義な1日となりました。

資生堂サイエンスカフェ in 上智大学

（独）日本学術振興会の研究成果の社会還元・普及事業である
「ひらめき☆ときめきサイエンス」に今年度も採択されました。
高校生対象！

一緒に新しい数学の世界をのぞいてみよう！

テーマ：「ルービックキューブと数学」

講　師：中筋　麻貴　准教授（理工学部情報理工学科）

日　時：2014年12月13日（土）・14日（日）10：00～16：00

会　場：上智大学　四谷キャンパス　中央図書館L-921

2014年度「ひらめき☆ときめきサイエンス～
 ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI～」

理工学部物質生命理工学科1年　小松崎　舞佳さん　

実験教室は、スライドを使った講義を受けたり、高校では使わない実験

器具を使ったり、一足早く大学での実験を経験できる良い機会でした。

理工系の分野では論文執筆でも日常的に英語を使いこなせることが求

められているので英語のレベルアップと物理・化学・生物・情報の基礎

知識を身につけ、自分なりのテーマを見つけて将来の仕事につなげた

いと考えています。理工学部は暗いイメージがありましたが、入ってみ

ると女子の先輩が意外に多くとても明るい雰囲気です！

日時：2014年3月26日（水）
当初2月15日に行われる予定だった出張授業は

関東地方を襲った大雪の影響で急遽延期。春休

み中の開催となりましたが、上智福岡中学高等

学校の生徒のほか福岡雙葉学園からも女子高生

が参加して、大学で行われている最先端の研究

を体験しました。

今回は講師として物質生命理工学科の齊藤教授

が“細胞性粘菌”をテーマに講義を実施。単細胞から多細胞体へ分化す

るユニークな生物の生き残り戦略がいかに展開されるのかを実験を通

して学びました。また、自分の近い将来をイメージしてもらおうと、身

近なロールモデルとしてOBである理工学研究科理工学専攻生物科学

領域の長野裕樹さん（上智福岡中学高等学校※旧泰星学園59期卒業生）

と理工学部物質生命理工学科の近藤杏奈さんが、それぞれの大学生活

や研究内容を紹介し、生徒たちからは「実験の楽しさを知ることができ

て生物学に興味がわいた」「大学生から実際の大学生活の話を聞くこと

ができて進路選択の参考になった」などの声が寄せられました。

上智福岡中学高等学校　出張授業

研究集会「第7回数論女性の集まり」
グローバル・メンター相談会

日時：2014年6月2日（月）

研究内容を紹介する鈴木准教授（左）
蓑田サイエンスコミュニケータ（右）

リケジョライフを紹介する鈴木准教授

2013ひらめき☆ときめきサイエンスにて
（右）小松崎舞佳さん

当プログラムは
「よく工夫された事例」
に紹介されました！

2014年度「女性研究者グローバル育成奨励賞」

 受賞者 9名

 石田　真子 （情報学領域　博士後期課程1年）
  短期留学　アメリカ・ニューヨーク
  ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校心理学科　Dr. Arthur Samuel’s Lab 

 谷川　美穂 （化学領域　博士前期課程1年）
  短期留学　韓国・江陵市
  Marine Chemomics laboratory, Natural Medicine Center, KIST Gangneung Institute 

 太田　成美　(電気・電子工学領域　博士前期課程2年)
  国際学会　オランダ・エンスヘーデ　25th International Cryogenic Engineering Conference & International Cryogenic Materials  
 Conference 2014 

   国際学会　アメリカ・シャーロット　ASC(Applied Superconductivity Conference 2014) 

 佐々木 衣里日 (電気・電子工学領域　博士前期課程1年)
  国際学会　アメリカ・シャーロット　ASC(Applied Superconductivity Conference 2014) 

 竹内　史織　 （物理学領域　博士前期課程1年）
  国際学会　アメリカ・ハワイ　第4回日米物理学会合同核物理分科会　

 藤井　稔乃　 （情報学領域　博士前期課程2年）
  国際学会　スイス・ルツェルン　2014 International Symposium on Nonlinear Theory and its Application

 栗原　奈未　（機械工学領域　博士前期課程2年）
  国際学会　イギリス・ロンドン　Hydrogen embrittlement ‒ Multi-scale modelling and measurement

 住毋家　友香（化学領域　博士前期課程2年）
  国際学会　シンガポール　41st International Conference on Coordination Chemistry 

 齊藤　佑美子（生物科学領域　博士前期課程2年）
  国際学会　ドイツ・ポツダム　国際細胞性粘菌学会

2013年度「ひらめき☆ときめきサイエンス」参加者
理工学部物質生命理工学科に入学！
 

表彰式（2014年6月24日 学長室にて）
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きらめくソフィアン
男女共同参画推進室
新体制でスタート

編集・発行

2014年度 研究支援員制度利用状況

2014年度も、男女共同参画推進委員会を通して、①男女共同参画意識の醸成、②キャリアアップ支援、③仕事と家庭の両立支援、④次世代育成支援を上智大学
のみならず上智学院全体へと広げていき、多様な学びと働き方の質を保証し、よリジェンダーバランスの取れた教育研究環境の実現を目指します。

男女共同参画推進委員会（2014年7月1日付）

総合人間科学部看護学科 教授　徳永 瑞子 

看護学科の徳永瑞子教授がヘルシー・ソサエティ賞（国際医療

従事者部門）を受賞しました。

「ヘルシー・ソサエティ賞」は、日本の国内外において、学術・教育、医療、

政治（行政）、ボランティア・市民活動を通し、健やかな社会、地域づくり

や国民の生活の質の向上に貢献した方々を表彰するものとして、平成

16年に創設されました。徳永教授は1971年にザイール共和国（現・コン

ゴ民主共和国）に渡り、看護師・助産師として診療所に2年間勤務。1976

年に再び同国に渡りフランス・ベルギーの民間団体にて医療活動に従

事した後、アフリカ地域のエイズ問題に取り組むため、1991年にNGO

「アフリカ友の会」を設立。現在はアフリカでの活動も行いながら、学生

や助産師への教育にも携わり、後進の育成に努めておられます。

2014年8月8日（金）「理系女性のキャリア2014」が開催されます！
昨年の夏に引き続き、ボッシュ株式会社主催の理系女子学生向けキャリアイベントが上智大学にて開催されます。
今年は「外資系での理系女性のキャリア」にフォーカスし、大手グローバル企業3社（マイクロソフト、ロレアル、ボッシュ）が登壇予定です。
グローバルに活躍したいけど、外資系企業って実際どんな感じ？・・と疑問を持っている方も多いと思います。
「働く女性のリアル」、「外資系での理系女性のリアル」が知れるチャンスです。ぜひご参加ください。
詳細は後日HPにてお知らせいたします。

お知らせ

上智学院では、2012年度より本学研究者がワーク・ライフ・バラ

ンスを保ちながらキャリア形成を継続し、公正な競争に参加で

きるよう本制度を運用しています。実施3年目をむかえ、利用者

の研究分野や所属する部局も多岐にわたっており、今年度にい

たっては男性教員が女性教員の利用率を上回りました！また、

本制度を利用する教員が研究支援員のロールモデルやメンター

としての役割も担っており、研究支援員の育成といった波及効

果も出ています。

本制度を利用させていただき、支援員に授業準備や研究計画運営などを補助いただけることで、以前よりずっと早く帰宅することができ

るようになりました。子どもの学童クラブの延長利用を削減し帰宅時間を早くすることができるため、夕方の過ごし方にも余裕ができ、

肉体的・精神的な負担の軽減に大変効果があると感じています。また、子どもの負担も軽減され、精神的な安定につながっており、心から

感謝しております。

上智大学理工学部長　築地　徹浩
私の専門は機械工学であるが、この分野の設計技術者や研究者は男性が圧倒的に多い。私はかねてから女性の設

計者の必要性を感じていた。フランスなどでは、日本よりも女性設計技術者の割合が多く、従って女性の感性を取り入れた

車の設計が行われており、車体のデザインなどにおいて独創的なものが設計されている。このように機械工学分野においても男女共同参画の必要性を感じる。

男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の実現に向けて、男女の人権の尊重、国際的協調、社会における制度又は慣行についての配慮、家庭生活における活動と

他の活動の両立、政策等の立案の及び決定への共同参画の5つの基本理念を掲げている。これらの理念を総合的に本学としては取り組む必要がある。

本学では、男女共同参画が職場および教育研究環境において推進されている。「グローバル社会に対応する女性研究者支援」プロジェクトの活動によって、コモンスペー

スの設置、育児支援、グローバル・メンター制度の実施、女性研究者の国際交流推進、ネットワークの構築などが実施された。2013年1月に本プロジェクトが私立大学で

最初のSランクの総合評価を取得したことは、喜びに絶えないことである。今後これを基盤として更なる努力を行うべく強い責任を感じている。

室長補佐
上智大学法学部地球環境法学科 教授　         
昨年来、上智学院男女共同参画推進室ではハラスメントのない誰もが安心して
過ごせるキャンパス作りに取り組んできました。デートDV啓発セミナーの開
催は大変好評を博しましたので、今年はさらに地域の高校生を巻き込み、啓発
に取り組んでいく予定です。ロールモデル集も、理系の女性教員、文系の女性教
委員、英語版と刊行を重ねて来ましたが、今年はいよいよイクメン男性教員に
スポットを当てます。ケアをどうやって家庭内で、また社会のなかで公平に分
担をしていくのかは、焦眉の課題です。最近の男子学生の育児への関心の高さ
には驚かされますが、このよい兆候を男女共同参画推進室としても支えていき
たいと思います。

三浦　まり
室長補佐
上智大学理工学部物質生命理工学科 教授

上智学院男女共同参画推進室では様々な取り組みを行って参りました
が、その中の一つに、「次世代育成」というものがあります。理工系の学部
では女子学生が少なく、進学することをためらう女子学生がいるのでは
ないかという懸念があります。そんな女子学生の不安を少しでも解消で
きるようにこれまで活動を行ってきました。自分の将来像を考えるため
世界で活躍する女性研究者との交流会を企画したり、理系進学を志す女
子高生のメンターとして相談にのることによって自分自身の成長の機会
をつくったり、高校生の理科実験教室を実施したりしました。理工学部で
も女性教員が増えてきました。これまでの歩みを止めないよう、これから
もよりよい環境を作り出せるよう努力していきたいと思います。   

齊藤　玉緒

役職･選出母体 所属 氏名

委員長 総務担当理事 山岡　三治

委  員 人事担当理事 杉本　徹雄

委  員 男女共同参画推進室長
理工学部長 築地　徹浩

委  員 上智大学 小山　英之

委  員 上智大学 中村　朝子

委  員 上智大学総合人間科学部長 久田　満

委  員 上智大学（室長補佐） 三浦　まり

委  員 上智大学 細萱　伸子

　
上智大学 矢澤　達宏

神学部神学科

文学部ドイツ文学科

総合人間科学部心理学科

法学部地球環境法学科

経済学部経営学科

外国語学部ポルトガル語学科

役職･選出母体 所属 氏名

委  員 上智大学 THOMPSON MATHEW

委  員 上智大学（室長補佐） 齊藤　玉緒

委  員 上智大学 あん　まくどなるど

委  員 上智大学 田中　雅子

委  員 上智大学短期大学部 狩野　晶子

委  員 社会福祉専門学校 三浦　虎彦

委  員 聖母看護学校 池本　厚子

委  員 総務局長 三輪　義彦

委  員 人事局長 須田　誠一委  員

国際教養学部国際教養学科

理工学部物質生命理工学科

地球環境学研究科

総合グローバル学部総合グローバル学科

英語科

介護福祉士科

(2014年3月刊行）

安倍晋三総理を囲んで（徳永瑞子教授：右から3番目）

三浦教授の『ジェンダー・クオータ　－世界の女性議員はなぜ増えたのか』が日本経済新聞（2014年4月20日）に紹介されました。

＜三浦まり、衛藤幹子 編著＞
政治代表における男女の不均衡を是正するため、候補者・議席の一定数を女性に割り当てる制度、ジェンダー・クオータ。　いまや世界の趨勢
となっているこの制度を、ヨーロッパ、アジア、南米の事例から検証し、日本で導入される政治的条件を探る。

－ 先生からの一言 －
この本を取りまとめるにあたっては２年間にわたり計３人の研究支援員の方々のお世話になりました。また上智大学の出版助成を頂くこ
ともできました。
こうしたサポートのお陰で、タイムリーに出版まで漕ぎ着けることができたのだと思います。この場を借りてお礼を申し上げます。
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合計

男性 女性 合計所属

上智学院男女共同参画推進室長のご挨拶

利用者の声　経済学部経営学科 准教授　細萱 伸子

理工学部物質生命理工学科 准教授　竹岡 裕子

物質生命理工学科 竹岡裕子准教授が、公益財団法人稲盛財団が公募

する2014年度研究助成に採択されました。

研究テーマ：生体分子認識機能の向上を目指したπ共役系高分子の開発

竹岡准教授は学生の頃、（財）国際科学技術財団を

通してストックホルム国際青年科学セミナーに参

加され、世界中から集まった研究者の卵たちや

ノーベル賞受賞科学者との交流をきっかけに研究

者を目指し、本学の教員となった後に出産を経験。

その後も育児と両立をしながら数々の賞を受賞さ

れており、身近なロールモデルの活躍が研究者を目指す女子学生や

大学院生を励ましています。

＜受賞＞

高分子学会「高分子学会奨励賞」受賞　（2009） 

資生堂「女性研究者サイエンスグラント」受賞　(2009) 

女性科学者に明るい未来をの会「奨励賞」受賞　(2005)

山折り（表面）


