ニュースリリース

平成 21 年 11 月 13 日
千葉大学

両立支援企画室

男女共同参画をテーマにシンポジウム開催
― 千葉大学創立 60 周年記念事業 ―
千葉大学（学長：齋藤 康）では、女性研究者がキャリアを継続して能力発揮できる支援
体制整備を目的に、平成 19 年度より文科省科学技術振興調整費（女性研究者支援モデル
育成）の支援を受け、
「支援循環型体制による女性研究者育成モデル」事業に取り組んでい
ます。
このたび本活動のさらなる推進を目指し、本学創立 60 周年記念事業の一環として、以
下のシンポジウムを開催いたします。広く一般の方々にもご参加いただき、本学の取り組
みを知って頂きたいと考えております。

※当日の取材を歓迎いたします。ぜひお越しくださるようお願いいたします 。

日

時

12 月 1 日（火）13 時 30 分〜17 時 40 分

会

場

けやき会館 1F 大ホール（千葉大学西千葉キャンパス）

テーマ

「千葉大学における男女共同参画〜次のステップに向けて〜」

申込み

参加費無料

詳

千葉大学両立支援企画室ＨＰ

細

事前申込必要

定員 200 名（申込み先着順）

http://www.gakuzyutsu.chiba-u.jp/

〔参考資料〕
1.

第 4 回シンポジウムチラシ

2.

シンポジウムプログラム

3.

開催場所ご案内図
【 本件に関するお問い合せ先 】
千葉大学

両立支援企画室

シンポジウム広報担当
〒263-8522

小玉 小百合

千葉市稲毛区弥生町 1-33

TEL&FAX 043-290-2020
E-mail

ryouritsu@office.chiba-u.jp

平成19年度採択 文部科学省科学技術振興調整費（女性研究者支援モデル育成）事業

千葉大学「支援循環型体制による女性研究者育成モデル」

日

時

場

所

プログラム
開会の辞

千葉大学長 齋藤 康

来賓挨拶

内閣府男女共同参画局推進課長 藤澤 美穂

特別講演

大学における男女共同参画のゆくえ ～京都大学の事例をふまえつつ～
京都大学大学院 文学研究科 教授 伊藤 公雄
座長 千葉大学理事 嶋津 格

事業報告

千葉大学における女性研究者の活躍と支援循環型体制

両立支援企画室長 森 恵美

若手女性研究者からの実践報告 ～千葉大モデルから支援を受けて～
園芸学研究科 准教授 彦坂 晶子／医学部附属病院 医員 大門 道子

鼎

談

千葉大学の両立支援の魅力 ～女性研究者養成システム改革の加速へ～
融合科学研究科 教授 西川 惠子／両立支援企画室長 森 恵美／理学研究科 助教 津村 紀子

閉会の辞
懇親会

千葉大学理事 北村 彰英
18：00～ けやき会館1Ｆ レストラン「コルザ」 参加費2,000円

事前申し込み制となります。 11月24日（月）まで にお申し込みください。

参加申し込み・お問い合わせ

託児室の利用について

事前参加申し込みにご協力お願いいたします

当日託児室をご用意しています

千葉大学 両立支援企画室

利用には、事前にお申込が必要です。
ご希望の方は11月18日（水）までに
両立支援企画室へ直接お問い合わせください。

E-mail：ryouritsu@office.chiba-u.jp
TEL&FAX：043-290-2020
〔主催〕 千葉大学 両立支援企画室

詳細は

千葉大学 女性研究者支援

検索

〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 TEL&FAX：043-290-2020

シンポジウムプログラム
文部科学省科学技術振興調整費（女性研究者支援モデル育成）事業
千葉大学「支援循環型体制による女性研究者育成モデル」 第４回シンポジウム

千葉大学における男女共同参画～次のステップに向けて～
千葉大学における男女共同参画
次のステップに向けて
平成21年12月1日（火）13:30ｰ17:40 （懇親会：18:00-19:30）
会

場： 千葉大学 西千葉キャンパス けやき会館１Ｆ 大ホール

時間*

プログラム

13 30 13
13:30
13:35
35

開会
開会の辞
辞

千葉大学長

齋藤 康

13:35 13:50

来賓挨拶

内閣府男女共同参画局
推進課長

藤澤 美穂

京都大学大学院
文学研究科 教授

伊藤 公雄

13:50 14:50

【特別講演】
大学における男女共同参画のゆくえ
京都大学の事例をふまえ
～京都大学の事例をふまえつつ～

14:50 15:00
【事業報告Ⅰ】

16:25 16:35

16:35 17:35

場所

＜座長＞
千葉大学 理事

嶋津 格

両立支援企画室 室長

森 恵美

園芸学研究科 准教授

彦坂 晶子

医学部附属病院 医員

大門 道子

休 憩

千葉大学における女性研究者の活躍と支援循環型体制

15:00 16:25

スピーカー

【事業報告Ⅱ】
若手女性研究者からの実践報告
～千葉大モデルから支援を受けて～

1Ｆ
大ホール

＜座長＞
医学研究院グランドフェロー

門田 朋子

園芸学研究科 准教授

松岡 延浩

休 憩

【鼎 談】
千葉大学の両立支援の魅力
～女性研究者養成システム改革の加速へ～

融合科学研究科 教授

西川 惠子

両立支援企画室 室長

森 恵美

理学研究科 助教

津村 紀子

＜座長＞
融合科学研究科 教授

17:35 17:40

閉会の辞

18:00 19:30

懇親会

*

時間は進行の都合により、若干変更になる場合があります

千葉大学 理事

矢口 博久

北村 彰英

事前申込制（会費：2，000円）
会場：けやき会館1F レストランコルザ

