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Ⅱ

女性教員採用・昇任促進

大学院理工学研究科における女性研究者の昇任・登用を促進し、女性教員の上位職比率を増加さ
せるため、理工系女性研究者に対して研究費を支援します。

対象者：理工系常勤教員（教授職教員を除く）で次の要件のすべてに該当する者。
　　　　（1）キャリアアップに意欲を持ち、高いアクティビティをあげている女性研究者。
　　　　（2）外部資金等獲得に意欲的に取り組んでいる女性研究者。
※ 2019 年度は新規募集を行わず、既支援対象者（2017 年度および 2018 年度採択者）に研究費を配分
しています。

キ ャ リ ア ア ッ プ 支 援

ポジティブアクション

「戦略的ポストサイクルシステム」
埼玉大学では、理工学研究科において理系女性教員採用を積極的に増やすために、教授らの定年退職と後任補充人事に
先立ち、期間限定で学長裁量ポストを女性教員ポストとして、希望する学科に順繰りに貸し出す「戦略的ポストサイクルシ
ステム」を導入しています。これによって「女性限定公募」が実現しました。女性限定公募ではそれ以外の公募と比べて女
性の応募者が多く、優秀な女性研究者の採用につながるという効果が見られ、平成29年度～令和元年度の3年間に女性限
定公募2名を含む6名の女性教員採用を達成しました。来年度以降は、理系に限らず、女性教員の採用数が目標値に到達し
ていない部局を中心に、本システムの導入を検討する予定です。

文部科学省：人事

給与マネジメント

改革グッドプラク改革グッドプラク

ティス選定
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Q3

Q2

これまでの研究人生の中で、大変だった
ことや嬉しかったことなど、記憶に残っ
ていることを教えていただけますか。

みずき賞のスピーチの中で、埼玉大学へ赴任され
てからの10年のうち、3～4年は大学にいらっしゃ
らなかったとお話をされていました。どちらでど
のように研究をされていらっしゃったのでしょ
うか。そして、その経験は、先生の現在にどのよ
うに活かされていらっしゃいますか。

Q1
みずき賞の受賞、おめでとうございます。
初めに、先生の取り組まれてきた研究
について教えてください。

専門分野は、材料力学・破壊力学という分野で、「モノ」に力が
加わったときに、どのように変形したり壊れたりするかという
ことを扱っています。対象とする「モノ」は、紙でもゴムでも何
でもよいのですが、私の研究ではセラミックスを対象にしてい
ます。と言っても、お茶碗に使うようなセラミックスとは違って、
新しい電池に使うためのイオンや電子が流れる少し変わったセ
ラミックスです。このセラミックスがどのように変形・破壊す
るか、さらには力が加わったときにイオンや電子の動きがどう
変わるか、ということに興味を持って、長年取り組んでいます。

大変だったこと、というわけでもないですが、学位取得後、自
分の本当にやりたいテーマに辿り着くまでは、紆余曲折があり
時間もかかったように思います。埼玉大学に赴任してから、自
由に研究に取り組ませてもらっているうちに、研究人生のテー
マが見つかったように思います。
もちろん研究で何かを見つけたり何かが解けたりすると嬉し
いですが、最近は、研究そのものよりも、研究を通じて学生の成
長が見られたときに、喜びを感じることが多くなりました。例
えば、研究室配属直後は何もできなかった学生が、卒業間近に
は私の考察に反論してくれたりするようになると、頼もしく感
じますね。

10年間のうち、3年は海外（ドイツやイギリス）
で在外研究を行っていました。その他、長期の特
別休暇や出張も含めると、4年くらいは大学にい
なかったように思います。在外研究では、滞在先
での実験やディスカッションを通じて、新しい研
究アイデアが生まれることが多いように思います。

学長特別賞（みずき賞）受賞者インタビュー

大学院理工学研究科
荒木稚子准教授 

Interview
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Q5
みずき賞のスピーチでは、荒居先生の
ご協力がなければ、研究活動に集中で
きなかったとおっしゃっていました。
研究を続けていくためには、何が大切
だと思いますか。

同じ研究室の荒居善雄先生は、私が3～4年不在の間、研究室
に関するあらゆることを一手に引き受けて下さいました。例えば、
担当講義が増えたり、研究室に所属する30名近くの学生の面倒
を見なくてはいけなかったので、本当に大変だったかと思いま
す。着任以来、いつも私のワガママを尊重して下さり、大変感謝
しております。
機械工学科全体にも、在外研究を含めて自由に好きな研究を
行うことができる雰囲気があり、こういう環境が研究をたのし
く続けられる基盤となっているのかもしれません。

Q4
みずき賞の受賞について、ご自身では
どのようなことが評価されたと思いま
すか。

正直、特別評価されたという実感はありませんが、敢えて挙
げるとすれば、理工系の中でも、特に機械工学分野は女性研究
者が少なく、そういう環境で研究・教育活動を続けてきたとい
うことで、希少価値と継続努力が評価されたのかもしれません。

ありがとうございました。

Q8
先生のように、研究の道へ進みたいと
考えている女子学生へのメッセージを
お願いします。

研究っておもしろい！と思うのであれば、ぜひ研究の道に進
んでもらえればうれしいです。

Q6
ワークライフバランスのために、何か
工夫をされていることがあったらお聞
かせください。

工夫ではなく、性格の問題かもしれませんが、やりたいこと
はやりたいときにやるようにしています。一方で、やりたくな
いこと、けれどやらなくてはいけないことは、最小限の力でや
るようにしています。研究でも普段の生活でも、時間とエネル
ギーは限られているので、このような手抜きでバランスが取れ
ているのかもしれません。

Q7
これからの目標について、お聞かせく
ださい。

研究については、現在進めているイオンが流れるセラミック
スの力学に関するテーマに、引き続き取り組んでいきたいと思っ
ています。研究以外では、専門分野である材料力学や破壊力学
について、地味だけれどもおもしろくて重要な学問であること
を知ってもらうために、特に子供たちや社会に向けて、地道な
啓発活動を進めていければ、と思っています。
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男女共同参画室ダイバーシティ推進オフィスと研究機構
URAオフィスの共催企画として、2020年2月17日、David…
Kipler氏（カクタス・コミュニケーションズ株式会社）を講
師に、教員・研究者・技術者・大学院生などを対象とする「英
語…論文執筆・学会発表セミナー」を開催しました。本学と
彩の国女性研究者ネットワークの研究力強化を目的とした
もので、英語による論文執筆や学会発表など、研究を発信
する際の準備とそのコツを約3時間にわたって学びました。
Lesson1「Writing…and…Revising…a…Research…Article」

では、サイエンスライティングにおいて明確さ（Clarity）、
正確さ（Accuracy）、簡潔さ（Conciseness）が如何に重要
か講義されました。また、Google…Scholarが、サイエンティ
フィックな英語表現や単語のチョイスにとても役に立つこ
とも紹介されました。Lesson2「Tables…and…Figures」で
は図表の基礎、図表が必要な場合の判断、よくある間違い
などの見直し、Lesson3「Oral…Presentation…Workshop」
では英語による研究発表の準備方法やプレゼンをする際の
コツ、スライドの作り方、心の準備など細部にわたり分か
りやすく講義いただきました。特にプレゼンを行うための
心構えとして、とにかく練習（Practice）が要であることが
繰り返し強調されました。
参加者からの積極的な質問を交えて大変有意義なセミ
ナーとなりました。ダイバーシティ推進オフィスとURA
オフィスは、今後も同様のセミナーの開催を検討しています。
今回都合により参加できなかった方々は、ぜひ次の機会に
ご参加ください。

日時 …2020年2月17日（月）　 場所 …埼玉大学　大学会館２階ラーニングコモンズA

英語　論文執筆・学会発表セミナー

2月17日

論文執筆
学会発表

１３：３０～１６：４５
（途中休憩１５分）

Lesson1 Writing and Revising a Research Article

2020年

月

参加を希望される方はメールでお申込みください。【 2/13（木）締切 】

彩の国女性研究者ネットワークセミナー

場所：埼玉大学 大学会館２階ラーニングコモンズA

サイエンスライティングの原則について考察し、文例を実際に修正します。ま
た、アカデミックライティングの文体に適切な表現を見つけるための、Google 
Scholarの使用方法について講義します。

英語による研究発表の準備の方法と良いプレゼンをするコツ、口頭発表の構成
の方法、スライドの作り方、心の準備、タイムマネジメントなどについて、実
践的に学びます。

Lesson3 Oral Presentation Workshop

対象：埼玉大学および彩の国女性研究者ネットワーク機関の
教員、技術者、研究者、大学院生 先着３０名

受付13：15~

主催 ： 埼玉大学 ・男女共同参画室ダイバーシティ推進オフィス ・研究機構URAオフィス
【お問合わせ】048-767-4011（内線5185・3181）、e-mail：diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp

講師：David Kipler 先生
学術出版トレーナー・コンサルタント
※講義は英語で行います。
※昨年度の英語セミナーと内容が重複する
部分があります。ご了承ください。

「件名：英語セミナー参加希望」「本文：➀お名前②ご所属③職名（大学院生の場合は学籍
番号）」を記載し、diversity-s@gr.saitama-u.ac.jpまで

Lesson2 Tables and Figures 
サイエンスライティングにおける図表の基礎、図表が必要な場合の判断、よく
ある間違いなどについて見直します。

フライヤー

会場の様子
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次世代育成

2019年9月24日（火）、理化学研究所和光キャンパスに
て、彩の国女性研究者ネットワーク訪問セミナーを開催し
ました。当日は、芝浦工業大学、埼玉県立大学、埼玉大学か
ら18名の学部生・大学院生の参加がありました。
最初に、理化学研究所小谷元子理事のご挨拶があり、続
いて、足立研究人事課長から、理研の概要についての説明
がありました。理研では、職員の約2割が外国人であり、女
性研究者育成にも力を入れて取り組んできたこと、現在も
グローバル化を進めている点などの説明がありました。また、
理研と埼玉大学との連携は古く、わが国初の連携大学院と
して設置されたのは今から30年前で、研究所と大学とが共
に協力して若手研究者の育成を行う先駆けとなってきたと
の話がありました。
研究室見学では、まず、今本細胞核機能研究室を訪問し
ました。今本先生がなぜ今の研究に至ったか、大学院生の
頃に恩師の岡田先生の研究室の扉をたたいたこと、「火消
し遺伝子」を見つけ世に発表したことなど、先生のご研究
内容とともに、研究者となった経緯…についてお話しくださ
いました。そして、「自由な発想で研究を進め、うまい問い
かけをするといい答えが返ってくる」と、学生たちに研究
のコツについて教えてくださいました。
次に訪れたのが、金有洙先生のKim表面界面科学研究室
です。針で物質の表面を見て性質を調べるご研究をされて
いること等、先生のご研究内容についてのご説明の後、研
究にとってのダイバーシティの重要性についてもお話くだ
さいました。先生のメンバーの半分が外国人で、女性も半
分在籍しており、研究室では、意図的に多様な背景の人を
集めて、多様な発想を大切にしているとのことです。その後、
2班に分かれ、実験室で、特殊な顕微鏡を前に、研究員の方
から、実際の研究についての説明がありました。
参加した学生達は、熱心に先生方の話に耳を傾け、「１回
の計測にどのくらいの時間がかかるのか。」「今は何を計測

しているのか」「どうやったら研究室に入ることが可能か」
など、様々な質問をしていました。
参加者からは、「大変勉強になった」「研究内容から研究
環境など、幅広く話を聞くことができた」「実際の実験装置
を使用しているところを見ることができた」「大学院進学を
前提に頑張りたい」などの感想が寄せられました。

日時 …2019年9月24日（火）　 場所 …理化学研究所　和光キャンパス

彩の国女性研究者ネットワーク訪問セミナー

「理化学研究所」

14:00 理研紹介

住所 〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1 
Tel: 048-462-1111（代表） / Fax: 048-462-1554

内容

14:45 研究室⾒学①【今本細胞核機能研室

15:40 研究室⾒学②【Kim表面界面化学研

16:50 終了予定

学部生、大学院生

※研究室⾒学では、研究紹介の他、両先⽣からの研究者
してのご自身のキャリア選択の背景や、ワークライフバ
ンスをどう実現しているかなどについてもお話しいただ
ます。

対象

（埼玉大学の学生のみ公共交通機関の交通費を支給します

申込方法

（申込多数の場合は⼥⼦学⽣優先）

参加費無料

主催 彩の国⼥性研究者ネットワー
問合せ先 埼玉大学ダイバーシティ推
048-767-4011（内線5185）diversity-s

和光市駅南口 ロータリー

① 理研訪問セミナー参加希望・学籍番号・
氏名・電話番号・メールアドレスを

diversity-s@gr.saitama-u.ac.j

締切 9月

申込方法

集合場所

2019年

9月24日火

】

究室】

生

【研究室⾒学①】
今本細胞核機能研究室
主任研究員今本尚子 (Ph.D.)
【研究主分野】生物学
【研究関連分野】総合生物
細胞生物学 / 分子生物学 / 生化学

【研究室⾒学②】
Kim表面界面科学研究室
主任研究員⾦有洙 (D.Eng.)
【研究主分野】化学
【研究関連分野】総合理⼯/⼯学
表面科学 / 物理化学 / 凝縮系物理

者と
バラ
だき

す）

ーク 埼玉大学 理化学研究所
推進オフィス
s@gr.saitama-u.ac.jp

交番前 13 00 集合

を記載の上、

p まで

13日（⾦）

埼玉大学マスコットキャラクター
メリンちゃん

②QRコードでのお申し込みはこちら

フライヤー
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今本尚子先生を囲む参加学生のみなさん

金有洙先生の講義を熱心に聴講する参加学生のみなさん
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2019年11月27日（水）、マレリ株式会社実験研究セン
ター（栃木県佐野市）にて、令和元年度第2回彩の国女性研
究者ネットワーク訪問セミナーを開催しました。当日は、
芝浦工業大学、埼玉大学から学部生・大学院生・留学生９名
が参加しました。
最初にグローバル人事本部の鈴木様から、マレリ株式会
社の会社紹介として、事業内容や事業所の位置、ワークラ
イフバランスを支援する制度、研修制度、今後の自動車業
界の発展予想について、説明がありました。マレリ㈱の新
しい取組としては、来年4月から、在宅勤務の導入を計画し
ているそうで、多様な社員が働けるようなしくみづくりを
進めているそうです。
次に、実験研究センター内にある様々な施設の中から、
全天候風洞実験室、実車電波暗室の２つの実験施設の見学
をしました。太陽光と同じ強さの光を当てることのできる
巨大な光源装置がおかれた風洞実験室では、温度や湿度、
光の強さを変えることにより、様々な環境を作りだすこと
ができるそうで、環境の変化による車の様々なパーツへの
影響を測定しているとのことでした。実車電波暗室では、
室内の回転テーブルに載った車を見ながら、車体に全角度
から電波を当てて実験していること、キーレスキーの電波
など、なぜこのような実験室が必要かの説明を受けました。

研究者は、製品化のためにコストを抑えながらも、最大限
の効果を出せるよう、研究を繰り返しているとのことでした。
年間何回の実験を行っているのか、実験をするのは製品
化する前なのか、電波実験は車のどのようなことに利用さ
れるのか等、学生からは様々な質問が出され、みな、研究者
の説明を熱心にメモしながら聞き入っていました。
次に、お二人の若手研究者のキャリアメイキングや就職
活動の経験等についてのお話をお聞きしました。そして、
女性グループ、男性グループに分かれ、研究者を囲んで座
談会を行いました。お二人からは、入社7年~8年目で、研究
畑でキャリアを積んでいらっしゃること、車が好きである
こと、仕事のやりがい、初めての海外出張や勤務等につい
てお話しがあり、仕事も生活も充実していることが伺えま
した。お二人とも、車については、入社後に学んだこと、大
学での専攻とぴたりと一致しなくても、大学で学んだ経験
が今の研究に活かされているとのことです。座談会では、
学生の様々な質問に、時間を超えて丁寧にお答えください
ました。
参加した学生からは、「実際に働いている方と直に話が
できて良かった」「先輩方との座談会があり、楽しかった」「生
の声を聞けるので、とても参考になった」等の感想が寄せ
られました。

日時 …2019年11月27日（水）　 場所 …マレリ株式会社　実験研究センター

彩の国女性研究者ネットワーク訪問セミナー

「マレリ株式会社実験研究センター」

■日 程 2019年11月27日（水）
〒327-0816 栃木県佐野市栄町8

TEL 0283-21-8001（※施設への連絡はご遠慮ください。）

主催：彩の国女性研究者ネットワーク マレリ株式会社(旧カルソニックカンセイ株式会社) 埼玉大学
問合せ先：埼玉大学ダイバーシティ推進オフィス

048-767-4011（内線5185）diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp

■内 容

■対 象

1.施設/実験設備の紹介・⾒学
（電波暗室、風洞等）

2.研究者・技術者との座談会
（若⼿社員~中堅社員）

大学生及び大学院生
⼥⼦学生対象ですが、男⼦学生及び留学生も参加OK 
先着１０名 お早めにどうぞ 
①マレリ株式会社訪問セミナー参加希望・学籍
番号・氏名(漢字・ふりがな）・電話番号・メー
ルアドレス・集合場所①または②を記載の上、
diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp
まで。※参加希望のメールを受信後、数日中に申し込
み完了の旨をご返信いたします。

集合①／9：45
埼玉大学事務局棟前（10時出発）
集合②／10：05
北浦和駅（10時20分出発）
解散／1８時30分頃予定
北浦和駅・埼玉大学

■申込方法 ②QRコードでのお申し込みはこちら

※昼食を
ご持参ください。

11月23日
申込締切

※実験中の車種によっては、秘匿の関係からご覧いただけない設備が発生する
可能性もございます。ご容赦ください。

先輩研究者との座談会

参加者とマレリ（株）の皆さまとの記念撮影

先輩研究者との座談会

マレリ（株）の概要について熱心に聞く参加者

フライヤー


