
D) 研究力向上・リーダーシップ育成 

1913年8月6日東北帝国大学入学の女子学生 

杜の都ジャンプアップ事業 
for 2013等を通して 

H18-H20 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」 
杜の都女性科学者ハードリング支援事業 

 

田中 真美   ジャンプアップ事業実施責任者・医工学研究科 教授 
         東北大学男女共同参画推進センター 副センター長 
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１．当該課題対象分野における女性教員数の3年後30％増加、5年
後55％増加 

２．女性研究者をリーダーとする研究プロジェクトや研究業績数の3
年後30％増加、5年後55％増加 

 
３．女性研究者の特性を生かした独創的な異分野融合学問領域の

研究を立ち上げ 
４．男性も含めた全学の男女共同参画意識の醸成により、女性研究

者の希望の研究スタイルと実際の研究スタイルの不一致を解消 
５．東北大学の女性研究者の世代や分野を超えた交流の深化  

 
 
 
 
 

ミッションステートメント 
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   能力・職階のジャンプアップ！   ⇒    リーダー育成！ 
「自立し、共生し、未来を育み、サイエンスを拓く杜の都女性研究者リーダー」 



理・工・農学系分野における優れた女性研究者を養成する仕組み 

１．世界トップクラス研究リーダー養成プログラム 
国際的に活躍する沢柳フェロー（女性教授メンター）と部局メンター ⇒ 
複数メンター制による助言・指導 
Distinguished professor等による能力アップセミナー 
1－1.  異分野融合力アップセミナー 
1－2. 組織・研究マネージメント力アップセミナー 
1－3. 研究実務能力アップセミナー 

2.新ネットワーク創生プログラム 
WEBネットワークシステム：情報共有と女性研究者の研究発信 
学内の異分野間の人的ネットワークの創生    

3.研究スタイル確立支援プログラム 
女性研究者の研究スタイル確立のための支援 
男性も含めた全学の男女共同参画意識の啓発・醸成  

田中 耕一 教授 

Professor Dr. Helene 
Langevin-Joliot（パリ大学
原子核研究所）   

Elisabeth von Brand 博士 

毎回アンケート調査を行い、女性教員が能力アップ
に必要としているものを把握し、それをフィードバックし
た継続的開催の実施 



世界トップクラス研究リーダー育成セミナー （推進室主催のもの：並列開講のものは               
                                              他多数） 
（１）H21/9/29．「キュリー家とジョリオ＝キュリー家 放射能から核物理学まで」 ランジュバンジョリオ博士(参
加者180名) 
（２）H 22/2/12．「快適性の追求―企業研究者として―」 東洋紡研究所 石丸園子氏(参加者17名) 
（３）H 22/9/24．「2010APEC WLN会合リポート」エリザベス・フォン・ブランド氏(参加者16名) 
（４）H 22/11/15．座談会「～残間里江子氏を囲んで～」残間里江子氏(参加者12名) 
（５）H 22/12/2．講演会「自動車排ガス浄化用触媒に携わって」(株)豊田中央研究所 畑中美穂氏(参加者11
名) 
（６）H 23/3/7．研修会「メンタルヘルス研修I＆II」 株式会社フォーブレーン(参加者29名) 
（７）H 23/9/7．座談会「新規採用女性研究者のための昼食座談会」(参加者13名) 
（８）H 23/9/29．「科研費の採択を目指して」 本学農学研究科長 山谷知行氏(参加者16名) 
（９）H 23/11/11．「東北大学女性研究者育成支援推進室の取り組み～ハードリング事業からジャンプアップ
事業へ」 本学医工学研究科教授 田中真美氏(参加者28名) 
（１０）H 24/9/27．「外部資金獲得について」 本学理学研究科教授 寺田眞浩氏(参加者19名) 
（１１）H 24/11/16．「グラスレス3DレグザTM商品化までの道のり」 （株）東芝 福島理恵子氏(参加者69名) 
（１２）H 24/11/20．「学術分野の男女共同参画とポジティブ・アクションの課題」 本学法学研究科教授 辻村
みよ子氏(参加者11名) 
（１３）H 25/5/30．「未来をつくる学生たちへ～ノルウェーからのメッセージ～」 ノルウェー王国教育・研究副
大臣 ラグンヒル・セッツオース氏(参加者120名) 
（１４）H 25/9/12．「外部資金獲得について」 本学理学研究科教授 寺田眞浩氏(参加者14名) 
（１５）H 26/3/31．「Partners for Progress and Prosperity ～A Personal and Professional Journey～」 
元アメリカ化学学会会長 マリンダー・ウー氏(参加者27名) 

 

事業期間中の各種セミナーの開催実績 



H 26/3/31．「Partners for Progress and 
Prosperity ～A Personal and Professional 
Journey～」 元アメリカ化学学会会長 マリン
ダー・ウー氏(参加者27名) 
 

H 24/11/16．「グラスレス3DレグザTM商

品化までの道のり」 （株）東芝 福島理恵
子氏(参加者69名) 
 

H 24/11/20．「学術分野の男女共同参

画とポジティブ・アクションの課題」 本
学法学研究科教授 辻村みよ子氏(参
加者11名) 
 

H 24/9/27．「外部資金獲得について」 
本学理学研究科教授 寺田眞浩氏(
参加者19名) 
 



外部資金獲得セミナー 
 
・セミナー「外部資金獲得を目指して」  
 H23 農学研究科長 山谷知行氏 
 H24 理学研究科 寺田眞浩氏 
 H25 理学研究科 寺田眞浩氏   
 H26 原子分子材料科学研究機構長 小谷元子氏 
 
   沢柳フェローも交えて懇談、推進室から過去の採択申請書（複数） 
   の資料提供 
 
  ・ジャンプ新規採用者は5年間で科研費22件採択 
  Ｈ21 1件 → Ｈ２５ 11件と急増 挑戦する女性研究者の増加 

５８%増 

新規 継続も含む場合 
平成21年 25 55 

平成22年 20 57 

平成23年 29 76 

平成24年 29 74 

平成25年 32 81 

平成26年 31 87 

理・工・農学分野の科研費採択件数（新規＋継続） 



・今まで知らなかった話を聞けて有意義でした。 
・科研費の申請に関して、注意すべき点や審査員がどう見るか等についてい
ろいろお話を伺うことができ、参考になりました。 
・フォントの大きさや強調の仕方など申請書の書き方の細かい指導までいた
だき大変参考になりました。 
・色々な外部資金に数多く出すことが、資金獲得の近道かもしれないと、これ
までの考えを改めさせられました。 
・科研費審査の具体的な話が聞けて大変参考になりました。 
・審査される側の先生から、具体的なアドバイスをいただけて良かった。 
・科研費書き方について大変参考になりました。 
・申請書類を見せていただいたことが大変役に立ちました。 
・ざっくばらんに聞きたいことが聞けました。 
・毎回、がんばって外部資金に応募しよう！と思います。 
・審査する先生の率直なお話を聞けて勉強になりました。 

外部資金獲得セミナー 受講者の声 



研究スタイル確立支援プログラムセミナー 
• H21/10/27.「東北大学の研究・育児両立支援策」 本学医工学研究科教授 田中真美氏 
• 「仙台市の学童保育 ～仙台市学童保育連絡会大規模アンケート調査結果より～」本学（教育学研究科）

李氏(参加者41名) 
• H 22/2/22．「QOLの向上を目指して」 本学医工学研究科教授 田中真美氏(参加者49名) 
• H 22/11/10．「父として、夫として、研究者として」 本学理学研究科准教授 坂野井健氏(参加者31名) 
• H 22/12/15．「名古屋大学に見る子育て支援～学内学童保育所を中心に」名古屋大学 榊原千鶴氏(参

加者27名) 
• H 23/2/25．「多元物質科学研究所 若手交流講演会」 (a) 「研究生活と家庭生活の両立について」本

学多元研助教 中村貴宏氏 （ｂ）「企業における研究開発と女性研究者としてのあゆみ」住友ゴム工業
株式会社 宮城ゆき乃氏(参加者37名) 

• H 24/2/20．「お母さんは「特許審判官」～特許制度と審査官・審査官の役割～」 特許庁審判官 一ノ瀬
薫氏(参加426名) 

• H 25/2/25．「研究と子育ての両立について」 本学工学研究科准教授 北川尚美氏(参加者9名) 
• H 25/7/2．「大学院生が将来をきりひらくために」 本学医工学研究科教授 田中真美氏(参加者47名) 
• H 25/11/8．「「とりあえず」のススメ」 NEC知的財産本部 森岡由紀氏(参加者12名) 
• H 26/2/19．「仕事と育児のワークライフバランス～研究と子育て、未来を育むことへの挑戦～」 本学多

元物質科学研究所５名の研究者(参加者24名) 
 

各種セミナー等の開催実績 

C C 

 男性教員も積極的に発表 



H 25/11/8．「「とりあえず」のススメ」NEC知的財産本部 森岡由紀氏 

H25「できることだけコツコツと」多
元物質科学研究所准教授 松井敏高氏 
 

H25「研究と子育て」多元物質科学
研究所教授 石島秋彦氏 
 



 
 
 

複数メンター制・沢柳フェロー 

・沢柳フェローランチミーテイングや茶話会の開催 
- 新規採用を意識し、５月までに１回開催 
- 各種セミナーや勉強会などとも共催 
 
  

 
       

 沢柳フェロー：全学女性教授のうち、人物ならびに学識において

ロールモデルにふさわしい人物による新規採用者および既在籍女性教
員に対する複数メンター制による個別相談制度 

 ・ランチミーティングや茶話会後に、研究、人事、育児との両立等に
して直接、質問・相談・指導等。 
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21/3/8．沢柳フェロー昼食会（キックオフミーティング）(参加者22名) 
22/5/25．沢柳フェロー昼食会(立食形式) with  
                 女性研究者育成支援推進室室長(参加者28名) 
22/9/13．沢柳フェロー茶話会（シンポジウムとの合同茶話会）(参加者44名) 
23/2/13．沢柳フェロー茶話会（シンポジウムとの合同茶話会）(参加者29名) 
24/7/13．沢柳フェロー昼食会（新規採用者を囲んで）(参加者23名) 
25/2/28．沢柳フェロー茶話会（シンポジウムとの合同茶話会）(参加者18名) 
25/5/31．沢柳フェロー昼食会（新規採用者を囲んで）(参加者16名) 
25/10/22．沢柳フェロー茶話会（100周年シンポジウムとの合同茶話会）(参加者70名) 
26/3/6．沢柳フェロー茶話会（シンポジウムとの合同茶話会）(参加者21名) 
26/3/31．沢柳フェロー茶話会(参加者17名) 

 
 
 



所属 氏名 
文学研究科 才田 いずみ 
文学研究科 佐竹 保子 
経済学研究科 猿渡 啓子 
医学系研究科 朝倉 京子 
医学系研究科 大隅 典子 
医学系研究科 出澤 真理 
医学系研究科 中山 啓子 
医学系研究科 丸山 良子 
医学系研究科 吉沢 豊子 
歯学研究科 山本 照子 
農学研究科 磯貝 恵美子 
農学研究科 山下 まり 
生命科学研究科 杉本 亜砂子 
医工学研究科／工学研究科 田中 真美 
加齢医学研究所 千葉 奈津子 
加齢医学研究所 本橋 ほづみ 
多元物質科学研究所 永次 史 

原子分子材料科学高等研究機構／多元物質科学研究所 栗原 和枝 

原子分子材料科学高等研究機構／理学研究科 小谷 元子 

高度教養教育・学生支援機構 末松 和子 

沢柳フェローリスト（20名 H26 11月現在）  



新規採用された方の部局に関連するメンター（専門が近い） 

・メンターから、ノウハウなど助言、サポートしやすい（複数） 
・スムーズな研究スタートアップが可能（複数） 
・研究興味への偏りの防止や長期的な研究展望など、若手研究者が
自らでは気付くことが難しい面でのサポートが可能 

複数メンター制・部局メンター 
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・調査出張への同行により、様々な研究者へ紹介（複数） 
・同行中に議論を集中的に重ねることができ、本人の真の希望
や適性を知る機会ともなり、研究領域や将来のキャリアアップに
ついて配慮する知見を得とく       
・研究室内ではもちろん、部局内の若手女性研究者の成長を促
す意識向上にも効果を発揮 
・成長する女性研究者本人の生きざまを示すことで研究室に在
籍する学生(男女とも)にもよい影響 
 

研究能力や指導力の向上 
 

周囲への意識改革 
 



国際会議・国内会議の発表支援：「スキルアップ支援」 
 

女性研究者の申請 
杜の都ジャンプアップ支援事業研究ス
キルアップ補助金 応募申請(海外渡航
費・国内旅費・学会参加費など) 
•学会の概要 
•申請理由並びに期待される成果等 
•部局メンター等の推薦 
 

 
総務課にて受け付け、確認 

・応募資格対象者であるか等の検討 
（間接経費にて対象外の方にも支援） 

 

 
女性研究者育成支援
推進室により審査 

（公平性の担保：審査員
に近い応募者の場合、

審査から外れる） 
 

女性研究者
学会発表 

シンポジウムでの成果
発表・報告書提出 

計 国外 国内 
H21 18 5 13 

H22  16 8 8 

H23  15 7 8 

H24 2 2 0 

H25  10 3 7 

合計 61 25 36 

スキルアップ支援実績 

 シンポジウムでの発表  
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スキルアップ支援の発表の場 
シンポジウム 
H21 杜の都 ジャンプアップ事業for2013キックオフシンポジウム(参加者94名) 
H22 杜の都 ジャンプアップ事業for2013シンポジウム2010 ―今何が必要か 各大学の取り組みに学ぶ
―(参加者108名) 
H23 杜の都 ジャンプアップ事業for2013シンポジウム2011―より大きなジャンプアップへ― (参加者57名) 
H24 杜の都 ジャンプアップ事業for2013シンポジウム2012―女性研究者の輝く東北を目指して―(参加者
72名) 
H25 杜の都 ジャンプアップ事業for2013総括シンポジウム―５年間のまとめと女性研究者の未来―(参加
者55名) 
H26 11月29日開催 男女共同参画シンポジウムにて発表予定 



「ランチタイムfor女子高校生by 理工農 若手研究者」  
毎年オープンキャンパス時に開催 

2010 参加者87名 
2011 参加者79名 
2012 参加者92名 
2013 参加者70名 
2014 参加者  
 100名(1日目）、50名 
      

・ 毎回約10名の若手女性研究者により発表 
・ H26はサイエンスエンジェルともコラボ 



女性研究者の孤立感の緩和や異分野融合研究の促進。   
女子高生へのロールモデル提示 

 

参加した研究者の感想 
・出会う機会の少ない私たちですが、高校生たちの熱心さから、彼女たちが知りたい、勉
強したいと感じている分野に触れ、また新たな発見に巡り会うチャンスとして、このイベント
が機能していることを実感しました。また、高校生や、顔を合わせることの少ない他分野の
研究者の方たちとお話することができたことは、私にとっても大きな刺激になりました。 
・限られた時間で、研究内容をわかりやすくお話するのは大変でしたが、高校生の視点か
ら自分の研究を見ることは、新たな発見に巡り合うチャンスになりました。そして、他分野
の研究者の話を聞くことも、普段接する機会の少ない分野においてどのような研究が行わ
れているかを知る良い機会となりました。                          等 
 
 

参加した女子高生の感想 
・理系というくくりの中でも細かい分野に分けられていることは資料を読んだだけでは分からなかったので、初めて知っ
てびっくりしました。 
・色々な研究をしている方の話を少しずつですが、たくさん聞くことができおもしろかったです。どんな研究も様々な分野
を跨いでやっている感じでさらに研究への興味が広がりました。 
・女子でも理系に進めるという強い安心感がわきました。 
 

「ランチタイムfor女子高校生by 理工農 若手研究者」  
毎年オープンキャンパス時に開催 



5）東北大学の女性研究者の世代や分野を超えた交流の深化 
 
 ポスドクから教授まで女性研究者が一堂に集まる機会の提供 
－ ポスドクや若手教員をメインとしたオープンキャンパスでのイベントの実施  
－ スキルアップ支援を受けた者たちのシンポジウムでの発表 
                         （キャリアアップ・継続の意識向上） 
－ 沢柳フェロー（東北大学全学女性教授）によるメンター制。沢柳フェローラ

ンチミーティングや茶話会などで、新規採用女性教員と既在籍女性教員が
交流、その後個別相談へ 

－ 女性研究者SNS（210名登録）、女性研究者データベースの構築と運用、
女性研究者紹介冊子2009～2013の発刊 

 

 

ミッションステートメント 5 

オープンキャンパス  シンポジウム 
での発表  

ハード・ソフトの両面で支援 
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東北大学女子学生入学100周年記念シンポジウム 

H25年8月8日（木） 
参加者約250名 

•講演 
•パネルディスカッション 
•総長による行動指針発表 

～リケジョの100年から未来の女性リーダー育成に向けて～ 

特設サイト 

Ｔシャツ・トートバック等 

JR東日本が発行新幹線車内サービス誌 
トランヴェール9月号掲載 



東北大学における男女共同参画推進のための行動指針7項目 

①両立支援・環境整備 
本学構成員が、年齢性別等を問わず、仕事や学業と生活との両立を図る
ことができるように、意識の醸成に努め、子育て支援のための学内施設
の充実や介護支援を含めた制度等の環境整備と周知を進める。 

②女性リーダー養成 
アカデミアにおける男女共同参画の推進に向けて、女性研究者を積極的
に採用・養成し、さらに学内および学会・社会のリーダーとして飛躍させる
ための支援・登用制度を整備する。 

③次世代育成 
将来性豊かな次世代女性研究者を輩出するために、サイエンス・エンジェ
ル（SA）活動を継続・発展することなどにより、学部生・大学院生を対象と

した研究者使命の意識啓発と醸成に努め、さらに実体験を通して育成す
る施策を推進する。 

④顕彰制度 
アカデミアにおける男女共同参画の先駆として、各分野で活躍し多大な貢
献をなした方々を選考し顕彰するため、新たな「東北大学男女共同参画
賞」を創設する。 

⑤地域連携 
東北地方の中心に位置する大学として、東北地方の多くの大学、行政機
関等との連携を進め、地域発展や震災復興事業等における男女共同参
画を推進する。 

⑥国際化対応 
ワールドクラスへの飛躍に向けて、グローバルな研究・教育体制に相応し
い、外国人研究者・留学生を対象とした様々な両立支援策を講じ、国際的
観点に基づいて学内の男女共同参画を推進する。 

⑦支援推進体制 
上記の男女共同参画活動を円滑に推進するために、男女共同参画担当
理事（若しくは副学長）と総長特別補佐（男女共同参画担当）を置き、さら
に「男女共同参画推進センター」として恒常的支援体制を整備する。 

19 



男女共同参画委員会 
男女共同参画に関する重要事項の審議・決定 
委員長：理事（男女共同参画担当） 、構成員：各部局代表 

 男女共同参画推進センター 
 男女共同参画委員会のもと、事業を実施 
 センター長：理事（男女共同参画担当） 

 
高等教育開発 
推進センター 
学生相談所ｚ 

 

平成２６年度以降の男女共同参画・女性研究者支援の体制 
H26 男女共同参画推進センターを設立 

○両立支援・環境整備 チーム 
 （旧男女委 広報WG、両立支援WG ＋旧 推進室 育児・介護支援班） 
○女性リーダー育成 チーム（旧推進室 養成に関する支援班など） 
○次世代育成 チーム（旧推進室 次世代支援班）   など 
 
 

旧GCOE ジェンダー平等と多文化共生研究センター 

連 携 

病後児保育室 
「星の子ルーム」 

学内保育園 
「川内けやき保育園」 
「星の子保育園」 

  各部局 
男女共同参画委員会・ 
WG（教員・職員・学生） 

事業の 
企画･立案等 

事業の 
実施･支援 
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「東北大学における男女共同参画推進のための行動指針」を
2013年に発表し、継続した支援へ 

 
今年度（H26年11月時点)の支援状況 

上記の（１）～(6)を総長裁量経費（大学独自経費）で支援され、1件ごとの上限が（１）200万円、（３）10万円、（４）1年目100万円、
2年目50万円の研究費支援、（５）海外40万円、国内15万円であり、男女共同参画センターの助教・助手と事務補佐員の人件費等と

合わせて計上している。その他、定員枠にて採用された女性研究者の人件費等も運営交付金で支出する。なお、（７）については仙
台Iゾンタクラブの出資により行われるものであり東北大学からの支出はない。 

（１） ハードリング後継事業：1人に1人がサポートする  
   「研究支援要員」 

８件 3 

（２） 1名の支援要員で複数の教員をサポートする 
   「（新規）研究支援要員（シェア型）」  

２件 2 

（３） ハードリング後継事業：男性へのサポートも行う 
   「ベビーシッター利用料等補助」 

２５件 
（内男性２名） 

11 

（４） ジャンプアップ後継事業：新規採用の助教以上の 
   女性教員を対象とした「スタートアップ研究費」 

６件 
（内昨年採用3名） 

４ 
（内昨年採用3名） 

（５） ジャンプアップ後継事業：国内外の学会等への  
   旅費を支援する「研究スキルアップ経費」 

30件 21 

（６） ハードリング後継事業：「サイエンス・エンジェル 
   （SA）」 

７１名 

（７） 博士課程女子学生を対象とした 「女子学生海外 
   渡航支援」 

２件 

理・工・農（計） 



 
H26開催 セミナー、外部資金獲得セミナー ＆ 
          沢柳フェローランチミーティング・茶話会  
                      

セミナー 2回開催 
沢柳フェローランチミーティング・茶話会 3回開催 



D) 研究力向上・リーダーシップ育成 

参加機関 
 
東北大学、琉球大学、岐阜大学、大阪府立大学、帝京
大学、東京医科大学、千葉大学、岩手大学、九州大学、
福島県立医科大学、愛媛大学、武庫川女子大学、 
東京女子大学、熊本大学、京都大学、芝浦工業大学、
筑波大学、信州大学 



D）研究力向上・リーダーシップ育成分科会 
有効な手段 

 セミナー開催（全ての大学） 
  教員からの要望：英語論文の書き方や書き方の指
導方法、英語プレゼンテーション 
 個別が良いものや集合型が良いもの、工夫するべき   
                    ・・・非常に効果がある 
  外部資金獲得 
その他、自分はどうなりたい、そのためには何が必要
かを考える機会をセミナーなどで提供  
 外部資金獲得フォローアップ制度 
  （東京医科大学、九州大学は特に女子枠がある）  
 エンカレッジするための賞の設立 
  （京都大学、岩手大学、熊本大学（準備中））  



D）研究力向上・リーダーシップ育成分科会 
有効な手段 

 
アメリカ分校を利用した海外女性研究者との交流： 
3名の女性研究者＋学生40名  
3週間（2週間語学研修＋1週間見学）（武庫川女子大） 
                             
                        ・・・大変好評  
研究支援制度：育児・介護だけでなく社会貢献に対す
る支援もと（女性管理職）（九州大学、筑波大学） 

     人数比 育児・介護：社会貢献＝3：1（九大）   
連携：四国：評議員も含めた役員などに数値目標 
     （愛媛大学）  
共同研究：マネジメント能力などが上がるのでは 
 



D）研究力向上・リーダーシップ育成分科会 
有効な手段 

交流座談会、集い、サロン：集まる機会の提供  
メンター： 
神戸 研究メンター１＋ライフサポートメンター１：採用さ
れた方やメンターにも年に1回発表 
熊本：研究１＋教育１＋女性教員１ 
           ⇒ 非常に良かった（聞きやすい） 
キャリア開発センター（男女共同参画推進室）：ライフイ
ベントのDBがある  
アカデミックメンター＋ライフサポートメンター（メンターし
てくれそうな先生を紹介）  
 ⇒ ロールモデルの提示や刺激を受ける機会を増やす 
 ⇒ 内部にいないときには外部でも   ⇒ メンター自身にも異なる視点が見つかる機会にも 
  



帝京大学 
女性医師・研究者支援センター室長 
            野村 恭子 先生 
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