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機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R1 東京女子医科大学 女性医学研究者支援室 保育とワークシェアによる女性医学研究者支援プロジェクト 報告書 2007年3月発行

R3 日本女子大学
女性研究者マルチキャリアパス
支援プロジェクト推進室
(理学部・理学研究科)

第１回シンポジウム「女性と科学」 報告書 2006年9月発行

R5 愛知教育大学 ジェンダーとカリキュラム研究グループ
「男女共同参画実現のための高等教育のカリキュラム開発
　及び学習・研究環境の整備プランの検討」

報告書 2006年3月発行

R6 東北大学
特定領域研究推進支援センター
　女性研究者育成支援推進室

杜の都女性科学者ハードリング支援事業 報告書 2007年3月発行

R9 日本分子生物学会
日本学術振興会・特別研究員-RPD制度の更なる拡充、周知、
および弾力的運用等に関する要望

報告書 2007年5月発行

R10 熊本大学
『女性研究者支援モデル育成事業』に係る
熊本大学男女共同参画意識調査

報告書 平成19年2月調査

R12
独立行政法人 産業技術総合研
究所

男女共同参画室
イノベーション創出とダイバーシティ
－男女共同参画実践の立場からの提言－

報告書 2007年2月14日開催

R13 東京農工大学 女性キャリア支援・開発センター 年報 報告書 2007年7月発行

R14 早稲田大学 女性研究者支援総合研究所
成果2007-1
研究者養成のための男女平等プランに関する調査(3)

報告書 2007年10月発行

R15 早稲田大学 女性研究者支援総合研究所
成果2007-2
研究者養成のための男女平等プランに関する調査(4)

報告書 2007年10月発行

R16 名古屋市立大学 男女共同参画推進研究会
名古屋私立大学における
男女共同参画推進の条件整備に関する調査結果報告書

報告書 2007年3月発行

R17 神戸大学 男女共同参画推進室
神戸大学男女共同参画シンポジウム
「神戸スタイル」でいこう！

報告書 2007年7月30日開催

R21 国立女性教育会館
応援しよう！女子中高生の理工系チャレンジ
－女性の理工系進路選択支援事業・参考事例集－

事例集 2007年3月発行

R22 東京大学
男女共同参画室
入試事務室

Perspectives ロールモデル集 2007年12月2日発行

R24 愛知教育大学
男女共同参画委員会
次世代育成支援ワーキング

「仕事と生活の両立を支える職場環境に関する調査」 報告書 2007年3月発行

R26

お茶の水女子大学
東京女子医科大学
奈良女子大学
日本女子大学

(お茶の水女子大学COSMOS推進室 編集)
４女子大学合同シンポジウム
女性研究者から発信！ ワーク・ライフ・バランス社会へ

報告書 2008年1月31日発行

R27 大分大学
大分大学における男女共同参画の
推進に関する調査研究プロジェクトチーム

2006年度
「大分大学における男女共同参画の推進に関する調査」

報告書 2007年12月発行

R28 男女共同参画学協会
第５回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム
真の男女共同参画へ向けて意識を変えよう！

報告書 2007年10月5日開催

R30 九州大学
高等研究機構
女性研究者支援室（SOFRe）

科学の未来は女性が拓くⅡ～世界へ羽ばたけ編～ ロールモデル集 2008年2月発行

R31 九州大学
高等研究機構
女性研究者支援室（SOFRe）

世界へ羽ばたけ！女性研究者プログラム 報告書

R32 東京女子医科大学 女性医学研究者支援室 保育とワークシェアによる女性医学研究者支援プロジェクト 報告書 2008年3月発行

R33 東北大学
特定領域研究推進支援センター
　女性研究者育成支援推進室

杜の都女性科学者ハードリング支援事業 報告書 2008年3月発行

R34 日本女子大学
女性研究者マルチキャリアパス
支援プロジェクト推進室

女性研究者マルチキャリアパス支援プロジェクト 報告書 2008年3月発行

R35 熊本大学 男女共同参画推進室 地域連携によるキャリアパス環境整備 報告書 2008年3月発行

R36 熊本大学 男女共同参画推進室
「地域連携によるキャリアパス環境整備」研究体験事業
～次世代を担う、中・高校生の科学的思考力、技術力の増進を図る～

報告書

R37 広島大学
男女共同参画推進委員会
女性研究者支援プロジェクト研究センター

広島大学の男女共同参画2007 報告書 2008年3月発行

R42 京都大学 女性研究者支援センター
京都大学 女性研究者支援センター報告書
「女性研究者の包括的支援『京都大学モデル』」

報告書 2008年3月31日発行

R43 京都大学 女性研究者支援センター 京都大学 女性研究者支援センター報告書　【別冊：講演記録】 報告書 2008年3月3１日発行

R44
独立行政法人 産業技術総合研
究所

男女共同参画室
産業技術総合研究所 男女共同参画ワークショップ
－ワークライフバランスを考える－イノベーション創出への実践－

報告書 2007年11月26日開催

R47 神戸大学 男女共同参画推進室 神戸大学「再チャレンジ！女性研究者支援神戸スタイル」事業 報告書 2008年3月発行

R48 独立行政法人 森林総合研究所 男女共同参画室
サバイバル！魅力あふれる研究所をめざして
「応援します！家族責任を持つ女性研究者」第１回公開シンポジウム

報告書 2008年3月発行

R51 早稲田大学 女性研究者支援総合研究所 「研究者養成のための男女平等プラン」 報告書 2008年6月発行

R55 内閣府 男女共同参画局推進課
先輩研究者からのメッセージ
－研究、あなたはロールモデルをイメージできますか？－

事例集 2008年9月発行

R56 内閣府 男女共同参画局
女性研究者を応援します！
－女性研究者の活躍推進のための取組事例ー

ロールモデル集 2008年9月発行

R61 早稲田大学
男女共同参画推進室
女性研究者支援総合研究所

研究者養成のための男女平等プランに関する調査(5)
男女共同参画推進に関する意識・実態調査

報告書 2008年10月発行

R62 熊本大学 男女共同参画推進室 熊本大学女性研究者ロールモデル ロールモデル集 2008年11月発行

R66 神戸大学 男女共同参画推進室
神戸大学教員・学生における女性比率
－国立大学・米国大学との比較－

資料 2007年11月発行

R68 名古屋大学
男女共同参画推進専門委員会
男女共同参画室

名古屋大学における男女共同参画報告書2007年度 報告書 2008年3月発行

R71 文部科学省 科学技術・学術政策局
女性研究者の活躍促進に向けて
～女性研究者の支援事業取組事例～

事例集 2009年1月発行

R72 社団法人 国立大学協会 教育・研究委員会男女共同参画小委員会
国立大学における男女共同参画推進の実施に関する
第5回追跡報告書

報告書 2009年2月発行

R73 奈良県 結婚ワクワクこどもすくすく県民会議
平成20年度 なら子育て支援の輪づくり事業
～地域でつながる 地域をつなぐ～

報告書 平成21年2月

R74 神戸大学 男女共同参画推進室 神戸大学の職員の男女共同参画に関する意識調査 報告書 2008年5月発行

R75 金沢大学 男女共同参画キャリアデザインラボラトリー 男女共同参画キャリアデザインラボラトリー報告書 報告書 2009年3月31日発行
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機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R76 神戸大学 男女共同参画推進室
「再チャレンジ！女性研究者支援神戸スタイル」
平成20年度報告書

報告書 2009年3月31日発行

R78 千葉大学 両立支援企画室 女性研究者ロールモデル ロールモデル集 2009年3月発行

R80
独立行政法人 産業技術総合研
究所

男女共同参画室 先輩研究者からのメッセージ Vol.2 ロールモデル集 2009年2月発行

R81 新潟大学 女性研究者支援室 キャンパスシッターによる育成・支援プラン　平成20年度報告 報告書 2009年6月発行

R82 京都大学 女性研究者支援センター
女性研究者支援センター報告書
別冊　「ポケットゼミジェンダーと科学」記録

報告書 平成21年3月発行

R83 熊本大学 熊本大学 平成20年度　熊本大学共同参画意識調査　報告書 報告書 2009年3月発行

R84 熊本大学 男女共同参画推進室 地域連帯によるキャンパス環境整備　完了報告書 報告書 2009年2月発行

R85 東北大学 女性研究者育成支援推進室
杜の都女性科学者ハードリング支援事業
平成20年度報告書

報告書 2009年3月発行

R87 東京女子医科大学 女性医学研究者支援室
保育とワークシェアによる女性医学研究者支援プロジェクト
平成20年度報告書

報告書 2009年3月25日発行

R88 昭和女子大学 女性文化研究所 女性文化研究所紀要　第36号 紀要 2009年3月31日発行

R89 山形大学 地域教育文化学部　河野銀子 理工系大学・学部における女子比率の実態 資料 2009年3月発行

R90 福岡女子大学 女性生涯学習センター 平成20年度　事業報告書 報告書 2009年3月20日発行

R91
独立行政法人 産業技術総合研
究所

男女共同参画室
多様な人材が活躍する組織を考える
ダイバーシティー・マネージメントのすすめ

報告書 2009年3月発行

R92 名古屋大学 男女共同参画室 名古屋大学における男女共同参画報告書2008年度 報告書 2009年3月発行

R93 東京工業大学 男女共同参画推進センター
第1回シンポジウム
理工系大学での女性のネットワーク形成について

報告書 2009年2月19日発行

R95 内閣府 男女共同参画局
新しい研究者・技術者像とは
ワーク・ライフ・バランス推進報告書

報告書 2009年年3月31日発行

R97 日本女子大学
女性研究者マルチキャリアパス
支援プロジェクト推進室

サイエンスに挑む女性像 ロールモデル集

R98 住友生命 「未来を築く子育てプロジェクト」事務局
第2回　未来を築く子育てプロジェクト
「2008年事業報告」募集3事業受賞者のご紹介

報告書 2009年2月発行

R100 慶應義塾大学 ワークライフバランス研究センター ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 報告書 2009年3月発行

R101 静岡大学 男女共同参画推進室
静岡大学「女性研究者と家族が輝くオンデマンド支援」
平成20年度報告書

報告書 2009年5月発行

R102 独立行政法人 森林総合研究所 男女共同参画室 ワーク・ライフ・システム構築への挑戦 報告書 2009年3月発行

R103 独立行政法人 森林総合研究所 男女共同参画室 森林総合研究所における男女共同参画意識報告書 報告書 2010年3月発行

R104 社団法人 大学女性協会
JAUWシンポジウム２００８　ワーク・ライフ・バランスをめざして
育児・介護等を含めたケア・ワークへの男女共同参画

報告書 2009年2月発行

R105 京都大学 女性研究者支援センター
京都大学　　女性研究者支援センター報告書
女性研究者の包括的支援『京都大学モデル』報告書　平成20年度

報告書 2009年3月発行

R106 京都大学 女性研究者支援センター
京都大学　　女性研究者支援センター報告書　　別冊：講演記録
女性研究者の包括的支援『京都大学モデル』報告書　平成20年度

報告書 2009年3月発行

R107
特定非営利活動法人 日本分子
生物学会

（大規模アンケートワーキンググループ）
第2回バイオ系専門職における
男女共同参画実態の大規模調査の分析結果

報告書 2009年5月発行

R108
独立行政法人 科学技術振興機
構

経営企画部男女共同参画担当　島田純子 ロールモデル集『理系女性のきらめく未来』 ロールモデル集 2009年8月発行

R110 神戸大学 男女共同参画推進室
理系・女性・研究者　　My STUDY My STYLE
神戸大学教員編

ロールモデル集 2009年9月発行

R114 東海大学 ワーク・ライフ・バランス推進室 2008年度　東海大学　ワーク･ライフ･バランス　活動報告書 報告書 2009年8月発行

R116 九州大学 高等研究機構　女性研究者支援室 科学の未来は女性が拓くⅢ ロールモデル集 2009年2月発行

R119 神戸大学 男女共同参画推進室
「再チャレンジ！女性研究者支援神戸スタイル」事業
外部評価報告書

報告書 2009年3月発行

R120 三重大学 女性研究者支援室
「パールの輝きで、理系女性が三重を元気に」
平成20年度報告書

報告書 2009年3月発行

R121 広島大学 男女共同参画推進委員会 広島大学の男女共同参画2008 報告書 2009年3月発行

R122 神戸大学 男女共同参画推進室 ひょうごリサーチウーマンサミット-地域との連携をめざして- 報告書 2009年3月発行

R123 日本大学
研究委員会男女研究者共同参画専門部会
女性研究者支援推進ユニット

『キャリアウェイ・ユニバーサル化モデル』事業
平成20年度報告書

報告書 2009年3月発行

R124 千葉大学 両立支援企画室
千葉大学　女性研究者ロールモデルⅡ
先輩研究者からのメッセージ

ロールモデル集 2009年10月発行

R125 社団法人 国立大学協会 教育・研究委員会　男女共同参画小委員会
国立大学における男女共同参画推進の実施に関する
第６回追跡報告書

報告書 2010年1月発行

R126 島根大学 男女共同参画推進室 地方から開く　女性研究者の未来in島根 報告書 2009年3月発行

R128 九州大学
女性研究者キャリア開発センター
ライフサポート部門

女性研究者のための情報ライブラリー 資料

R129 東京大学 東京大学　男女共同参画室 東京大学女性研究者白書 報告書 2010年2月発行

R130 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 基本的な相談の受け方 資料

R131 東海大学 ワーク･ライフ・バランス推進室 2009年度　東海大学　ワーク･ライフ･バランス活動報告書 報告書 2010年3月1日発行

R132 社団法人 大学女性協会
JAUW全国セミナー２００９　ワーク･ライフ･バランスの実践
教育・労働・生活保障（福祉を含む）の分野で

報告書 20102月16日発行

R133 佐賀大学 女性研究者支援室
三世代サポート型佐大女性研究者支援
平成21年度　活動報告書

報告書 2010年3月発行



他機関報告書等

機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R134 福岡女子大学
公立大学法人福岡女子大学　第3回キャリア教育シンポジウム
報告書

報告書 2009年10月17日開催

R135 福岡女子大学 文部科学省現代GP報告書
男女共同参画社会をめざすキャリア教育
学生のキャリア意識と人間力を高める21世紀高度教養教育への
地方公立女子大学の挑戦

報告書 2010年3月発行

R136 東京工業大学 男女共同参画推進センター 平成21年男女共同参画講演記録 報告書 2010年3月発行

R137
独立行政法人 農業・食品産業技
術総合研究機構

女性研究者支援室
第1回農研機構男女共同参画シンポジウム
元気な農と食を支える研究開発と男女共同参画　報告書

報告書
2009年12月7日実施日

2010年3月発行

R138 東邦大学 男女共同参画推進室
『生命（いのち）の科学で未来をつなぐ女性研究者への継続的支援モデル』
平成21年度　活動報告書

報告書 2010年3月発行

R139 慶應義塾大学
ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援
平成21年度　報告書

報告書 2010年3月発行

R140 山形大学 男女共同参画推進室
山形ワークライフバランス・イノベーション
平成21年度報告書　第1部

報告書 2010年3月発行

R141 山形大学 男女共同参画推進室
山形ワークライフバランス・イノベーション
平成21年度報告書　第2部

報告書 2010年3月発行

R144 山形大学 地域教育文化学部　河野銀子 理工系大学・学部における女子学生低比率の構造分析 資料 2010年3月発行

R145 新潟大学 女性研究者支援室
キャンパスシッターによる育成・支援プラン
２００９年度報告

報告書

R146 広島大学
男女共同参画推進室
女性研究者支援プロジェクト

リーダーシップを育む広大型女性研究者支援
平成19～21年度　成果報告書

報告書 2010年3月発行

R147 広島大学 男女共同参画推進室
広島大学の男女共同参画２００９
平成21年度成果報告書

報告書 2010年3月発行

R148 秋田大学 男女共同参画推進室
平成21年度　秋田大学　男女共同参画推進フォーラム
実施報告書

報告書 2010年3月発行

R149 秋田大学 男女共同参画推進室 男女共同参画講演会　男女共同参画推進を考える 報告書 2010年3月発行

R150 秋田大学 男女共同参画推進室
秋田大学　大学間連携と女性研究者支援in秋田
平成21年度活動報告書

報告書 2010年3月発行

R151 京都大学 女性研究者支援センター たちばな　2006年11月～2010年2月 資料（Newsletter集）

R152 京都大学 女性研究者支援センター 研究者になる！2006～2009 ロールモデル集 2010年3月発行

R153 京都大学 女性研究者支援センター 京都大学　女性研究者支援センター報告書 報告書 2010年3月発行

R154 京都大学 女性研究者支援センター
京都大学　女性研究者支援センター報告書別冊
【全学科共通科目「ジェンダー論入門Ⅰ」記録】

報告書 2010年3月発行

R155 奈良先端科学技術大学 男女共同参画室 理系研究者ロールモデル集 ロールモデル集

R156 東京大学 男女共同参画オフィス 東大モデル"キャリア確立の10年”支援プラン　報告書 報告書 2010年3月発行

R157 東京大学 男女共同参画オフィス 女性研究者支援相談室　カウンセリング・マニュアル 資料 2010年3月発行

R158 三重大学 女性研究者支援室
「パールの輝きで、理系女性が三重を元気に」
平成21年度報告書

報告書 2010年3月発行

R159 秋田大学 男女共同参画推進室
男女共同参画シンポジウム報告書
　「ワークライフバランス（仕事と生活との調和）の実現に向けて」
　～ダイバーシティー尊重の風土醸成をめざして～

報告書 2009年12月発行

R160
独立行政法人 産業技術総合研
究所

男女共同参画室 先輩研究者からのメッセージVol.3 ロールモデル集 2009年12月発行

R161
独立行政法人 産業技術総合研
究所

男女共同参画室 先輩研究者からのメッセージVol.4 ロールモデル集 2010年2月発行

R162 独立行政法人 森林総合研究所 男女共同参画室
「応援します！家族責任を持つ女性研究者」
平成21年度報告書

報告書 2010年3月発行

R163 京都大学 女性研究者支援センター 京都大学女性研究者支援センター報告書 報告書 2008年3月発行

R164 大阪大学
多様な人材活用推進委員会
女性研究者キャリア・デザインラボ

大阪大学　第3回男女共同参画シンポジウム
大学における男女共同参画

報告書 2009年12月7日開催

R165 津田塾大学 女性研究者支援センター テクノロジー分野で働く女性研究者支援を考える 報告書 2009年3月発行

R166 東北大学 徐瑛研究者育成支援推進室 Science Angel Book ロールモデル集 2009年3月発行

R167

独立行政法人 物質・材料研究機
構
独立行政法人 森林総合研究所
独立行政法人 産業技術総合研
究所

男女共同参画デザイン室
男女共同参画室
男女共同参画室

つくば６研究機関男女共同参画合同シンポジウム
「好奇心が開くつくば発共同参画文化の扉」

報告書 2009年12月発行

R168 奈良女子大学 大学院人間文化研究科
組織的な大学院教育改革推進プログラム
「女性の高度な職業能力を開発する実践的教育」
平成21年度実績報告書および自己点検・評価報告書

報告書 2010年3月発行

R169 神戸大学 男女共同参画推進室
神戸大学「再チャレンジ！女性研究者支援神戸スタイル」事業
（平成21年度報告書）

報告書 2010年3月発行

R170 神戸大学 男女共同参画推進室
理系・女性・研究者　　My STUDY My STYLE　　Vol.2
キャリアカフェゲスト編

ロールモデル集 2010年3月発行

R172 名古屋大学
男女共同参画推進専門委員会
男女共同参画室

名古屋大学における男女共同参画報告書
2009年度

報告書 2010年3月発行

R173 宮崎大学 清花Athenaサポート室
「逆風を順風に　宮崎大学女性研究者支援モデル」
平成21年度報告書

報告書 2010年3月発行

R174 津田塾大学 女性研究者支援センター
ICT分野で国際的に活躍できる女性人材の育成を考える
―日欧の事例を中心に―

報告書 2010年3月発行

R175 津田塾大学 女性研究者支援センター
Mentoring for Technical Women
チューリング賞受賞者
フラン・アレン博士が語るICT分野で働く女性とメンタリング

報告書 2010年3月発行

R176 東北大学 女性研究者育成支援推進室
杜の都ジャンプアップ事業for2013
（平成21年度報告書）

報告書 2010年3月発行

R177 東京医科歯科大学 女性研究者支援室
｢女性研究者への革新的支援｣
平成21年度報告書

報告書 2010年3月発行



他機関報告書等

機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R178 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 ワーク＆ライフ　ガイドブック 支援制度ガイド 2010年3月発行

R179 金沢大学 男女共同参画キャリアデザインラボラトリー
男女共同参画キャリアデザインラボラトリー報告書
平成21年度

報告書 2010年3月発行

R180 三重大学 女性研究者支援室
「パールの輝きで、理系女性が三重を元気に」
平成21年度報告書【資料編】

報告書 2010年3月発行

R181
NPO法人
【仕事と子育て】カウンセリングセ
ンター

仕事と子育てに関するアンケート　　報告書 報告書 2009年9月発行

R182
独立行政法人 農業・食品産業技
術総合研究機構

女性研究者支援室
「元気な農と食を支える女性研究者支援モデル」
平成21年度　事業報告書

報告書 2010年4月発行

R183 上智大学 女性研究者支援プロジェクトWG
上智大学「グローバル社会に対応する女性研究者支援」
平成21年度報告書

報告書 2010年3月発行

R184 日本大学
日本大学研究委員会
男女研究者共同参画専門部会
女性研究者支援推進ユニット

日本大学のキャリアウェイモデルたち２０１０ ロールモデル集 2010年7月発行

R186 筑波大学 男女共同参画推進室
教職員研修予稿集　持続可能な女性研究者支援、筑波大スタイル
＝平成21年度事業報告書＝

報告書 2010年6月発行

R187 新潟大学 企画戦略本部　女性研究者支援室 平成21年度報告書　キャンパスシッターによる育成・支援プラン 報告書 2010年6月発行

R189 住友生命 「未来を築く子育てプロジェクト」事務局
未来を築く子育てプロジェクト
2009年事業報告　募集3事業受賞者のご紹介

報告書 2010年2月発行

R190 静岡大学 男女共同参画推進室 「女性研究者と家族が輝くオンデマンド支援」　平成21年度報告書 報告書 2010年4月発行

R192 東京都市大学 女性研究者支援室 TCU　ROLE　MODEL　東京都市大学　女性研究者紹介 ロールモデル集

R193 秋田大学 男女共同参画推進室coloconi コロコニガイドブック～仕事と育児・介護の両立のために～ 支援制度ガイド 2010年7月発行

R194 秋田大学 人事課　能力開発室 男性の育児参加を支援する諸制度 支援制度ガイド 2010年7月発行

R195 長崎大学 男女共同参画推進センター 長崎大学　女性研究者ロールモデル ロールモデル集

R198 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 講演会　北欧における女性の社会進出 報告書 2010年10月発行

R200 奈良先端技術大学院大学 男女共同参画室 奈良先端科学技術大学院大学男女共同参画室　平成21年度　成果報告書 報告書 2010年10月発行

R202 秋田大学 男女共同参画推進室coloconi 大学間連携合同シンポジウム「男女共同参画の現状と課題」 報告書 2010年11月発行

R203 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 ワーク＆ライフガイドブックⅡ 支援制度ガイド 2010年12月発行

R204 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 私のキャリア・私のライフ ロールモデル集 2010年9月発行

R206 東京工業大学 男女共同参画推進センター 育児と介護のための支援案内 支援制度ガイド 2010年10月発行

R207 東京工業大学 男女共同参画推進センター 東工大キャリアインタビュー　研究者の横顔 ロールモデル集 2010年11月発行

R209 秋田大学 男女共同参画推進室coloconi 基本的な相談の受け方(応用編) 資料

R210 島根大学 男女共同参画推進室 地方から開く女性研究者の未来in島根　平成21年度 報告書 2010年6月発行

R211
独立行政法人 産業技術総合研
究所

総務本部　男女共同参画室 産業技術総合研究所　第3期中期目標期間における男女共同参画の推進策 報告書 2010年9月発行

R212 奈良先端科学技術大学 男女共同参画室 理系研究者ロールモデル集Ⅱ ロールモデル集

R213 山形大学 男女共同参画推進室 山形大学教職員のための　出産・子育て・介護に関する制度 支援制度ガイド 2011年1月発行

R214 日本女子大学 現代女性キャリア研究所 現代女性とキャリア　第2号 紀要 2010年12月発行

R215
独立行政法人 農業・食品産業技
術総合研究機構

女性研究者支援室
元気な農と食を支える、女性研究者たち
～農研機構　女性研究者インタビュー集～

ロールモデル集 2011年3月発行

R216 大阪府立大学 女性研究者支援センター ｢元気！活き活き女性研究者・公立大学モデル｣平成22年度　事業報告書 報告書 2011年3月発行

R217 長崎大学 男女共同参画推進センター おもやいキャンパスサポート～長大モデル～　平成21～22年度報告書 報告書 2011年3月発行

R218 長崎大学 男女共同参画推進センター 長崎大学　教職員の意識・実態調査　報告書 報告書 2011年3月発行

R219 長崎大学 男女共同参画推進センター 長崎大学　医歯薬総合研究科学生のキャリア形成に関する調査　報告書 報告書 2011年3月発行

R220 長崎大学 男女共同参画推進センター 長崎大学　女性研究者ロールモデルⅡ ロールモデル集

R223 筑波大学 男女共同参画推進室
持続可能な女性研究者支援、筑波大学スタイル
＝平成22年度事業報告書＝

報告書 2011年3月発行

R224 筑波大学 男女共同参画推進室
「持続可能な女性研究者支援、筑波大学スタイル」
筑波大学ロールモデル集

ロールモデル集 2011年3月発行

R225 佐賀大学 女性研究者支援室 三世代サポート型佐大女性研究者支援　平成22年度　活動報告書 報告書 2011年3月発行

R227 佐賀大学 女性研究者支援室 研究者への道　佐賀大学研究者／ロールモデルBOOK ロールモデル集

R228 山形大学 男女共同参画推進室 山形ワークライフバランス・イノベーション　第1部　平成22年度報告書 報告書 2011年3月発行

R229 山形大学 男女共同参画推進室
山形ワークライフバランス・イノベーション　第2部　平成22年度男女共同参画に
係るアンケート結果報告書

報告書 2011年3月発行

R230 山形大学 男女共同参画推進室 女性研究者の育成と支援　山形大学　男女共同参画　国際シンポジウム 報告書 2011年3月発行

R231 山形大学 男女共同参画推進室 これからの仕事の話をしよう　Woman of YAMAGATA ロールモデル集 2011年3月発行

R232 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 「女性研究屋への革新的支援」　平成20年度報告書 報告書 2011年1月発行



他機関報告書等

機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R233 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 大学院生による大学院生のためのキャリアガイドブック ロールモデル集 2011年1月発行

R234 岐阜大学 男女共同参画推進室 岐阜大学　女性研究者ロールモデル集　－輝く先輩からのメッセージ－ ロールモデル集 2011年3月発行

R236 東北大学 医学部教室員会 ほしのこルームのあゆみ　病後児保育室開設10周年記念誌 資料 2011年2月発行

R237
独立行政法人 国立女性教育会
館

平成21年度　女性のエンパワーメント国際フォーラム―女性に対する暴力の撲
滅に向けて―　報告書

報告書 2010年3月発行

R238
独立行政法人 国立女性教育会
館

国立女性教育会館　平成22年度　女性のエンパワーメント国際フォーラム
女性リーダーの育成に果たす教育の役割　　報告書

報告書 2011年3月発行

R239 静岡大学 男女共同参画推進室
静岡大学　「女性研究者と家族が輝くオンデマンド支援」
平成22年度報告書

報告書 2011年3月発行

R240 静岡大学
男女共同参画推進委員会ワーキンググ
ループ

静岡大学における男女共同参画に関する調査 報告書

R241 静岡大学 男女共同参画推進室 静岡大学理系女性研究者たち　ロールモデル集 ロールモデル集 2011年3月発行

R242 岩手大学 男女共同参画推進室 「共生の時代を拓く、いわて女性研究者支援」　2010年度報告書 報告書 2011年3月発行

R243 徳島大学 AWAサポートセンター AWA（OUR）STYLE　研究者支援確立をめざして　報告書 報告書

R244 徳島大学 AWAサポートセンター 徳島大学女性研究者　徳島大学女性研究者ロールモデル集 ロールモデル集

R245 名古屋大学
男女共同参画推進専門委員会　男女共同
参画室

名古屋大学における男女共同参画報告書　2010年度 報告書 2011年3月発行

R246 住友生命 「未来を築く子育てプロジェクト」事務局
第4回　未来を築く子育てプロジェクト　2010年事業報告書
―募集3事業受賞者のご紹介―

報告書 2011年2月発行

R247 東京都市大学 女性研究者支援室 男女共同参画社会における女性研究者のエンパワーメント 報告書

R248 広島大学 男女共同参画推進室
広島大学の男女共同参画2010　広大システム改革による女性研究者活躍促進
平成22年度成果報告書

報告書 2011年3月発行

R251 新潟大学 女性研究者支援室 キャンパスシッターによる育成・支援プラン　平成22年度報告書 報告書 2011年3月発行

R253 東海大学 ワーク・ライフ・バランス推進室 2008～2010年度　東海大学　ワーク・ライフ・バランス活動報告書 報告書 2011年3月発行

R254 東海大学 ワーク・ライフ・バランス推進室 花ひらく未来へ　理系女子のためのキャリア発見BOOK ロールモデル集

R255 岩手大学 男女共同参画室
女性研究者裾野拡大のための教員研修　児童・生徒の理科への学習意欲を高
める指導のあり方　2011年1月12日

報告書 2011年2月発行

R256 岩手大学 男女共同参画室 岩手大学で活躍する女性研究者 ロールモデル集 2011年3月発行

R257 秋田大学 男女共同参画推進室
秋田大学　「大学間連携と女性研究者支援in秋田」
平成22年度　活動紹介書

報告書 2011年3月発行

R258 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 秋田大学　国際シンポジウム　持続可能な男女共同参画のあり方を探る 報告書 2011年3月発行

R259 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 平成22年度　秋田大学　男女共同参画推進フォーラム 報告書 2011年3月発行

R260 山形大学 地域教育文化学部　河野銀子
理工系大学・学部における女性学生比率と大学の構造　～構造的要因の把握
に向けて～

資料 2011年3月発行

R261 神戸大学 男女共同参画推進室 女子中高生のための関西科学術2011　資料集 資料

R262 京都大学 女性研究者支援センター 女性研究者支援センター報告書　平成22年度 報告書 2011年3月発行

R263 金沢大学 男女共同参画キャリアデザインラボラトリー 男女共同参画キャリアデザインラボラトリー報告書 報告書 2011年3月発行

R264 富山大学
「富山循環型女性研究者育成システムの構
築」報告書

「富山循環型女性研究者育成システムの構築」報告書 報告書 2011年3月発行

R265 岡山大学 ダイバーシティー推進本部男女共同参画室 学都・岡大発　女性研究者が育つ進化プラン　事業成果中間報告書 報告書 2011年3月発行

R266 岡山大学 ダイバーシティー推進本部男女共同参画室 学都・岡大発　女性研究者が育つ進化プラン　事業成果中間報告書別冊 報告書 2011年3月発行

R267 津田塾大学 女性研究支援センター テクノロジー分野で働く女性のためのネットワーキング 報告書 2011年3月発行

R268 津田塾大学 女性研究支援センター
ICT分野で国際的に活躍できる女性人材の育成を考える
―アジアの事例を中心に―

報告書 2011年3月発行

R269 東京工業大学 男女共同参画推進センター 平成22年度　国際シンポジウム「理工系における男女共同参画」 報告書 2011年3月発行

R270 三重大学 女性研究者支援室
「パールの輝きで、理系女性が三重を元気に」
平成22年度　支援事業紹介

報告書 2011年3月発行

R271 三重大学 女性研究者支援室 三重の輝く理系女性集2011～事業連携を通じて広がったネットワーク～ ロールモデル集 2011年3月発行

R273 上智大学 女性研究者支援事務局
上智大学「グローバル社会に対応する女性研究者支援」
平成22年度報告書

報告書 2011年5月発行

R274 日本大学
日本大学研究委員会
男女研究者共同参画専門部会
女性研究者支援推進ユニット

「キャリアウェイ・ユニバーサル化日大モデル」
日本大学男女研究者共同参画
国際シンポジウム報告書

報告書 2011年3月発行

R275 日本大学
日本大学研究委員会
男女研究者共同参画専門部会
女性研究者支援推進ユニット

「キャリアウェイ・ユニバーサル化日大モデル」事業　（平成22年度報告書） 報告書 2011年3月発行

R276 日本大学
日本大学研究委員会
男女研究者共同参画専門部会
女性研究者支援推進ユニット

日本大学豊山女子中学校・高等学校　平成20年度～22年度
「理工系選択支援のためのアンケート」集計結果

報告書 2011年2月発行

R277 日本大学
日本大学研究委員会
男女研究者共同参画専門部会
女性研究者支援推進ユニット

「キャリアウェイ・ユニバーサル化日大モデル」事業　（平成21年度報告書） 報告書 2011年3月発行

R278 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する報告書 報告書 2011年3月発行

R279 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 東京医科歯科大学医学部卒業者就職状況報告書 報告書 2011年3月発行

R280 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 「女性研究屋への革新的支援」　平成22年度報告書 報告書 2011年3月発行



他機関報告書等

機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R281 東邦大学 男女共同参画推進室
『生命（いのち）の科学で未来をつなぐ女性研究者への継続的支援モデル』
平成22年度　活動報告書

報告書 2011年3月発行

R282 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ
サイエンスセミナー　体のなかのコラーゲンの役割　コラーゲン研究からわかるこ
と（マンモスを例にとって）

報告書 2011年3月発行

R283 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 女性研究者への革新的支援　総括報告書 報告書 2011年3月発行

R284 関西学院大学 男女共同参画推進支援室
第1回関西学院大学女性研究者フォーラム報告書
女性も男性ももっとHAPPYに学べる働ける大学をめざして

報告書 2011年発行

R285 宮崎大学 清花Athenaサポート室
「逆風を順風に　宮崎大学女性研究者支援モデル」
平成22年度報告書

報告書 2011年3月発行

R286 宮崎大学 清花Athenaサポート室 「逆風を順風に　宮崎大学女性研究者支援モデル」事業報告書 報告書 2011年3月発行

R287 宮崎大学 清花Athenaサポート室
九州からひろがる　九州からつながる　多様性に満ちた絆
宮崎発！　 第1回九州アイランド女性研究者シンポジウム　報告書

報告書 2011年発行

R288 東邦大学 周産期医療人材養成推進室
出生前介入可能な周産期医療人材養成プラン
～地域連携・女性医師支援を視野に入れて～平成22年度　報告書

報告書（パンフレット） 2011年発行

R289 早稲田大学 男女共同参画推進委員会
APEC　WLN　サイドイベント　シンポジウム
「自分らしく生きるための力―女性の経済活動への参加と自立―」報告書

報告書 2010年11月発行

R290 社団法人 国立大学協会 教育・研究委員会　男女共同参画小委員会 国立大学における男女共同参画推進の実績に関する第7回追跡報告書 報告書 2011年3月発行

R291 慶應義塾大学 ワークライフバランス研究センター ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援　平成22年度報告書 報告書 2011年3月発行

R292 慶應義塾大学 ワークライフバランス研究センター ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援　平成23年度報告書 報告書 2011年3月発行

R293 上智大学 女性研究者支援事務局 輝くSophia　女性研究者　　上智大学　女性研究者ロールモデル集 ロールモデル集

R294 香川大学 男女共同参画推進室 香川大学女性研究者・卒業生ロールモデル集　工学部　農学部 ロールモデル集

R295 香川大学 男女共同参画推進室
「香川大発、地域ぐるみ女性研究者支援の高波を」
～大学だからできる男女共同参画～

2011年10月発行

R296 東北大学 女性研究者育成支援推進室 全国の「後輩」たちへ―ちょっと「先輩」からのメッセージ ロールモデル集

R297 東北大学 女性研究者育成支援推進室 東北大学　女性研究者ファイル2010 ロールモデル集

R298 愛媛大学 女性未来育成センター 素顔の愛媛大学女性研究者　愛媛大学ロールモデル集 ロールモデル集

R299 日本女子大学 現代女性キャリア研究所 現代女性とキャリア　第3号 紀要 2011年10月発行

R300 弘前大学 男女共同参画推進室 「つがルネッサンス！地域でつなぐ女性人才」　活動記録 報告書 2011年3月発行

R301 岐阜大学 男女共同参画推進室 岐阜大学男女共同参画に関する意識報告書　平成22年度意識報告書 報告書 2011年10月発行

R302
第9期男女共同参画学協会連絡
会事務局

シンポジウム実行委員会 第9期男女共同参画学協会連絡会シンポジウム　資料集 報告書

R303 大分大学 女性研究者支援サポート室“FAB” 平成22年度　研究者の意識報告書 報告書 2011年9月発行

R304 東北大学 女性研究者育成支援推進室 杜の都ジャンプアップ事業for2013（平成22年度報告書） 報告書 2011年3月発行

R305
独立行政法人 農業・食品産業技
術総合研究機構

女性研究者支援室 「元気な農と食を支える女性研究者支援モデル」平成22年度活動報告書 報告書 2011年4月発行

R306 三重大学 女性研究者支援室 「パールの輝きで、理系女性が三重を元気に」　平成22年度支援事業紹介 報告書 2011年3月発行

R307 三重大学 女性研究者支援室 三重の輝く理系女性集～事業連携を通じて広がったネットワーク～ ロールモデル集 2011年3月発行

R308
大学共同利用機関法人 情報・シ
ステム研究機構

男女共同参画推進委員会
情報・システム研究機構における男女共同参画推進に関する
アンケート報告書

報告書 2011年12月発行

R309 社団法人 国立大学協会 教育・研究委員会　男女共同参画小委員会 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第8回追跡報告書 報告書 2011年12月発行

R310 文部科学省科学技術政策研究所 第1調査グループ 日本の大学教員の女性比率に関する分析 報告書 2012年5月発行

R311
女子中高生のための関西科学塾
２０１２実行委員会

女子中高生のための関西科学塾２０１２資料集 資料 2012年3月発行

R312 上智大学 女性研究者支援事務局
上智大学「グローバル社会に対応する女性研究者支援」
平成23年度報告書

報告書 2012年3月発行

R313 上智大学 女性研究者支援事務局 2011年度理工学研究在学生対象　意識調査報告 報告書 2012年1月発行

R314 東邦大学 男女共同参画推進室
『生命（いのち）の科学でつなぐ女性研究者への継続的支援モデル』
平成23年度活動報告書

報告書 2012年3月発行

R315 東邦大学 男女共同参画推進室
『生命（いのち）の科学でつなぐ女性研究者への継続的支援モデル』
平成21～23年度　活動総括

報告書 2012年3月発行

R316 東邦大学 男女共同参画推進室 研究支援に関する報告書 報告書 2012年3月発行

R317 東邦大学 男女共同参画推進室
男女共同参画に関する調査
（グループ・インタビュー調査／アンケート調査）

報告書 2012年3月発行

R318 東邦大学 男女共同参画推進室 東邦大学の出産・子育てに関する事務手続き 支援制度ガイド 2012年2月発行

R319 東邦大学 男女共同参画推進室 東邦大学病児保育室　ひまわりのあゆみ 資料

R320
独立行政法人 農業・食品産業技
術総合研究機構

女性研究者支援室
独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構　「元気な農と食を支える女
性研究者支援モデル」　平成23年度活動報告書Ⅰ

報告書 2012年3月発行

R321
独立行政法人 農業・食品産業技
術総合研究機構

女性研究者支援室
独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構　「元気な農と食を支える女
性研究者支援モデル」　平成24年度活動報告書Ⅱ

報告書 2012年4月発行

R322 信州大学 女性研究者支援室 信州大学　女性研究者研究活動支援事業 報告書 2012年3月発行

R323 信州大学 女性研究者支援室 育児・介護のためのガイドブック 支援制度ガイド 2012年3月発行



他機関報告書等

機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R324 名古屋市立大学 男女共同参画室・女性研究者支援室
平成23年度　名古屋市立大学男女共同参画フォーラム　　多様性のあるゆたか
な社会をめざして　－大学で男女共同参画を考える－　報告書

報告書 2012年3月発行

R325 名古屋市立大学 男女共同参画室 名古屋私立大学における研究者の研究活動に関する調査　報告書 報告書 2012年3月発行

R326 名古屋市立大学 男女共同参画室 平成22年度男女共同参画報告書 報告書 2011年10月発行

R327 名古屋市立大学 男女共同参画室 平成23年度男女共同参画報告書 報告書 2012年4月発行

R328 長崎大学 男女共同参画推進センター おもやいキャンパスサポート～長大モデル～　平成23年度活動報告書 報告書 2012年3月発行

R329 長崎大学 男女共同参画推進センター
おもやいキャンパスサポート～長大モデル～
長崎大学における女子大学院生の実態報告書

報告書 2012年2月発行

R330 山形大学 男女共同参画推進室
山形ワークライフバランス・イノベーション　第1部
平成21年～23年度報告書

報告書 2012年3月発行

R332 山形大学 男女共同参画推進室
山形ワークライフバランス・イノベーション　第1部－2
平成21年～23年度　巡回聞き取り相談調査結果報告書

報告書 2012年3月発行

R333 山形大学 男女共同参画推進室
山形ワークライフバランス・イノベーション　第2部
平成21年～23年度　三女共同参画に係るアンケート結果報告書

報告書 2012年3月発行

R334 岩手大学 男女共同参画推進室
女性研究者裾野拡大のための教員研修報告書
2012年1月10日(火)　理科好きの子どもたちを育てるために

報告書 2012年2月発行

R335 岩手大学 男女共同参画推進室 岩手大学　共生の時代を拓く、いわて女性研究者支援　2011年度報告書 報告書 2012年3月発行

R337 岩手大学 男女共同参画推進室 岩手大学　男女共同参画に係るアンケート（2011年度実施）集計結果 報告書 2012年3月発行

R338 岩手大学 男女共同参画推進室 活躍する岩手大学卒業生 ロールモデル集 2012年2月発行

R339 秋田大学 男女共同参画推進室 秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」平成23年度活動紹介書 報告書 2012年3月発行

R340 秋田大学 男女共同参画推進室 平成21～23年度　事業実施報告書 報告書 2012年3月発行

R341 秋田大学 男女共同参画推進室 秋田大学教職員の男女共同参画推進に関する意識報告書 報告書 2012年3月発行

R342 東京医科歯科大学 女性研究者支援室
若手研究者　キャリアデザイン　ガイドブック　次世代育成支援若手研究者キャリ
アデザイン事業平成23年度報告書

報告書 2012年2月発行

R343 香川大学 男女共同参画推進室 香川大学　女性研究者・卒業生　ロールモデル集 ロールモデル集

R344 東北大学 女性研究者育成支援推進室 東北大学　女性研究者ファイル2011 ロールモデル集

R345 名古屋市立大学 男女共同参画室・女性研究者支援室 挑戦する女性研究者たち　名古屋市立大学女性研究者ロールモデル集 ロールモデル集

R346 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ サイエンスセミナー2011　マンモスからコラーゲンがとれました 報告書 2012年2月発行

R347 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 親子でサイエンス2011　女性研究者によるコラーゲン研究の最前線 報告書 2012年2月発行

R348 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ [講演会]外国人から見たわが国の男女共同参画 報告書 2012年2月発行

R349 秋田大学 男女共同参画推進委員会他
秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業　平成23年度秋田大学
男女共同参画推進フォーラム

報告書 2012年3月発行

R350 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ
平成23年度　北東北地域大学連携による男女共同参画推進シンポジウム
ライフステージに応じた多様な支援の実現に向けて

報告書 2012年3月発行

R351 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ
平成23年度　大学間連携合同シンポジウム　女性研究者支援から男女共同参
画推進へ

報告書 2012年3月発行

R352 大分大学 女性研究者サポート室”FAB” 地域社会で育む『輝く女性研究者』支援　平成23年度報告書 報告書

R353 東京都市大学 女性研究者支援室 TCU　ROLE　MODEL　VOL.3 東京都市大学ロールモデル ロールモデル集

R354 お茶の水女子大学 リーダーシップ養成教育研究センター 平成23年度　A-WiL　国際シンポジウム-未来を創造する大学- 報告書 2012年7月発行

R355 島根大学医学部附属病院 ワークライフバランス支援室 平成22年度～23年度　ワークライフバランス支援室事業報告書 報告書

R356 順天堂大学 男女共同参画推進室
女性研究者事情の世界スタンダードを知る
順天堂発次世代女性研究者へのメッセージ
順天堂大学女性研究者支援室キックオフシンポジウム

報告書

R357 大阪府立大学 女性研究者支援センター 元気！活き生き　大阪府立大学　ロールモデル集Ⅲ ロールモデル集 2012年11月

R358 岩手大学 男女共同参画推進室 岩手大学で活躍する女性研究者２０１２ ロールモデル集 2012年10月

R359 東京女子医科大学
男女共同参画推進局
女性医師再教育センター

2011年度　活動報告書 報告書 2012年3月

R360 文部科学省
女性研究者研究活動支援事業　合同シンポジウム
-今後の女性研究者研究活動支援について-

報告書

R361 首都大学東京 ダイバーシティ推進室 未来を拓く　首都大学東京の女性研究者たち ロールモデル集 2012年10月

R362 秋田大学 男女共同参画推進室coloconi コロコニガイドブック～仕事と育児・介護の両立のために～ 支援制度ガイド

R363 日本女性技術者フォーラム 理系女性のキャリア軌跡～私のロールモデルを探して～ ロールモデル集 2008年5月5日

R364 大阪府立大学 女性研究者支援センター 元気！活き生き　大阪府立大学　ロールモデル集 ロールモデル集 2010年

R365 京都大学 女性研究者支援センター CENTER FOR WOMEN RESEARCHERS 支援制度ガイド

R366 徳島大学 AWAサポートセンター 育児・介護支援　ハンドブック ハンドブック

R367 徳島大学 AWAサポートセンター ベビーシッター制度　ハンドブック ハンドブック

R368 徳島大学 AWAサポートセンター メンター制度　ハンドブック ハンドブック

R369 上智大学 女性研究者支援事務局 GLOBAL　MENTORS 資料 2012年4月



他機関報告書等

機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R370 東邦大学 男女共同参画推進室 -子供のケガ-こんなときどうするの？ 資料 2012年

R371 佐賀大学 女性研究者支援室 かささぎ　サポート・ラボ　介護情報通信 資料

R372 学校法人　上智学院 男女共同参画推進室 仕事と家庭の両立支援ハンドブック ハンドブック 2011年1月発行

R373 金沢大学 男女共同参画キャリアデザインラボラトリー やる気に応えます　　金沢大学女性研究者支援　平成23年度事業報告書 報告書 2012年

R374 徳島大学 AWAサポートセンター
男女共同参画講演会　男女共同参画推進を考えるシンポジウム　in 徳島大学
～夢ある未来を拓こう！～

報告書

R375 内閣府 男女共同参画局 平成23年度版　男女共同参画白書 資料 2011年6月発行

R376 徳島大学 AWAサポートセンター
徳島大学AWA（OUR)サポートシステムシンポジウム２０１１
徳島から世界へはばたけ！研究者

報告書

R377

静岡大学
山形大学
長崎大学
大阪府立大学

男女共同参画推進室
男女共同参画推進センター
男女共同参画推進室
女性研究者支援センター

平成23年度「男女共同参画のための研修と実践の交流推進フォーラム」
「女性研究者支援モデル育成事業」から「男女共同参画」へ
～事業終了後、同事業の成果を活かしていくために～

ワークシップ報告書 2011年12月発行

R378 山形大学 男女共同参画推進室 これからの仕事の話をしよう　Woman of YAMAGATA ロールモデル集 2011年11月8日

R379 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 基本的な相談の受け方(応用編）～「困ったさん」への対応～ リーフレット 2011年11月16日

R380 京都大学 女性研究者支援センター 女性研究者支援センター報告書 報告書 2012年3月発行

R381 岐阜大学 男女共同参画推進室 多様生活力発揮に向けての女性研究者支援　平成22年度報告書 報告書 2011年9月発行

R382 東京都市大学 女性研究者支援室 TCU ROLE MODEL　理系女子力応援BOOK　in　世田谷キャンパス ロールモデル集

R383 徳島大学 AWAサポートセンター 徳島大学女性研究者ロールモデル集 ロールモデル集 2011年11月

R384 日本の科学者 JSA女性研究者技術者委員会 学術分野の男女共同参画－前進面と課題 資料 2011年12月発行

R385 日本の科学者 JSA女性研究者技術者委員会 第16回東京科学シンポジウム　理性と希望の平和な時代を拓く 資料 2011年12月発行

R386 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 家族介護者のメンタルヘルス(1)～介護対象者の理解編～ リーフレット 2011年7月

R387 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 家族介護者のメンタルヘルス(2)～介護対象者の理解編～ リーフレット 2011年7月

R388 徳島大学 AWAサポートセンター あわさぽ 広報誌 2011年Spring

R389 大分大学 女性研究者支援サポート室“FAB”
あなたはどんな未来像を描きますか？
～後輩に伝えたい女性研究者からのメッセージ

ロールモデル集 2012年1月発行

R390 愛媛大学 女性未来育成センター 第2回　四国女性研究者フォーラム報告書 報告書

R391 東京海洋大学
男女共同参画推進室　女性研究者支援機
構

女子高校生のためのキャリアパスセミナー 報告書 2012年2月

R392 住友生命 「未来を築く子育てプロジェクト」事務局 第5回　未来を築く子育てプロジェクト　2011年事業報告書 報告書 2012年2月

R393 神戸大学 男女共同参画推進室
国際シンポジュウム　Women in Science and Education
 -女性研究者がリードする持続可能な社会-

報告書 2012年3月

R394 弘前大学 男女共同参画推進室 男女共同参画推進室活動記録　概要版 リーフレット 2012年3月

R395 東京学芸大学 男女共同参画支援室 女性研究者研究支援事業　キックフォーラム報告書 報告書 2012年3月

R396 お茶の水女子大学 リーダーシップ養成教育研究センター 「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」　H23年　成果報告書 報告書 2012年4月

R397 筑波大学 男女共同参画推進室 持続可能な女性研究者支援、筑波大学スタイル　＝平成23年度事業報告書＝ 報告書 2012年4月

R398 宮崎大学 清花アテナ男女共同参画推進室 地域医療現場から発信する　男女共同参画推推進事業　事業報告書 報告書 2012年4月

R399 首都大学東京 ダイバーシティ推進室
「ダイバーシティを理念とする首都大学東京女性研究者支援事業」
平成23年度事業報告書

報告書 2012年3月

R400 京都大学 女性研究者支援センター 女子高生・車座フォーラム2011　報告書 報告書 2012年3月

R401 広島大学 男女共同参画推進室
広島大学の男女共同参画2011
広大システム改革による女性研究者活躍促進　平成23年度成果報告書

報告書 2012年3月

R402 東京海洋大学
男女共同参画推進室　女性研究者支援機
構

教職員のための男女共同参画推進セミナー
キックオフシンポジウム　協働する環境づくりのために

報告書 2012年3月

R403 東京学芸大学 男女共同参画支援室
女性研究者研究活動支援事業2011年度事業報告書
―学芸の森が育てる女性の力－

報告書 2012年3月30日

R404 奈良県立医科大学 女性研究者支援センター「まほろば」
「女性研究者育成・支援アンケート」報告書
奈良県立畝傍高等学校全校生徒に対する意識調査　集計結果

報告書 2012年3月

R405 奈良県立医科大学 女性研究者支援センター「まほろば」
「女性研究者育成・支援アンケート」報告書
奈良県立医科大学教員・研究者対象実施分　集計結果

報告書 2012年3月

R406 奈良県立医科大学 女性研究者支援センター「まほろば」
「女性研究者育成・支援アンケート」報告書
学部学生対象実施分集計結果

報告書 2012年3月

R407 岡山大学
ダイバーシティ推進本部男女共同参画推進
室

学部・岡大発　女性研究者が育つ進化プラン
－活動紹介と新たなる事業展開を目指して－

報告書 2012年3月

R408 愛媛大学 女性未来育成センター 女性未来育成センター報告書　平成22～23年度 報告書 2012年3月

R409 佐賀大学 女性研究者支援室 三世代サポート型佐大女性研究者支援　平成23年度　活動報告書 報告書 2012年3月

R410 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 女性研究者支援　フォローアップ事業　平成23年度報告書 報告書 2012年3月

R411 大分大学 女性研究者支援サポート室“FAB” ママの研究室 資料 2012年3月

R412 愛媛大学 女性未来育成センター 両立支援BOOK　～育児・介護のための支援案内～ 支援制度ガイド 2012年3月



他機関報告書等

機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R413
独立行政法人 農業・環境技術総
合研究所

男女共同参画推進委員会事務局 農業環境女性研究者ロールモデル集　求めます、あなたの視点 ロールモデル集 2012年3月

R414
独立行政法人 農業・食品産業技
術総合研究機構

女性研究者支援室 私とワーク・ライフ・バランス　～農研機構　研究者インタビュー～ ロールモデル集 2012年3月

R415 東北大学 女性研究者育成支援推進室 杜の都ジャンプアップ事業 for 2013 （平成23年度報告書) 報告書 2012年3月

R416 九州大学 研究戦略企画室 女性枠設定による教員採用・育成システム[H 21～25年度] 報告書 2012年3月

R417 名古屋大学 男女共同参画推室 名古屋大学における男女共同参画報告書2011年度 報告書 2012年3月

R418 大阪府立大学 女性研究者支援センター 「元気！活き生き女性研究者・公立大学モデル」　平成23年度事業報告書 報告書 2012年3月

R419
独立行政法人 農業・環境技術総
合研究所

双方向キャリア形成プログラム　農環研モデル(平成21年～23年度)
活動報告書

報告書 2012年3月

R420 岐阜大学 男女共同参画推進室 「多角性活力発揮に向けての女性研究者支援」　外部評価報告書 報告書 2012年6月

R421 お茶の水女子大学 リーダーシップ養成教育研究センター COSMOS Work Book  It's time to start supporting women researchers! 支援制度ガイド 2012年7月

R422
奈良県立大学人権教育研究協議
会

研究報告　第７集(通算　第25集） 報告書 2012年6月

R423 日本女子大学 現代女性キャリア研究所
現代女性とキャリア
riwac journal 2012
 Research Institute for Women and Careers

紀要 2012年6月

R424 岐阜大学 男女共同参画推進室 多様生活力発揮に向けての女性研究者支援　平成23年度報告書 報告書 2012年7月

R425 岐阜大学 男女共同参画推進室 岐阜大学男女共同参画に関する意識調査報告書　平成23年度 報告書 2012年7月

R426
筑波大学
独立行政法人　農業・食品産業
技術総合研究機構

男女共同参画推進室

女性研究者支援室

つくば３研究機関男女共同参画合同シンポジウム
多様性とそのマネジメント
～つくばにおける男女共同参画共同宣言とこれから～

報告書 2012年3月

R427 東京医科歯科大学 女性研究者支援室
私たちのキャリアデザイン　～今そしてこれから～
out career design ～now and then～
次世代育成支援　若手研究者キャリアデザイン事業　平成24年度活動報告書

報告書 2012年9月

R428 岐阜大学 男女共同参画推進室 自分らしく、いきいきと　岐阜大学Happy Life 応援Book ロールモデル集 2012年11月

R429 大分大学 女性研究者支援サポート室“FAB” 病児保育に関するアンケート報告書 報告書 2012年12月

R430 岩手大学 男女共同参画推進室 男女共同参画に係るアンケート（調査期間　2012年10月）　集計結果 資料 2012年12月

R431 東京海洋大学
男女共同参画推進室　女性研究者支援機
構

なぜいま男女共同参画推進が必要なのか？　～水産分野の事情～ 報告書 2012年5月

R432 社団法人 国立大学協会 教育・研究委員会　男女共同参画小委員会 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する　第9回追跡調査報告書 報告書 2013年3月

R433 徳島大学 AWAサポートセンター 徳島大学女性研究者ロールモデル集 ロールモデル集 2013年1月

R434 徳島大学 AWAサポートセンター AWA（OUR）サポートシステム　活動報告書 報告書 2013年1月

R435 岩手大学 男女共同参画推進室
女性研究者裾野拡大のための教員研修報告書
科学・技術教育と女性　～小中高校ではどう取り組むか～

報告書 2013年1月

R436 東京海洋大学
男女共同参画推進室　女性研究者支援機
構

女子学生のためのキャリアパスセミナー 報告書 2013年2月

R437 岡山大学
ダイバーシティ推進本部男女共同参画推進
本部　次世代育成支援室

岡山大学はパパの育児を応援しますⅡ　岡大パパの育児エッセイ集 資料 2013年2月

R438 東京海洋大学
男女共同参画推進室　女性研究者支援機
構

教職員のための男女共同参画推進セミナー
子育て支援セミナー　～教育・研究と子育ての両立をめざして～

報告書 2013年2月

R439 住友生命 「未来を築く子育てプロジェクト」事務局 2012年度　事業報告 報告書 2013年2月

R440 国際ジェンダー学会 浦田　三紗子 萌芽的研究論文　日本の国立大学法人における学内保育施設の設置動向 資料 2013年3月

R441 独立行政法人国立女性教育会館 大学における男女共同参画についてのアンケート調査　報告書 報告書 2013年3月

R442 愛媛大学 女性未来育成センター 女性未来育成センター　活動報告書　平成22年度▶24年度 報告書 2013年3月

R443 京都大学 女性研究者支援センター 女性研究者支援センター報告書　平成24年 報告書 2013年3月

R444 大阪府立大学 女性研究者支援センター
大阪府立大学「元気！活き生き女性研究者・公立大学モデル」
平成24年度　事業報告書

報告書 2013年3月

R445 大阪府立大学 女性研究者支援センター IRIS活動報告書Ⅱ(2012年度) 報告書 2013年3月

R446 香川大学 男女共同参画推進室
平成22年度～24年度「香大発、地域ぐるみ女性研究者支援の高波を」
事業成果報告書

報告書 2013年3月

R447 岩手大学 男女共同参画推進室 「共生の時代を拓く、いわて女性研究者支援」事業報告書 報告書 2013年3月

R448 岩手大学 男女共同参画推進室 「共生の時代を拓く、いわて女性研究者支援」活動報告書 報告書 2013年3月

R449 岩手大学 男女共同参画推進室 岩手大学男女共同参画推進宣言　3周年シンポジウム　報告書 報告書 2013年3月

R450 広島大学 男女共同参画推進室
広島大学男女共同参画2012
広大システム改革による女性研究者活躍促進　平成24年度成果報告書

報告書 2013年3月

R451 愛媛大学 女性未来育成センター いいね！ハッピーライフ ロールモデル集 2013年3月

R452 福岡県立医科大学 研究推進戦略室内キャリアラボ キャリアラボ　第2回シンポジウム　報告書 報告書 2013年3月

R453 順天堂大学 男女共同参画推進室 女性外科系医師・研究者からのメッセージ～次世代女性研究医への期待～ 報告書 2013年3月

R454 秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 平成24年度　秋田大学　男女共同参画推進フォーラム 報告書 2013年3月

R455 大分大学 女性研究者支援サポート室“FAB” 平成24年度　研究者の意識調査報告書 報告書 2013年3月



他機関報告書等

機 関 名 担 当 部 署 タ　 イ 　ト 　ル 発 行 日 など

R456 大分大学 女性研究者支援サポート室“FAB”
地域社会で育む『輝く女性研究者』支援
平成22年度～平成24年度活動報告書

報告書 2013年3月

R457 奈良県 健康福祉部こども・女性局女性支援課 男女で考えるライフプランハンドブック　２人で歩む人生設計 ハンドブック 2013年3月

R458 琉球大学 うない研究者支援センター 育児・介護等　支援ガイドブック 資料 2013年3月

R459 東京医科歯科大学 女性研究者支援室 女性研究者支援　平成24年度報告書 報告書 2013年3月

R460 弘前大学 男女共同参画推進室 つがるルネッサンス！地域でつなぐ女性人才　活動報告書 報告書 2013年3月

R461 弘前大学 男女共同参画推進室 つがるルネッサンス！地域でつなぐ女性人才　活動報告書(資料集) 報告書 2013年3月

R462 弘前大学 男女共同参画推進室
さがす！みつける！あなたのワーク・ライフ・バランス
～仕事と家庭の両立を応援します～

支援制度ガイド 2013年3月

R463 岐阜大学 男女共同参画推進室 岐阜大学男女共同参画に関する　意識調査報告書　平成24年度 報告書 2013年3月

R464 福岡県立医科大学 研究推進戦略室内キャリアラボ
～福島の奇跡　世界に羽ばたく研究
　女性研究者が研究に集中できる環境をめざして～
平成24年度活動報告書

報告書 2013年3月

R465 京都府立医科大学 男女共同参画推進センター
京都府立大学医学部医学科卒業者　就業状況調査報告書
－KPUM卒業生調査2012－

報告書 2013年3月

R466 京都府立医科大学 男女共同参画推進センター
京都府立大学医学部医学科卒業者　就業状況調査報告書　概要版
－KPUM卒業生調査2013－

報告書 2013年3月

R467 関西学院大学 男女共同参画推進支援室
関西学院大学　Mastery for Service　に基づく女性研究者支援
事業報告書　2012－2012

報告書 2013年3月

R468 首都大学東京 ダイバーシティ推進室 平成24年度事業報告書 報告書 2013年3月

R469 大分大学 女性研究者支援サポート室“FAB”
外からの目　External Evaluation
‐大分大学女性研究者支援の取組をどう評価し、これからにつなげていくか‐

報告書 2013年3月

R470 東北大学 女性研究者育成支援推進室 東北大学　女性研究者ファイル　２０１２ ロールモデル集 2013年3月

R471 東北大学 女性研究者育成支援推進室 東北大学　サイエンス・エンジェル　活動報告書 報告書 2013年3月

R472 東北大学 女性研究者育成支援推進室 杜の都ジャンプアップ事業　for　2013　(平成24年度報告書） 報告書 2013年3月

R473 九州大学 女性研究者キャリア開発センター 九州大学　女性研究者キャリア開発センター　2012‐13 支援制度ガイド 2013年3月

R474 大阪大学 男女共同参画推進オフィス 大阪大学男女共同参画　平成24年度報告書 報告書 2013年3月

R475 名古屋市立大学 男女共同参画室・女性研究者支援室 名古屋市立大学　男女共同参画報告書 報告書 2013年4月

R476 名古屋市立大学 男女共同参画室・女性研究者支援室 名古屋市立大学　男女共同参画セミナー　報告書 報告書 2013年3月R476 名古屋市立大学 男女共同参画室・女性研究者支援室 名古屋市立大学　男女共同参画セミナー　報告書 報告書 2013年3月

R477 奈良女子大学 男女共同参画推進機構 『伝統と改革が創る次世代女性研究者養成拠点』　事業実施報告書 報告書 2013年3月

R478 金沢大学 男女共同参画キャリアデザインラボラトリー やる気に応えます　　金沢大学女性研究者支援　平成24年度事業報告書 報告書 2013年3月

R479 名古屋大学 男女共同参画室 名古屋大学における男女共同参画報告書　2012年度 報告書 2013年3月

R480 山形大学 男女共同参画推進室 山形ワークライフバランス・イノベーション　平成24年度報告書 報告書 2013年3月

R481 岐阜大学 男女共同参画推進室 岐阜大学男女共同参画推進室　活動紹介 支援制度ガイド 2013年3月

R482 信州大学 女性研究者支援室 信州大学　女性研究者研究活動支援事業　平成24年度活動報告書 報告書 2013年3月

R483 名古屋市立大学 男女共同参画室 挑戦する女性研究者たち　名古屋市立大学女性研究者ロールモデル集　２ ロールモデル集 2013年7月

R484 琉球大学 うない研究者支援センター
文部科学省技術人材育成費補助事業　「女性研究者研究活動支援事業」
事業報告書

報告書 2013年8月

R485 お茶の水女子大学 リーダーシップ養成教育研究センター 「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」　H24年度　成果報告書 報告書 2013年4月

R486 お茶の水女子大学 リーダーシップ養成教育研究センター グローバル女性リーダーが未来を創る　－お茶の水女子大学からの発信－ 報告書 2013年3月

R487 お茶の水女子大学 リーダーシップ養成教育研究センター お茶の水女子大学卒業生のライフコース　報告書 報告書 2013年3月

R488 上智大学 上智学院男女共同参画推進室 輝くSophia女性研究者 ロールモデル集 2013年9月

R489 福岡県立医科大学 研究推進戦略室内キャリアラボ
～福島の奇跡　世界に羽ばたく研究
　女性研究者が研究に集中できる環境を目指して～
外部評価報告書～中間評価～

報告書 2013年8月

R490 福井大学 男女共同参画推進センター 平成24年度男女共同参画推進センターシンポジウム 報告書 2013年3月

R491 内閣府　男女共同参画局 内閣府　チャレンジ・キャンペーン事務局 Petit　Curia ロールモデル集 2005年7月

R492 岐阜大学 男女共同参画推進室
多様性活力発揮に向けての女性研究者支援
平成24年度報告書

報告書 2013年7月

R493 文部科学省 女性研究者研究活動支援事業シンポジウム２０１３ 資料

R494 九州大学 女性研究者キャリア開発センター（ソフル） ブリランテ ロールモデル集

R495 信州大学 女性研究者支援室 第4回信州大学男女共同参画シンポジウム開催報告 資料


