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2013年度採択 文部科学省女性研究者研究活動支援事業（拠点型）
岩手大学「いわての復興に貢献する女性研究者支援」
2013年 10 月 岩手大学男女共同参画推進室 発行
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岩大発！イクメンメッセージ
岩手大学は「岩手大学イクメンサポート宣言」(以下参照）をし、厚生労働省の「イクメンプロジェクト イクメンサポーター」にも登
録しています。今回は、
自分流の子育てを楽しんでいるお二人をご紹介します。
石垣 剛 さん（人文社会学部准教授）

柳川

今年度前期から1歳の息子をぱるんひろばに登録させてい
ただきました。
まだ、保育での利用はありませんが、開放日に
何度か遊びに行ってみました。ぱるんひろばはとても居心地
がよく、安全に配慮されているので、安心して子どもを預けら
れそうです。場所見知りの激しい息子もすぐに慣れました。
加えて、農学部植物園のお散歩も息子はとても気に入った
ようです。今後も大学の子育てサポートを積極的に活用して
いきたいと思います。

竜一さん（地域防災研究センター特任助教）

第1子が生まれるのに備え、ぱるんひろばの利用説明会に
参加してきました。利用に際しては要事前申請と注意が必要
ですが、保育に必要な備品も揃っていますし、パソコンを持ち
込めばインターネットも利用可能で、研究活動も行えます。
近所に親戚がおらず夫婦で子育ての負担を分散させるた
め、保育をしながら研究活動に取り組める環境はありがたい
ですね。1歳になったら積極的に活用させて頂きたいと考えて
います。

これまでもぱるん通信を通じて
「イクメン」に関する情報を発信してきました。興味関心を持って、
ワーク・ライフ・バランス
を見直すにきっかけとして役立てて頂けたら嬉しいです。ぱるん通信では、
これからもイクメンやイクジイのメッセージをお
届けしていきます。
岩手
イクメン 大学
サポー
ト宣言

私たちは
やすく、 、岩手大学が
性別
ワーク・
となるこ
ライフ・ に関わりなく
とをめざ
、様
バランス
し取り組
に配慮し 々な年代層が
んできま
学び
た、働き
私たちが
した。
やすい環
境
ジェクト めざす大学と
なる
」に賛同
宣言しま
し、イク ために、厚生
す。
労働
メンをサ
ポートし 省「イクメン
プロ
ていくこ
1． 私た
ちは、
とをここ
教職員が
に
も積極的
仕事と生
に取り組
活を
両立でき
みます。
る環境整
2． 私た
備にこれ
ちは、
から
大学の特
し、 子育
性を踏ま
てに関わ
え、 次世
に取り組
る人たち
代を担う
みます。
をサポー
学生の活
トするこ
動と連携
とにこれ
からも積
極的

岩手大学
イクメンサポート宣言

年 12
月 19
岩手大学
日
学長
藤井
克己

私たちがめざす大学となるために、厚生労働省「イク
メンプロジェクト」に賛同し、イクメンをサポートしていく
ことをここに宣言します。

2011 年 12 月 19 日
岩手大学長 藤井 克己

ぱるんひろば利用状況(2012年4月～8月）

2011

私たちは、岩手大学が性別に関わりなく、様々な年代
層が学びやすく、
ワーク・ライフ・バランスに配慮した、働
きやすい環境となることをめざし取り組んできました。

1． 私たちは、 教職員が仕事と生活を両立で
きる 環境整備にこれからも積極的に取り
組みます。
2． 私たちは、 大学の特性を踏まえ、 次世代
を担う学生の活動と連携し、 子育てに関
わる人たちをサポートすることにこれから
も積極的に取り組みます。

ひろばの お知らせ
月

４月

５月

６月

７月

８月

件数月 １０件

２６件

３９件

２０件

３件

(保育、授乳、情報収集、見学、学会・講演会における託児などを
合わせた件数です)

定期開放日 （毎週金曜日10時～13時）
★お昼時間は、
お弁当持参でどうぞ。
お茶の準備もしております。
（湯沸しポット・電子レンジ完備）

事前申し込み不要です

11月「ぱるんひろば」
利用・登録説明会
12：10 ～ 12：50
８日 （金）
事前申し込み不要です。見学も歓迎！

岩手大学学内保育スペース

ぱるん通信vol.13

年度 ぱるんkids’サマースクールを開催しました

2013

男女共同参画推進室では、8月7日〜9日の3日間、教職員の子・孫を対象とし
て夏季学童「ぱるんkidsʼサマースクール2013」を開催しました。子・孫育て中の
教職員のワーク・ライフ・バランス実現を支援する目的で、2011年度から実施し
ているものです。
安全上の理由から、定員を10名程度に限定して募集しましたが、16名から応
募いただきました。抽選を実施し、最終的に11名が参加。子どもたちは、理科実
験やロボット教室、キャンパスエコツアー、茶道教室、工作等を楽しみました。
期間中は、2011年度から今年度に養成講座を修了し、学長に認定された岩
手大学次世代育成サポーターの学生が子どもの見守りやあそびのパートナー
として活躍しました。

●ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。
保育：ベビーシッタークラブ

すまいるマミィさん

岩手大学次世代育成サポーター
茶道：茶道部のみなさん
体育：教育学部

清水将先生

理科実験：地域連携推進センター

今井潤先生

エコキャンパスツアー：環境マネジメント学生委員会のみ
なさん
ロボット教室：工学部

ぱるんkids’サマースクール
参加者アンケートから
終了後に実施したアンケートでは、
「大変満足した」
と回
答した保護者が100%で、本事業に対する高い満足度と期
待がうかがえました。
「子どもが毎日参加するのを楽しみにしていた」
、
「送り迎
えや昼に子どもと過ごす時間が取れたことが大変良かった
です」などの声が寄せられました。

小山猛先生

≪プログラムについての感想≫
・
「子どもの興味あるプログラムを組んでいただき、
また、頭を使
うだけでなく体を動かす内容もあり、大変充実していた」
・
「プログラムに大変興味を持ったようで、特にロボット作成では
今でも自宅にて解体したりなど、遊んでいます。家族にも、部品の
役割など色々と説明をしております。何度も何度も遊んでおりま
す。親としては、子どもの喜ぶ姿を見られることが、一番嬉しいか
らです」
・
「木で絵をかいたり、ロボットを作ったりと普段できないことを
体験できました。茶道にも興味を持っておりました」
WLB相談員（社会福祉士・介護支援専門員）がお届けする介護のお話

ほっと ♥かいご

研究支援者・補助者による研究活動支援
男女共同参画推進室では、性別や研究分野に関わらず、
子育て・介護中の教員を対象に研究支援者・補助者を
措置しています。研究活動を支援し、ワーク・ライフ・
バランスの実現をサポートするための制度です。
取組スタート時の 2010 年 12 月には、対象を子育て
中の自然科学系の女性研究者に限定していましたが、
2011 年度後期から事由・性別・分野を拡大しました。
研究支援者・補助者の措置時間は原則として週 8 時間
が上限です。支援者・補助者は、支援を希望する教員
自身に探していただきますが、受けたい支援の専門性に
応じて「研究支援者」か「補助者」を選択することがで
きます。
毎年度半期ずつ、若干名を募集しています。子育て・
介護による研究困難度等の高い申請者が優先されます。
関心のある方は、当室までお気軽にお問合せください。
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地域包括支援センター
家族などに介護が必要になったとき、戸惑いや不安を感じる方は多
いと思います。いつ始まり、いつ終わるかわからない介護は、長期的な視
点で無理のないサポート体制を整えることが必要です。
まずは、地域包括支援センターへ相談してみましょう。地域包括支援セ
ンターは自治体ごとに人口規模に応じて設置され、高齢者の介護や在宅
生活の悩みごと等、様々な相談に対応しています。介護保険はもとより、
自立と判定された高齢者が利用できるその他の在宅サービスや、保健・
医療に関する助言も得られる在宅介護に関する総合的な窓口です。
盛岡市では現在7カ所の地域包括支援センターがあり、相談無料、秘
密厳守で専門家（保健師、介護支援専門員など）が対応しています。
お近くの地域包括支援センターについては盛岡市のホームページ（
http://www.city.morioka.iwate.jp)から検索可能です。
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