シンポジウム

12 5

2015.

土

13：00〜17：00（開場12：00）
金沢歌劇座 2階 大集会室

（石川県金沢市下本多町六番丁27番地）

基調講演

国立研究開発法人産業技術総合研究所
イノベーション推進本部 総括企画主幹

山田 由佳 氏

パネルディスカッション

■ コメンテーター

参加申込不要

第３回中村賞（金沢大学女性研究者賞）受賞者講演

「できる」
を
「できた」に・
・
・
その感動がやみつきに

■ パネリスト

入場無料

〈女性研究者賞〉

糖尿病看護をわざから技術に

金沢大学医薬保健研究域保健学系 教授 稲垣 美智子 氏
〈女性研究者奨励賞〉

金沢大学医薬保健研究域薬学系 助教 吉田 直子 氏
金沢大学理工研究域物質化学系 助教 酒田 陽子 氏

〜女性リーダーを育てるために〜

国立研究開発法人産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 総括企画主幹／山田 由佳 氏

コマツ 開発本部業務部 規制・標準グループ グループマネージャー／出浦 淑枝 氏
金沢大学がん進展制御研究所長／大島 正伸

国立研究開発法人科学技術振興機構 科学技術プログラム推進部プログラム主管／山村 康子 氏

■ コーディネーター 金沢大学学長補佐（男女共同参画推進担当）／池本 良子

一時保育
実施します

プログラム

12：00 ̶ 13：00 受付、研究写真展 開始

13：45 ̶ 14：40 受賞者講演

13：00 ̶ 13：05 開会挨拶 金沢大学長 山崎 光悦

14：40 ̶ 14：55 休 憩

13：05 ̶ 13：15 来賓挨拶 文部科学省担当官（予定）

14：55 ̶ 15：55 基調講演

13：15 ̶ 13：30 事業報告
金沢大学学長補佐（男女共同参画推進担当）
池本 良子

15：55 ̶ 16：55 パネルディスカッション

13：30 ̶ 13：45 中村賞（金沢大学女性研究者賞）授賞式

16：55 ̶ 17：00 閉会挨拶
金沢大学理事（総務・人事・施設担当）
有松 正洋

HWRN連携機関／ ●富山大学 ●福井大学 ●大学コンソーシアム石川 ●石川県 ●石川県公設試験研究機関 ●金沢市 ●コマツ
●株式会社PFU ●北陸電力株式会社 ●YKK株式会社 ●金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会

［主 催］

［問い合わせ先］金沢大学

申込締切

11月18日 水

未 来 に 羽 ば た く 女 性 研 究 者

文部科学省科学技術人材育成費補助事業
「女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」

●大和ハウス工業株式会社

男女共同参画キャリアデザインラボラトリーHWRN事務局

〒920-1192 石川県金沢市角間町 金沢大学 自然科学本館１F
Email cd̲lab@adm.kanazawa-u.ac.jp TEL 076-234-6907 FAX 076-234-6908
Webサイト http://hwrn.cdl.kanazawa-u.ac.jp

HWRN Webサイト

HOKURIKU
W O M E N

未来に羽ばたく
女性研究者

RESEARCHERS’
NETWORK

金沢大学は、平成25年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研
究活動支援事業（拠点型）」に採択され、HOKURIKU WOMEN RESEARCHERSʼ
NETWORKを構築し、北陸地域の企業、大学、行政、研究機関と連携し、地域全体で

シンポジウム

女性研究者・技術者への支援に取り組んでいます。
今後も取組を継続し、地域との連携をより強化、拡大していく決意をこめて、今年度
のシンポジウムのテーマを「未来に羽ばたく女性研究者」といたしました。ＨＷＲＮの
活動を通じて、地域に愛され、世界に羽ばたく女性リーダーの育成を目指します。

基調講演 講演者

パネルディスカッション
パネリスト

パネルディスカッション
コメンテーター

国立研究開発法人
産業技術総合研究所
イノベーション推進本部
総括企画主幹

コマツ 開発本部業務部
規制・標準グループ
グループマネージャー

国立研究開発法人
科学技術振興機構
科学技術プログラム推進部
プログラム主管

山田 由佳 氏

出浦 淑枝 氏

山村 康子 氏

東京大学工学部物理工学科卒業。

筑波大学第二学群生物学類卒業。

東京医科歯科大学医学部講師、米マサチューセッツ

松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）

コマツ（株式会社小松製作所）入社。研究本部中央

工科大学客員研究員、東京医科歯科大学大学院医

入社。以来、レーザプロセッシング、ナノ粒子技術、

研究所にて勤務。一般社団法人日本建設機械工業

歯学総合研究科講師、シンガポール国立大学癌研

創エネデバイスの研究開発と、一貫して研究所に勤

会出向を経て、コマツ開発本部業務部にて建設機

究所上級研究員、東京大学医科学研究所特任准教

務。工学博士。

械の安全・環境に関する規制・規格業務に従事。

授などを歴任。

２０１５年より現職に転籍出向。

２０１５年より現職。

２０１０年より現職。

受賞歴／
第１２回神奈川工業技術奨励賞

同時開催

特別賞

研究写真展

12:00〜

▲

第２６回独創性を拓く先端技術大賞

ウーマン・オブ・ザ・イヤー２０１４ リーダー部門

Beauty in Science 2015

会 場 へ のアクセス

無料送迎バスあり
金沢大学

鉄道
JR北陸本線・IRいしかわ鉄道・北陸新幹線

金沢駅下車

金沢歌劇座

バス

〒920-0993 石川県金沢市下本多町六番丁27番地 TEL 076-220-2501

北陸鉄道バス 金沢駅兼六園口（東口）から約20分

［駐車場料金］1台当り初めの1時間250円

● 兼六園口（東口）バスのりば3番より
「東部車庫」
「金沢東高校」
「金沢学院大学」行乗車、本多町にて下車（金沢歌劇座向い側停車）。
●「城下まち金沢周遊バス（右回りルート）」10番停留所
●「金沢ふらっとバス 菊川ルート」22番停留所

本多町

ふるさと偉人館

もご利用いただけます。

詳細については「北鉄バスセンター」TEL 076-237-5115 にご確認願います。
タクシー
JR金沢駅兼六園口（東口）から約15分

なるべく公共交通機関をご利用ください。
至 武蔵ヶ辻
アトリオ
香林坊
109

石川四高記念
文化交流館

事前申込が
必要です

片町
きらら

指定の申込用紙をお送りします。
●小学生以下のお子様まで ●申込締切／11月18日（水）
詳しくは下記Webサイトをご確認ください。

http://hwrn.cdl.kanazawa-u.ac.jp/sympo2015.html

兼六園

金沢21世紀
美術館

福井方面からは北陸自動車道 金沢西インターから約20分

託児をご希望の方は、HWRN事務局まで、お問い合わせください。

至 兼六園下
しいのき迎賓館

金沢市役所

富山方面からは北陸自動車道 金沢東インターから約25分

【申込方法】

以後30分につき150円

※有料駐車場の収容スペースは76台分しかありませんので、

自家用車

一時保育
実施します

会場

詳しくはWebサイトをご確認ください。
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金沢中警察署

石川県立
図書館
ローソン

至 広小路

至 寺町

