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早稲田における 

男女共同参画 

早稲田大学男女共同参画推進室 

学内関連箇所 

女性研究者支援総合研究所 
　男女共同参画の実現と女性研究者の支援を目的として活動する早稲田大学総
合研究機構に所属するプロジェクト研究所です。 
http://www.kikou.waseda.ac.jp/ 
TEL：03-5286-8497　FAX：03-5286-8498  
住所：〒169-8555新宿区大久保3-4-1 早稲田大学60号館2階 
　　 ワークライフバランス・サポートセンター気付 

ハラスメント防止室 
　すべての教職員・学生・生徒が能力と個性を自由に発揮できることを目的とし、ハ
ラスメント防止のための教育および啓発活動やハラスメントに関する相談・苦情に
適切に対応する組織です。 
http://www.waseda.jp/stop/ 
E-mail：stop@list.waseda.jp 
TEL：03-5286-9824　FAX：03-5286-9825 
住所：〒169-8050　新宿区戸塚町1-104　早稲田大学24-8号館2階相談室 

ジェンダー研究所 

アクセスマップ 

　早稲田大学総合研究機構プロジェクト研究所のひとつ。学内でジェンダー関連
の研究・教育に従事する複数の教員が主体となって立ち上げた研究所です。 
http://www.kikou.waseda.ac.jp/ 
TEL：03-5286-1536 
住所：〒169-8050　新宿区西早稲田1-6-1　早稲田大学16号館 
　　 教育学部 小林富久子研究室 

男女共同参画推進室 
http://waseda.jp/sankaku/　  E-mail:sankaku-office@list.waseda.jp 
［早稲田キャンパス］ 
住所:〒169-8050　新宿区西早稲田1-6-1　早稲田大学10号館213室 
TEL:03-5286-8572　FAX:03-5286-1429 
［西早稲田キャンパス］ワークライフバランス・サポートセンター 
住所：〒169-8555　新宿区大久保3-4-1　早稲田大学60号館214/216室 
TEL:03-5286-8497　FAX:03-5286-8498

東京都認証保育所「ポピンズナーサリー早稲田」 
　（学）早稲田大学と（株）ポピンズコーポレーションのコラボレーションにより「特色
ある子育て支援」を提供していく東京都認証の保育所です。 
http://www.waseda.jp/student/hoikusyo/ 
TEL：03-5155-2168　FAX：03-5155-2169 
住所：〒169-8050　新宿区西早稲田1-1-7 　早稲田大学28号館2階 

早稲田大学男女共同参画推進室について 

　早稲田大学男女共同参画推進室は、本学の創立125周

年を期して、2007年10月21日に設置されました。 

　本学では、かねてから女子教育を重視してきた歴史と伝

統がありますが、21世紀になった現今の状況は、教育・研究・

就労の場における男女共同参画の実現という観点から見

ると、必ずしも十分とは言えません。 

　そこで大学では、文部科学省の科学技術振興調整費「女

性研究者支援モデル育成」事業（2006～2008年度）に

本学の「研究者養成のための男女平等プラン」が採択され

たのを契機として、男女共同参画推進室を立ち上げるとと

もに、「早稲田大学男女共同参画宣言」を発表しました。翌

年には、中長期計画となる「男女共同参画計画」を策定し、

大学を挙げて取り組む姿勢を示しました。 

　今後は、推進室に置かれた4つの部会が中心になって、

教職員・学生のみなさまにご協力いただき、男女共同参画

の推進をますます加速していければと思います。 

ご 挨 拶 

男女共同参画推進関係組織・体制図 

男女共同参画推進室長 

　浅倉 むつ子 

　早稲田大学男女共同参画推進室は、2007年10月に発

足しました。すべての教職員・学生が、性別にかかわらず対

等な構成員として尊重され、本学のあらゆる活動に平等に

参画できるようにするためです。 

　科学は、客観的・中立的に見えますが、誰が研究に携わる

のかによってその内容が左右されてしまうということも、歴

史的事実です。1999年のユネスコ世界科学会議の宣言も、

「科学へのアクセスの平等性」こそ、科学者共同体の力を

最大限に発揮させると述べています。学術分野における男

女共同参画は、多様性をもつ新しい「知の創造」にとっても

不可欠だといえるでしょう。 

　現在、出産・育児・看護と研究・職業活動とのはざまで悩

んでいる人たちが、その道を途中で断念することがないよ

うに、さまざまな事業を通じて、推進室は力を尽くしていき

ます。大学のすべての構成員の方々が、男女共同参画の推

進について理解を深め、積極的に関与してくださることを

期待します。　　　　　　　　　（大学院法務研究科教授） 

1． 早稲田大学は、教育・研究・就労の場における男
女共同参画を実現するために、教職員・学生の人的

構成の男女格差を是正し、大学運営の意思決定に

おける男女共同参画の実現をめざします。 

2． 早稲田大学は、教職員・学生が、出産・育児・介護
と教育・研究・就労を両立させることができるため

の効果的で具体的な措置を講じます。 

3． 早稲田大学は、男女共同参画社会における学問・
研究が、多様な生の共存に貢献するものであること

を自覚しつつ、今後とも、新たな社会の創造に向け

た知の結集・人材の育成をめざします。 

4． 上記の目的のために、早稲田大学は、男女共同参
画推進室を設置し、長期的な展望にたった「男女共

同参画基本計画」を策定し、実施します。 

早稲田大学男女共同参画宣言（抜粋） 

総長・理事会 

男女共同参画推進室 
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※丸囲みの数字は、各号館のおおよその位置を示します。 
　詳細については各箇所にお問い合わせください。 
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教 職 員 の声 諸 制 度 の紹介 早稲田大学で利用できる 

看護休職制度を利用して 
女性職員（匿名） 

育児休職制度を利用して 
大庭　慎二（メディアネットワークセンター職員） 

出産休暇および育児休職制度を利用して 
横野　恵（社会科学総合学術院専任講師） 

2009年度 1999年度 
学部学生 

大学院学生 

教　員※1

職　員※４ 

ワークライフバランス・ 
サポートセンター 

ワークライフバランス・ 
サポートセンター ■男女比率資料 

■出産休暇・育児休職・看護休職取得者数（2008年度） 

※1　全ての教員（附属高校の教員を除く）       ※2　教授・特任教授・准教授・専任講師   
※3　助手・助教を含む       ※4　専任職員（常勤嘱託を除く）  
基準日：教員・学生は5/1現在、職員は6/1現在。 

　自分が看護をするようになるとは、想像もしていませんでした。それはあまりにも急に
やってきたのです。看護によって、生活も人生設計も大きく変わってしまいます。でも、後
悔しないよう、できる限りのことをしてあげたい、と思うのは家族への気持ちです。 
　仕事をもっていると、家族の看護をしたくても思うようにできませんが、看護休職制度
のおかげで、急な発作で倒れた家族の看護ができました。言葉では言い尽くせないほど感
謝しています。あのとき看護できなかったら、一生後悔したでしょう。 
　看護をしているとつらいことばかりで、自分でも肉体的にも精神的にも壊れるのではな
いかと思うこともありました。制度上は１年以内に復職することになっており、看護の内容
によっては短すぎてきついのですが、一方で視点を変えれば、復職が保証されていること
は有難いことです。職場に戻れれば気分も一新し、生活にもはりができますので、精神的
には楽になると思います。 
　この制度では、期間中一度に限られますが、休職期間を変更できるなど柔軟な運用もさ
れていて、便利だったと思います。 

　もう6年以上前になりますが、育児休職を取得しました。繁忙期に休んだことで職場に
は迷惑をかけてしまいましたが、取得してよかったと思っています。 
　休職中は、子供の食事、掃除、洗濯、散歩、買物などで毎日があっという間に過ぎていき
ました。2カ月半という休職期間もあっという間に終わってしまい、ようやくいろいろなこ
とに慣れてきた頃に職場に戻る、という感じでした。毎日、四苦八苦しながら慣れない育児
や家事を経験したことは、普段、妻が行っている育児の楽しさや苦労などを実感すること
ができ、とても有意義でした。現在は、以前にも増して忙しい箇所で勤務しており、子供に
会える時間がだいぶ限られてしまっていますが、育児休職の頃にしっかり接することがで
きたおかげか、7歳の娘との関係は良好です。 
　職場環境などから、育児休職の制度を利用することは、一般的にはまだ難しいかもしれ
ませんが、育児休職は、仕事を離れて、家族や育児、家事について深く考える良い機会にな
ると思います。 

　2007年10月に長女を出産し、2008年9月まで育児休職を取得しました。出産休暇
と合わせた休職期間は１年です。 
　育休の取得については、2007年の4月ごろ，出産予定を報告した際に学部に相談しま
した。その後，授業の代替措置の準備を進めました。産休が9月からだったため，休職と代
替措置について7月の教授会で承認を受ける必要がありましたが、特別研究期間取得の
場合とほぼ同様の形で，スムーズに進めていただきました。授業の代替措置として，非常勤
の先生による代講を多くの科目で認めていただいたため、育休中は授業の心配をほとん
どせずに過ごすことができました。 
　育休を取得していてよかったと実感したのは，子どもが病気になった時です。娘が3か月
の時には入院を経験しました。幸い、大事に至りませんでしたが，約2週間の入院中は泊ま
り込みの付き添いが必要でした。期末の成績評価や入試の時期と重なっていて、（看護休
職制度を利用したとしても）育休中でなければ乗り切れなかったと思います。 
　復職後は、やはり忙しくなりますので，育休中に娘とゆっくり過ごす時間をもてたことは
本当によかったと感じています。今後も、多くの人にこの制度が利用されるよう願ってい
ます。 

　キャリア初期研究者（助手）からの相談を契機として、本学教員（現段階では助手等）が産

休等を取得した際の代替員確保のための費用を、全学予算から支出する仕組みがつくられま

した。若手研究者が安心して産休を取得できる環境整備の一環です。詳細については所属箇

所、ワークライフバランス・サポートセンター相談窓口等にお問い合わせください。 

データ集 

ライフイベントサポートシステム 1

　産前休暇8週間、産後休暇8週間の出産休暇を取ることができます。併せて、出産育児一時金・

付加金が受給できます。 

出産休暇 2

　厚生年金被保険者対象。財団法人こども未来財団と割引券取扱契約を結んでいるベビーシ

ッター事業者のサービスを受ける際、「ベビーシッター育児支援事業割引券」を利用すること

により1日1,700円の割引が受けられます。利用は就労のためにサービスを受ける日に限りま

す。詳細については、人事部給与厚生課にお問い合わせください。 

ベビーシッター育児支援事業割引券 5

　早稲田大学健康保険組合の保健事業の一環として、WELBOX（WELfare information 

BOX）を利用した制度です。この中に「育児サービス」「介護サービス」のメニューがあり、所

定のポイントの範囲内（年間付与ポイント数＝200ポイント、1ポイント＝100円）で、利用補

助が受けられます。詳細については早稲田大学健康保険組合にお問い合わせください。 

カフェテリアプラン 6

　実子または養子を養育するため、生後１歳未満の日（出生日の前々日）に達するまで休職すること

ができます。（事情により期間を延長できるケースもあります。）期間中の給与は支給されませんが、

雇用期間等の条件を満たせば、本人の申請により雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業期間中は、「育児休業基本給付金」として「休業開始時賃金」（上限月額421,800円、上

限日額14,060円、毎年8月に変更となる場合があります。）の30%が支給され、職場復帰後6ヶ月

経過した時点で「育児休業者職場復帰給付金」として20%支給されます。（H22.3.31まで） 

法改正により、H22.4.1以降育児休業を開始する場合は、「育児休業基本給付金」として50%支

給され、「育児休業者職場復帰後給付金」は廃止となります。 

　2～5は本人の申請による手続きが必要です。お問
い合わせ、手続きの取扱箇所は、教員の場合は教務部

教務課（内線71-2080、直通03-3204-2253）、

職員の場合は人事部人事課（内線71-2513～9、直

通03-3204-1633）となります。なお、給与や税金、

保険等に関する事項は人事部給与厚生課（内線71-

2533～39、2547～9、直通03-3202-9410）、

出産育児一時金等に関する事項は早稲田大学健康保

険組合（内線71-2523～5、直通03-3203-4343）

が扱います。 

育児休職 3

　看護する対象家族1人につき、通算1年間の範囲内で、看護を目的に休職することができます。

期間中の給与は支給されませんが、雇用期間等の条件を満たせば、本人の申請により雇用保険

から「介護休業給付金」が支給されます。これは支給対象となる家族の同一要介護につき1回

の介護休業期間（ただし、介護休業開始日から最長3カ月間）に限り、「休業開始時賃金（上限

月額421,800円）の40％が支給されるものです。 

看護休職 4

利用対象者 
キャリア初期研究者を中心に、男女を問わず本学の全ての
教職員・学生が利用できます。 

サポートセンターの活動 

●キャリア初期研究者とは？ 
大学院生・ポストドクター・助手・助教・本属を持たない非常勤講師など、

研究職としてのキャリアの初期にある（主に、常勤職につくことを目

指している）研究者をいいます。 

相談室・授乳室・搾乳室・畳エリア・

交流エリアなどがあり、お子さま連

れでの研究打合せ、昼食などに気

軽にご利用いただけます。ただし、

託児機能はありませんので、お子

さまをお預かりすることはできま

せん。 

※相談室・搾乳室は、早稲田キャンパス10号館2階213室にもあります

が、あらかじめ、メールにて、ご予約・ご連絡ください。 

サポートセンターの目的 
男女共同参画の推進にあたり、以下の支援を行っています。 
①キャリア初期研究者のキャリア形成支援 

②教職員・学生の研究・就労・就学とライフイベント（結婚・育児・看護等）の

両立支援 

 

出産休暇 

育児休職 

看護休職 

教員（うち女性）

10（10）

6（5）

0（0）

職員（うち女性）

4（4）

7（7）

2（2）

全体 
6,338人 

男性 
5,121 (80.8%)

女性 
1,217 (19.2%)

全体 
44,826人 男性 

29,593 (66.0%)

女性 
15,233 (34.0%)

全体 
8,693人 

男性 
5,959 (68.5%)

女性 
2,734 (31.5%)

男性 
604 (76.7%)

男性 
3,475 (86.2%)

女性 
558 (13.8%)

4,033人 

男性 
31,821 (73.8%)

女性 
11,289 (26.2%)

43,110人 

男性 
3,847 (75.4%)

女性 
1,256 (24.6%)

5,103人 

男性 
1,131 
(89.3%)

全体 
1,266人 

男性 
598 (71.8%)

女性 
235 (28.2%)

833人 

女性 
135 (10.7%)

男性 
610 

(78.0%)

全体 
782人 

女性 
172 (22.0%)

男性 
3,380

 (78.8%)

全体 
4,290人 

女性 
910 (21.2%)

非常勤教員 任期付専任教員※3専任教員※2

全体 
787人 

女性 
183 (23.3%)

2009年度教員資格別内訳 

サポートセンターの場所・設備 

●相談窓口 
「博士課程に進学するか迷っている」「子どもを産んでも研究を続けら

れるか不安」「産休をとりたいが言い出しにくい雰囲気がある」など，今

後のキャリア形成やワーク・ライフの両立にあたっての相談や情報提供

を行っています。詳細についてはホームページをご覧ください。 

http://www.waseda.jp/sankaku/support/contact.html 

（予約受付： support-sodan@list.waseda.jp） 

●交流会等の開催 
教職員・学生、特にキャリア初期研究

者同士のつながりをつくりだすため

の交流会を開催します。 

●図書資料の貸し出し 

東京都認証保育所 
「ポピンズナーサリー早稲田」 

西早稲田キャンパス60号館2階214・216室 


