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ニュースレターの発行について 早稲田大学男女共同参画推進室長　浅倉むつ子

早稲田大学は、2007年10月に、日本の私立総合大学として初
めて、「男女共同参画推進室」を発足させました。すべての構成員が
性別にかかわらず、本学のさまざまな活動に平等に参画できること
をめざして推進室は始動し、これまでにシンポジウムの開催やサポ
ートセンターの開室、各種の調査などをおこなってきました。その過
程において、本学では、構成員による男女共同参画への高い関心が
うかがえる反面、さらなる啓発や幅広い広報の必要性が強く感じら
れましたので、このたびニュースレターを発行することになりました。

今後、ニュースレターは6月と12月の年に
2回発行し、推進室の広報だけでなく、学内外
の男女共同参画に関する情報を幅広く発信し
ていく予定です。多くの人々がこれを手に取る
ことで、早稲田大学の男女共同参画がいっそ
う充実することを願っています。

（大学院法務研究科教授）

ロゴマークが決定しました

早稲田大学における男女共同参画推進の諸活動をサポートするツ
ールとして、2008年の夏休みを挟んでロゴマークの公募が行われ
ました。本学の学部・大学院の学生から多数の力作が寄せられまし
たが、厳正な審査の結果、先進理工学部１年・西村公宏さんの作品
の採用が決まりました。ご覧のように、男女が二人三脚で前進する

イメージとなっており、左右それぞれどちらが
男性、どちらが女性なのかも特定しておらず、
すなわち対等の関係であることを表していま
す。どうぞお見知りおきを。

2008年9月25日、大久保
キャンパスにおいて「キャリア初
期研究者両立サポートセンター
（略称：サポートセンター）」の開
所式および開所記念シンポジウ
ム「これからのキャリア初期研究
者支援－早稲田の取り組み－」
が開催されました。

開所式では、白井克彦総長の挨拶に続いて来賓の先生方からご
挨拶いただき、テープカットならびに利用者代表として本学教員のお
子さんに「早稲田ベア」が贈呈されました。その後のシンポジウムで
は、まず総長が大学によるキャリア初期研究者支援の必要性を説
き、とりわけ女性研究者支援については今後、包括協定を結んでい
る京都大学と連携を図りつつ資金面を含め積極的に支援したいと
述べました。また、続いて、本学の取り組みについて報告があり、
「『研究者養成のための男女平等プラン』公開外部評価委員」として、
大野曜氏（（財）日本女性学習財団理事長）、名取はにわ氏（内閣府情
報公開・個人情報保護審査会委員）、松本紘氏（京都大学総長）を迎
えてのパネルディスカッションが行われました。外部評価委員各氏
のご助言を受け、とくに「女性教員比率の向上」と「研究中断者」の
問題について、早急かつ具体的に検討すべきとの見解が清水敏常
任理事より示されました。これを機に学内のキャリア初期研究者支
援の機運向上が期待されます。

サポートセンターってどんなところ？
サポートセンターは大久保キャンパス60号館2階214・216室

にあり、全ての学生・教職員、特にキャリア初期研究者（大学院生、
ポストドクター、助手、助教、非
常勤講師等）を対象にキャリア
形成支援、および教育・研究、
学習とライフイベント（結婚・
育児・看護等）との両立支援、
それらに関わる相談業務・交流
会の開催等を行っています。
置畳エリアおよびテーブル

と椅子がある交流エリアでは、
各自お茶を入れて休憩したり、交流会などに利用することができま
す。キャリア支援ならびにワークライフバランス関係の図書資料さ
らにテレビ、DVDプレーヤー等の機器も用意されています。
また、乳幼児を連れての来室が可能であり、授乳室、子供用の椅

子・簡易ベッド・遊具もあります。相談室では、専門相談員がキャリ
ア形成、両立に関する個別相談を受け付けています（support-
sodan@list.waseda.jp、相談室は早稲田キャンパスにも設置さ
れています）。サポートセンターが今後、各キャンパスに設置される
ことが望まれます。

（女性研究者支援総合研究所客員准教授　荻野佳代子）

男女共同参画推進室の記念すべきニュー
スレター第１号が完成しました。6万人とい
う大所帯のこの大学において、有益な情報が

それを必要としている人に必ずしも届かず、
歯がゆい思いをすることが少なくありません。
早稲田の男女共同参画をめぐる近年の取り
組みについても同じです。よい制度が整備さ
れても、周知・活用されず、箇所によっても
認知度にばらつきがあります。このニュース

レターがそのような事態を少しでも回避する
助けとなればと思いました。とはいえ、第１
号は試行錯誤の手探り状態のまま、なんとか
完成にこぎつけた次第です。みなさまからさ
まざまなご意見をいただければ幸いです。

編集後記

早稲田大学
男女共同参画
推進室
〒169-8050
新宿区西早稲田1-6-1  
早稲田キャンパス10号館213室　

※ニュースレターへのご意見・ご感想は
次のアドレスまでお送りください。

sankaku-letter@list.waseda.jp

■教育研修部会
2008年10月、新入職員研修プログラムの一環として、「早稲田大学における男女共同参画推進の取り組み」について、20分ほど

の研修を行いました。参加者からは、女性教員が少ない理由など、現状についての質問もありました。同月末には推進室および女性
研究者支援総合研究所の主催で、推進室一周年記念上映会・講演会を催しました（別掲）。ご来場の方々からは、教員と学生の信頼関
係、ワークライフバランスの実現と夫婦のあり方などについて、さまざまな感想や意見が寄せられました。

■制度環境部会
研究とライフスタイル上の諸問題（出産・育児・介護など）の両立を支援する体制づくりを進めています。教職員対象にランチョンミー
ティングを2回開催しました。職員担当理事へのヒアリングを行い、男女共同参画宣言後の職員制度についての大学の考え方を聞くと
ともに、引き続き、提案や意見交換などをしていくことを確認しました。

■広報調査部会
2008年の夏から秋にかけてリーフレット（初版）の発行、ロゴマークの公募・審査・発表、女性研究者支援総合研究所との協力によ
る教職員全数調査などを実施してきました（いずれも別掲）。また、諸般の事情から発行が遅れてしまいましたが、このニュースレター
の編集も本部会が担当しており、今後リーフレットともども定期的に発行していくことになります。

■サポートセンター部会
男女共同参画に係る本学のサポート施設の管理・運営、また、相談業務の充実、交流業務を推進するために、制度環境部会から分離

独立し、2008年12月に設置され、活動を始めたところです。

活
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男女共同参画
リーフレットを
配っています

既にご覧になった方も
少なくないと思いますが、
男女共同参画の理念や
本学の取り組み、諸施
設、諸制度の概要などを紹介しているリーフレッ
トです。ご希望の方は、若干在庫がありますので、
推進室（sankaku-office@list.waseda.jp）ま
でご連絡ください。

募集しています
○ニュースレター創刊号である今号は、
「さんかくニュース」という名前で発
刊しましたが、もし、もっとよい名前
の案がありましたら、2009年5月
20日（水）までに右記にお寄せくだ
さい。検討させていただきます。
○このニュースレターについて、さらに
は早稲田大学における男女共同参画
推進について、ご意見や話題（記事に
なりそうなものなど）がありましたら、
随時右記までお寄せください。

●男女共同参画第一歩：那須観測所に女性トイレ設置

2007年末、早稲田大学の那須観測所をオーストラリア国立電波天
文台ATNFの研究者と、オランダ JIVE Joint Institute for VLBI in
Europeのプロジェクトマネージャー夫妻、女性研究者が訪れました（写
真）。那須の電波望遠鏡は野辺山などより集光面積が大きく、わが国
最大です。海外の研究者は、まず那須観測所に来るのですが、女性ト
イレが無いのには全く困っていました。世界と対等に研究できる環境が

大学院生の研究意欲に応えること
と考え、その整備に努力してまいり
ましたが、このたび男女共同参画推
進室の応援をいただき、女性トイレ
設置の念願がかないました。基本
的な研究条件の男女差が一つ除か
れ、女性研究者も安心して観測に
従事できるようになったわけです。ま
ずは一歩進みました。
那須で観測された「短時間だけ

電波で輝く天体」の論文は世界か
ら注目され、那須のアンテナは2008年、米国天文学会誌の表紙を
飾りました。必要な技術開発では男女の別なく、それぞれ得意な分野
を研究室内で担当しています。これからは海外との交流が増えるでし
ょう。この分野の女性研究者は内外で増加しており、今回の施設改善
は大変ありがたいことだと思っています。

（教育・総合科学学術院教授　大師堂経明）

▲雪でも元気な高校生の見学会です（2008年2
月）。これからは女子生徒も安心して参加し
てもらえます。

COLUMN

※2009年4月より、「大久保キャンパス」は「西早稲田キャンパス」に、「キャリア初期研究者両立サポートセンター」は「ワークライフバランス・
サポートセンター」に名称を変更します。

サポートセンターがオープンしました
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推進室一周年記念上映会・
講演会を開催しました
2008年10月31日、オール早稲田文化週間において、男女共

同参画推進室開室一周年記念企画「『心理学者原口鶴子の青春～
100年前のコロンビア大留学生が伝えたかったこと』上映会・監
督講演会」を開催し、学内外から70名を超える方々にご参加いた
だきました。
まず、浅倉むつ子男女共同参画推進室長より、開会の挨拶なら

びに『男女共同参画基本計画（案）』が発表されました。
次に、約100年前の1907年、22歳で単身ニューヨークのコ

ロンビア大学大学院に留学し、日本人女性初の心理学博士号を取
得したものの2児を残し、29歳の若さでこの世を去った原口鶴子
の一生に光をあてた感動のドキュメンタリー作品を上映しました。
原口鶴子が残した精神疲労の研究、国際性、自立の精神、新しい学
者夫婦像は、その後、日本で起こった女性権運動に影響を与えまし
た。女性に参政権がない時代、命がけでニューヨークへ渡り、世界
の心理学界に大きな業績を残した明治の女性の逞しさと、病に倒
れてもなお前向きに生きる意志の強さが深い共感と感動を呼び、ワ
ークライフバランスについて考える機会となりました。
上映後には、本学卒業で自らもニューヨーク大学に留学経験の

ある泉悦子監督より「100年前の男女共同参画を考える～父、恩
師、夫～」についてご講演いただきました。

引き続き、2008年7月に実施された「早稲田大学男女共同参画
推進に関する意識・実態調査」（教職員全数調査）において、教職員
の自由記述から、今後の本学の男女共同参画推進についての多く
の貴重なご意見が寄せられたことが、笹野悦子女性研究者支援総
合研究所客員講師より報告されました。また、佐々木豊男女共同
参画推進委員会広報部会長からはロゴマークの発表があり、浅倉室
長より制作者に記念品が贈呈されました。

（女性研究者支援総合研究所　客員講師　榎本裕子）

「男女共同参画推進に関する
意識・実態調査
2008年度教職員調査」

2008年7月に実施した教職
員調査の報告書が完成しました。
閲覧・入手をご希望の方は、男女
共同参画推進室（san k a k u -
office@list.waseda.jp）までご連
絡ください。

調査概要
本調査は、男女共同参画推進事業・若手研究者育成事業を推進

する際の基本情報を得るため、2008年7月15日～31日に実施
しました。調査項目は、属性、仕事と生活のバランス、男女共同参
画の現状と意識、ストレス尺度など多岐にわたっており、具体的施
策を推進するために必要な情報が収集できるようになっています。
調査対象は、同年6月1日時点の早稲田大学全教職員（専任教員
1,365名、専任職員786名）です。回収状況は、専任教員429票
（回収率31.4％）、専任職員374票（同47.6％）でした。
お忙しい中ご回答いただいた教職員のみなさま、ご協力ありがと

うございました。

主な調査結果
業務環境
教員については、「教育活動」「研究活動」ともに意欲をもって取り組めて

いるとの回答が約90％を占めました。ただし、「教育活動」については「負
担に感じる」との回答も40％にのぼっています。研究の阻害要因につい
ては、「研究と関連のない雑用」との回答が約90％を占め、「管理的事務
（70％）」、「講義・演習・論文指導（57％）」がこれに続きます。
職員については、職場によって業務内容が大きく異なりますが、全体的

な傾向として男性は外部折衝と残業が多い仕事に、女性は内部事務が多
く残業が少ない仕事につきやすいことがわかりました。また、子どもを持
つ女性職員（30～39歳）は高い昇進意欲をもちつつも、実現しにくいこ
とが明らかになりました。

ワークライフバランス
教員については男性の80％弱、女性の40％強が、職員については男女
とも50％強が子どもをもっています。この教職員の有子率は、どの年齢層
においても全国平均を下回っています。長子就学前の平日日中の保育者
は、男性は教員の70％、職員の80％弱が「配偶者」であり、女性は「保育
所の保育士」が教職員とも80％強で、性別によって大きく異なります。この
ような状況を反映してか、「就業と育児の両立についての問題や困難」につ
いては、「ある」との回答が、男性では教員40％、職員30％ほどに留まっ
ているのに対し、女性では教員90％、職員80％にものぼっています。一
方、「就業と介護の両立についての問題や困難」については、「ある」との回
答が、男性では教員60％強、職員80％弱、女性では教員80％弱、職員
70％弱であり、育児に比べ性別による差が小さくなっています。

若手研究者の育成
「研究職への就職に関する指導」について「十分だ」は60％に留まっていま
す。「研究職就職指導の課題」としては、研究職のポストが少ない、院生の資
質の問題、大学・研究科の指導体制などがあげられました。

今後、同様の調査を繰り返し実施し、本学で実施する男女共同参
画推進事業・若手研究者育成事業の効果を検討していく予定です
ので、引き続きみなさまのご協力をお願いいたします。

（女性研究者支援総合研究所客員講師　笹野悦子）

交流会を開催しています

「結婚もしたいし、子どもも育てたいし、研究を続けるのは無理かな
ぁ」「研究者になるなら子どもはあきらめなきゃいけない？」など、人
には聞けない研究と子育ての両立の課題をテーマに、キャリア初期
研究者（＝本学院生・助手・ポスドク・非常勤講師など）を対象とした
交流会を、2007年9月と2008年5月に2回開催しました。
参加者からは「子育てをしながら頑張っている人がいることで私

も子どもをもっていいかもと感じることができました」（助教）、「“大
学”という共通背景の中で同じような思いを抱いている方々とこの
場で出会えたこと。このような場が与えられただけでも喜ばしいで
す」（大学院生）という声が聞かれ、ゆるやかなネットワークが形成
されています。また、「参加する前は、少々気後れもしていましたが、
終わった後に感じたすがすがしい気持ち、研究に対する意欲と両立
への勇気が自分にとっては一番の収穫でした」のように、子育てと
研究の両立に不安を抱える「研究者のたまご」が、交流会を契機に
研究への意欲を新たにする姿が見られました。

交流会の特徴は、意見を言いっぱなしにせず、大学へつなげてき
たことです。キャリア初期研究者の声から制度が変わった一例とし
て、助手の産休取得時に代替員確保のための費用を全学予算から
拠出する「ライフイベントサポートシステム」があります。
サポートセンターでは、子育てのみならず、非常勤講師の抱える

課題、介護と研究との両立など、これからもさまざまなテーマで交
流会を実施予定です。みなさまのご参加をお待ちしています。

（女性研究者支援総合研究所　客員講師　安部芳絵）

教育・交流事業を展開しています

「研究者養成のための男女平等プラン」では、理工系の女性研究
者比率向上にむけた裾野拡大のために、学部生・大学院生を対象と
したキャリア教育、ならびに次代を担う女子高校生を対象とした理
系選択支援に取り組んでいます。
本事業では、学部生を対象に研究者のロールモデルとキャリアパ

スを示す目的で「女性・しごと・ライフデザイン」「女性・しごと・ライ
フデザイン（科学技術分野編）」を開講しています。また、2008年
度には理工系の学部生・大学院生がジェンダーについての認識を深
めることを目的として、理工学術院において「ジェンダーと科学大
学院」「科学とジェンダー学部」が開講されました。
高校生には、科学の楽しさを体験してもらうことを目的として、理

工系の研究室において「研究室体験」を実施しています。生命科学
系の実験や、旋盤を使用してホイッスルを作製する実習も好評です。
一方、大学院生がスタッフとして参加することで、研究者としてのス
タートラインに立った彼ら自身のキャリア教育にもなっています。
「女性・しごと・ライフデザイン」「女性・しごと・ライフデザイン（科学
技術分野編）」は、高校生の聴講も認められているほか、テレビ会議
システム（ポリコム）を使用し、連携高等学校（早稲田大学本庄高等
学院、早稲田実業学校、埼玉県立浦和第一女子高等学校、群馬県立
高崎女子高等学校）への遠隔配信を行っています。大学の講義の雰
囲気を感じてもらうと同時に、“志望学部を選ぶ際に自分の夢を諦
めないで”というメッセージを伝えられたら、と願っています。

（女性研究者支援総合研究所　客員講師　戸蓬恵理）

教職員全数調査の結果がまとまりました

早稲田大学では、平成18年度に科学
技術振興調整費の女性研究者支援モデ
ル育成事業として「研究者養成のための
男女平等プラン」が採択され、男女共同
参画体制の実現、柔軟な勤務制度改革、
キャリア初期研究者両立サポートセンタ
ー、保育等のサポートシステムの構築、教
育・交流事業、研究中断者の実験・研究
補助員としての採用、海外の大学との情
報交換などの各事業を着実に推進し、女

性教員比率25%を目指す取り組みを展
開しています。
女性研究者支援モデル育成事業には、

本学を含めて、京都大学、奈良女子大学、
東北大学、名古屋大学、広島大学、お茶
の水女子大学などの33機関が採択され、
いずれも各大学の教育理念や特性を活か
しつつ、ユニークな構想の実現とシステ
ム改革に鋭意取り組んでいるところです。
しかしながら、日本は女性研究者比率で

お隣の韓国に抜かれるなど、なかなか女
性研究者の積極的な増員にまで結びつい
ていません。
そのため、2009年度より、文部科学

省は「女性研究者養成システム改革加速」
プログラムという理系、工学系、農学系
の研究を行う優れた女性研究者の養成を
加速するため、増員を着実に定着させ採
用計画を具体化する大学等の機関に大幅
な助成をするという新たな制度を設けま
した。本学でも、他の私立大学や国公立
大学などとも連携して、特に女性や若手
研究者を支援することで、21世紀の社会
を創造的にリードする人材の育成に積極
的に取り組んでゆかなければなりません。

（大学院法務研究科教授）

「若い人たちが
生き生きと研究できるように」

女性研究者支援総合研究所　所長　棚村政行


