
─ 1 ─

SANKAKU 2010.4

NE WS No. 3
編集・発行　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　http://www.waseda.jp/sankaku/

早稲田でも進めます「男女共同参画」� 早稲田大学総長　白井克彦

講演会&写真展 ｢ワ
わ せ じ ょ

セ女は彼女たちから始まった」

　私学の雄として「男の大学」とも言われてきた早稲田大学ですが、今
や国内最大級の女子学生数を誇る大学です。女性や若手研究者を応援す
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取り組みた
いと考えています。
　2007年10月に共学の私立総合大学では初の「男女共同参画宣言」を
発表して推進室を立ち上げたのも、男女共同参画が、多様な人材の活用
という意味で、大学にとっても、学術分野の発展にとっても極めて重要
であるからです。私自身は学生時代グリークラブで男声合唱にのめりこ
んでいましたが、学外ではずっと混声合唱を楽しんでいました。男声・
女声それぞれの美しさもありますが、混声はその響きの厚み、表現力の

幅に圧倒的な強みがあり、それゆえでしょう、
合唱曲の数も混声によるものが格段に多くなっ
ています。これは大学や学術分野の発展にとっ
ても同じなのではないでしょうか。
　今後も活力ある柔軟な勤務制度へ向けた改革、
ワークライフバランス・サポートセンターの積
極的な展開、保育等の支援体制の構築、教育・
交流事業等を着実に推進し、本学の中長期計画
「Waseda�Next�125」で示した女性教員比率30%等の計画実現を目
指して努力してまいります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

　「オール早稲田文化週間2009」の企画として、2009年10月19日
小野記念講堂にて、湯川次義教授（教育・総合科学学術院）を講師に迎
え『女性への大学教育の開放：早稲田大学の場合』と題した講演会を開
催しました。その中で、本学が戦前から女性の大学教育に積極的だった
歴史とその背景が紹介されました。

─�1920年、大学令による大学となった際に、女性への門戸開放を計画
したが、文部省の要請により断念。1921年から聴講生受入。1939
年には全学部で正規学生としての入学を認め、この年４人の女性が入
学した。田中穂積総長の強い意向が反映され、当時としては画期的な
ことであった。戦後は1946年から高等師範部で、1949年新制大学
移行と同時に全学部で入学が認められた。─

　アンケートでは「女性の大学参加に尽力した田中総長の思い、早稲田
の歴史を知ることができた」「歴史上の思想や制度にまで目を向けること
で本質的な理解に近づけ
る」等の感想が寄せられ
ました。同時開催の写真
展でも、４名の女子学生
入学を伝える新聞記事に
始まり、戦前・戦中・戦
後の本学女子学生の学園
生活の写真など12枚が
展示されました。

新制早稲田大学の女子学生数・比率〔女子学生数・比率とも増加し、人数では現在国内第2位となっています。〕

年度

学　部 大学院修士 大学院博士 合　計
全体数
（人）

内女子数
（人）

比　率
（%）

全体数
（人）

内女子数
（人）

比　率
（%）

全体数
（人）

内女子数
（人）

比　率
（%）

全体数
（人）

内女子数
（人）

比　率
（%）

1950 20,989 349 1.7 （旧制のため掲載せず） 20,989 349 1.7
1960 31,911 2,155 6.8 1,156 77 6.7 384 19 4.9 33,451 2,251 6.7 
1970 40,267 3,765 9.4 1,919 144 7.5 653 51 7.8 42,839 3,960 9.2 
1980 40,721 5,420 13.3 1,765 188 10.7 811 71 8.8 43,297 5,679 13.1 
1990 44,062 8,524 19.3 2,422 334 13.8 728 105 14.4 47,212 8,963 19.0 
2000 44,236 11,730 26.5 4,301 993 23.1 1,296 362 27.9 49,833 13,085 26.3 
2009 44,829 15,234 34.0 6,656 2,031 30.5 2,037 703 34.5 53,522 17,968 33.6 

※教務課「学生生徒数調」による。（1950年度は「早稲田大学一覧 昭和25年」新制大学合計による。）
※委託生、聴講生、特殊学生、専修科生を含まない。
※2009年度は、大学院修士に専門職学位課程学生を含む。

▲講演会の様子 ▲写真展の様子
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STOP ハラスメント講演会を開催しました

　ワークライフバランス・サポートセンター（以下、サポートセンター
と略）では、年に数回の交流事業を行っています。2009年9月には、
キャリア初期研究者のキャリアアップ支援を目指し、理系の研究者（大
学院生を含む）を対象とした「競争的資金獲得等のための書類作成およ
びプレゼンテーションの指導」と題した研修会を開催しました。
　講師にお迎えしたのは、ポスドク・キャリアセンター顧問の西嶋昭生
先生と（株）早稲田総研イニシアティブ会長の渡辺純一先生です。競争的
資金の獲得に向けた具体的なアドバイスが盛りだくさんの研修会でした。
参加者は、博士後期課程や修士課程の学生、助手、専任教員など18名で
した。研修会は、講演、質疑応答、そして応募書類の個別指導の3部か
ら構成されました。
　第1部の講演では、工学・理学系の女性の占める割合が少ないことや
競争的資金を獲得する女性研究者が少ない現状が伝えられ、研究資金の
大小にとらわれず獲得を目指して果敢にチャレンジするようにとのエー
ルが送られました。具体的には、書類の作成方法、募集窓口の利用方法、
プレゼンテーションの際に盛り込む内容、プレゼンターとしての態度等々
が丁寧にスライドとともにわかりやすく伝えられました。講義の模様は、
DVDに収録しましたので視聴することができます。興味のある方は、サ
ポートセンターにお問い合わせください。
　続いて、第2部の質疑応答では、質問する参加者とそれに答える講師
の先生方との交流がなごやかな雰囲気の中で行われました。

　第3部では、講師の先生方に事前に目を通してもらった応募書類につ
いて、個別の指導が受けられるコーナーです。参加者からは、問題が明
確になったなどの感想をいただきました。希望する方は、ポスドク・キャ
リアセンターで継続した指導が受けられます。
　サポートセンターでは、今後も様々な形でみなさまのニーズに沿った
交流事業を開催していく予定です。サポートセンターのご利用のみなら
ず交流事業にも気軽にご参加ください。
� （男女共同参画推進室相談員　米倉康江）

　2009年11月27日、早稲田キャンパス14号館において、ハラスメ
ント防止委員会との共催で講演会を開催しました。講師に、首都大学東
京の江原由美子教授をお招きし、テーマは、研究環境から考えるアカデ
ミック・ハラスメントというものでした。以下、講演会に参加した文学
部３年鈴木千香子さんの感想を紹介します。

　昨今、教育現場で起こるハラスメントに関して多くの報道がなされ、
自分なりに理解をしていたつもりであったが、今回の講演を聞き、大学
でのハラスメントについてはこれまで考える機会が乏しかったことに気

が付いた。
　大学の研究室という場所は、小・中・高校の教室と比べ閉鎖的で人数
も少ない為に、もし被害を受けていたとしても、証人がいなければ声も
上げられず、明るみに出しにくいのであろう。江原さんが、「加害者権力
の大きさへの不安が問題」とおっしゃっていたが、被害を訴える＝研究
が続けられない＝将来への道が閉ざされる…と不安を抱え苦しむ学生が
いるのかと思うと、同じ学生として許し難い。研究室に透明性を持たせ、
第三者が監視することが、より良い教育・研究環境のために必要ではな
いか。　　　　　　　　　　　　

　ワークライフバランス・サポートセンターは、西早稲田キャンパス60号館214・216室にあります。上記のような研修会のほか、交流会や相談業務も行っ
ています。ワークライフバランスに関する相談のご予約は、電子メールにて、support-sodan@list.waseda.jp宛に、氏名・所属・連絡先（電話番号）・希望
日時をお知らせください（相談可能日時：火～金　13:00～17:00）。相談予約に関する詳細は、男女共同参画推進室ホームページをご覧ください。

　ワークライフバランス（仕事と生活の調和）とは具体的にはどんな
ことでしょうか。私たちが職業人であると同時に生活者（家族、地
域、教育、趣味など生活領域全般が対象となります）であることに
対して自覚を強め、両者の調和を可能にするよう努めることです。
むろん雇用者側もそれに自覚的であることが求められます。
　仕事と生活の調和を図るためには、第一に自立して生活するため
の仕事が保障されなければなりません。そのうえで、第二に健康的
に仕事と生活の調和を図れるように、十分な休日やスケジュールを
立てられることが必要です。そこには、性別や年齢による差があっ

てはなりません。第三に、実際の生活では、
生活段階に応じてふさわしい仕事や生活の
形態は異なりますから（例えば子育てや介護にあたる時期）、それに
適した形態を選択できることが求められます。そのためには、国の
みならず職場の理解や制度づくりが不可欠なのです。日本では
2007年に「ワークライフバランス憲章」と行動指針が策定され、
着手されたところです。
� （文学学術院教授　嶋𥔎尚子）

「ワークライフバランス」って何？

競争的資金獲得のための研修会を開催しました

▲当日の様子

キーワード
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　大学４年生になる春にスペインを旅して以来、この国に魅せられ、大
学院進学の道を選んだ。当時は研究者の道に残るとは想像もしていな
かった。だが、マドリッド大学で博士号を取得し、気づいたときには他
の道を選択し直すにはもはや遅かった。結婚や子どもをもつことはなる
ようにしかならないと思いつつも、出産に関しては生物的なタイムリミッ
トを想像し不安や焦燥にもかられ、でも出産してしまったら就職が難し
くなるのではないかと憂慮し、帰国後、非常勤講師を７年続けながら研
究第一の生活を続けていた。幸いにも本学で専任教員に就任した後、結
婚・出産を経て現在に至っている。

　今、我が子は２歳6ヶ月。結婚して何かが変わったと思わなかった。だ
が、子どもは生まれた瞬間から私の生活を大きく変え、ワークライフバ
ランスに不均衡がもたらされた。授業と育児・家事までは何とかこなせ
るが、研究まで十分に手が回らない。研究することが現職を得るゆえん
なのであり、それ故アイデンティティ・クライシスにも陥る。もちろん、
子どもに100％関わってあげられる時間も比較的少ないだろう。生後
５ヶ月から保育園に預けている自分を悔いたこともあった。

　今でも、ワークライフバランスに関しては、模索し葛藤している状況
である。誤解の可能性も承知で正直に言えば、男性研究者を羨ましいと
思ったことは何度もある。男性も子育てをするのは当たり前になってき
たとはいえ、男女間には依然として違いが存在する。保育園のお迎えに
急いで帰る私に対し、男性は研究室にいつも遅い時間までいられる。同

じ年頃の子どもを抱えているとはとても思え
ない。「僕も子育てには参加していますよ」と
胸を張る男性研究者であっても、育児休職は
したことがないようだ。また、悪意はないの
だろうが、「早稲田にポピンズがあるから、そ
の制度を大いに利用し、そこに子どもを預け
てから所沢に通ったらいい」と言い、子育て
の実情と大学の制度の無理解に基づく安易な
「理解」を示す。近年、働く女性は社会的に
認知され始めているが、パートナーの実質的
な協力や社会制度の実際的な整備はまだまだ
ではないだろうか。

　我が家に立ち返ると、子育て中のスペイン人の友人の次の言葉に共感
する。「子どもがいるから仕事や家事をこなすのが大変なのではない。問
題はパートナーの参加で、夫が十分に協力してくれなかったら、子育て
も大変だと思っただろう」。やはり、まずはそれぞれの家庭のレベルで、
理解だけでなく行動を伴う実践的な子育てや家事への参加が必要だと確
信する。私たちも現在、実際的な協力体制を作り上げようとしている過
程である。しかし、このプロセスが時に煩わしく思えることもある。そ
んな時、先の彼女の「夫は協力すべきことに気づかないことも多い。そ
れを議論せずに自分でやってしまうこともできるけれど、それでは何も
変わらない。面倒だけど言い続けないと駄目。私は諦めない。」という言
葉を思い出す。男性研究者から恐妻と揶揄されることもある。それでも、
私も諦めない。

　西早稲田キャンパスにサポートセンターが
できたことは、ポスターを見つけて知った。

ちょうど妊娠初期のつわりで体調が不安定
だった頃であり、「畳コーナーもあり休憩でき
る」という紹介文は大変心強かった。
　昨年5月に息子を出産し、産休後に職場復
帰した。なるべく母乳で育てたいと思ってい
たので、搾乳室をお借りして搾乳することに
した。私もまだまだ新米だが、“働く母”�はと
にかく時間が足りない。搾乳する時間も惜し
いので、資料を読みながら、おにぎりを食べ
ながら、搾乳している（すみません……）。搾
乳後は、冷蔵庫をお借りして母乳を冷凍させ、
帰りに取りに行く。搾乳器セットを毎回持っ

て行くのは面倒だと言ったら、搾乳室に置き
場所を作ってくださったりと、職員の方には
色々とご配慮いただいており、感謝している。
また、センターで職員の方に育児について教
えていただいたり、本を借りるのも新たな楽
しみとなっており、研究室とはまた違った居
場所を大学内に見つけたようである。
　周りのママ達には、職場に搾乳できる場所
があると言うと羨ましがられる。今後もサ
ポートセンターがますます充実し、妊娠・出
産する学生や教職員にとって、強い味方に
なってくれることを期待している。

利 用 者 の 声 「学内の強い味方！」
� 理工学術院総合研究所客員講師　堤仁美

さんかくニュースでは、今号より、ワークライフバランスを実践中の皆さんからの寄稿を紹介していきます。

▲	ワークライフバランス・サポートセンター
内授乳兼搾乳室（60号館214･216室）

※	早稲田キャンパス10号館213室も「搾乳室」
として利用できます。他のキャンパスでの利用
については、男女共同参画推進室までご相談
ください。

略　　歴：	神奈川大学外国語学部卒；国立マドリッド大学
(UCM)博士課程修了（PhD.）；神奈川大学非常勤
講師、横浜国立大学非常勤講師、お茶の水女子大
学大学院人間文化研究所研究員、早稲田大学人間
科学学術院専任講師を経て現職

専門領域：文化人類学、スペイン地域研究
家族構成：夫、一男、本人（3人家族）

▲ママのフィールドワークにお供したスペインにて

『恐妻』の告白!?
ワークライフバランス挑戦中！
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COLUMN
　かつての私はお酒が大好きで、毎日、晩酌を楽しみ、食後はスポーツ
中継を眺めながら寝入ってしまう「典型的な中年男性」の道を歩んでい
た。ところが、30代末に体調をこわして入院、それを機会に禁酒をする
ことになった。直後は、健康のかけがえのなさを実感したものの、何か
物足りない感覚があったことも確か
で、習慣と依存の怖さを知った。
　その後、その空白を補ってくれた
のが、掃除、洗濯、食事をはじめと
した日々の家事だった。当初は、周
囲の勧めから始めたものであったが、
今では、すっかりこれに「はまる」
ことになった。

　最近は、仕事のストレスが強い時こそ、日々の掃除、洗濯は不可欠な
ものであり、例えば、晴天の休日にシーツを洗い、キャラメルづくりの
ために弱火でなべをころがすのは楽しい時間となっている。
　負け惜しみに聞こえるかもしれないが、私の場合、病気を契機にしら
ふで身の回りの生活に向き合うことになり、結果的にその大切さと楽し
さを知ることが出来て本当に良かったと思っている。「うそ」で始めたこ
とも、10余年を経て大切な事実となった。
　女性も男性も、仕事と同様に、日々の生活の意味を知り、それを大切
にしていくこと、また、それが出来るような社会が共同参画の不可欠な
要素であると考えている。

（教育・総合科学学術院教授　矢口徹也）

「男女共同参画の未来を語る」

活
動
報
告

■男女共同参画推進委員会
　本学の創立125周年記念日に「男女共同参画宣言」とともに発足した委員会は、本学における男女共同参画の基盤作りという2年
間の責務を終えて、2009年10月にその理念と課題を現在の第2期目の委員会に引き継ぎました。今後、苦心の末に策定した向こう
10年の中長期計画「男女共同参画基本計画」の実現に向けて、一歩一歩着実に、4つの部会の力を結集させて進んでいきます。
委　員
岡浩一朗（スポーツ科学学術院准教授）・◎川田宏之（理工学術院教授）・崎山裕子（教務部調査役）・迫田実（人事部長）・島田陽一（学生部長/法
学学術院教授）・清水敏（人事担当常任理事/社会科学総合学術院教授）・田中愛治（教務部長/政治経済学術院教授）・土田健次郎（教務担当常任
理事/文学学術院教授）・深澤良彰（研究推進部長/理工学術院教授）・堀口健治（研究推進担当常任理事/政治経済学術院教授）・○村田晶子（文
学学術院教授）・守田芳秋（総務部長）・○矢口徹也（教育・総合科学学術院教授）

■教育研修部会
　本年度も、男女共同参画関係科目、教職員研修内容、秋季の企画等について継続して取り組み、内容の充実をはかっていきたいと思っ
ています。なお、昨年の企画「早稲田大学の女子学生の歴史」は、単に歴史ではなく今日的にも意義深いものでしたが、学生たちの参
加は十分ではありませんでした。また、「女性・しごと・ライフデザイン」等についても受講者は増加していますが、「就職対策」での関心
が強くなっています。現在の社会の状況をふまえつつも、問題、関心を深める機会とするための検討も行っていきたいと思います。
部会委員
石原剛（教育・総合科学学術院准教授）・桜井直子（学生部調査役）・膳場百合子（理工学術院専任講師）・中村釆女（理工学術院教授）・畑惠子（社
会科学総合学術院教授）・松園尚子（教育システム課職員）・◇矢口徹也（教育・総合科学学術院教授）・弓削尚子（法学学術院教授）

■制度環境部会
　新体制が発足し、前期から引き続く女性の専任教員、女性管理職増の問題を中心として、各学術院、人事部との懇談を重ね、課題を取りまとめて大
学と協議していきます。仕事と育児や介護の両立など学内の男女共同参画実現の課題を、当事者としての目線から考え続けていきたいと思います。
部会委員
阿古智子（国際学術院准教授）・浅倉むつ子（法学学術院教授）・大石勇人（学生生活課職員）・奥山龍一（社会連携推進室副室長）・松尾保幸（教務
課職員）・◇村田晶子（文学学術院教授）・吉田文（教育・総合科学学術院教授）

■広報調査部会
　さんかくニュースNo.3の編集の他、イベント情報やその開催報告などを掲載するなどホームページの充実に努めています。ま
た、2007年度実施の教職員全数調査の結果を分析し、次回の調査につなげていきます。
部会委員
佐々木豊（総務部調査役）・◇崎山裕子（教務部調査役）・嶋𥔎尚子（文学学術院教授）・高橋晶子（戸山図書館職員）・月田陽子（広報課職員）・
余語琢磨（人間科学学術院准教授）

■サポートセンター部会
　2009年度後期は、学内託児施設の新設に向けて現状での課題整理や意見交換を行い、今後大学に対して要望していくことを確認し
ました。また通常の相談業務の他に、キャリア初期研究者のための「つながり昼食会」を所沢キャンパスで開催したり、トワイライトセミ
ナー「キャリア初期研究者のための『ゼロからわかる！確定申告講座』」などの交流事業を積極的に行いました。
部会委員
◇岡浩一朗（スポーツ科学学術院准教授）・菊地馨実（法学学術院教授）・越川房子（文学学術院教授）・Chris Sheppard（理工学術院准教授）・
志村真由美（キャリアセンター職員）・棚村政行（法学学術院教授）・細井肇（理工センター教育研究支援課（一系）課長）

編集・発行

早稲田大学
男女共同参画推進室

［早稲田キャンパス］
TEL:	03-5286-8572
FAX:	03-5286-1429

［西早稲田キャンパス］
TEL:	03-5286-8497
FAX:	03-5286-8498
E-mail:	sankaku-office@list.waseda.jp

○「さんかくニュース」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
話題がありましたら、右記までお
寄せください。

○ワークライフバランスのロールモ
デルとなるような教職員・学生を
ご紹介ください。

　 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、右記の推進室まで
ご連絡ください。

募集していますリーフレット
配布中

第2期委員会の委員・
部会委員の任期：
2009年10月21日〜
2011年10月20日

氏名は50音順
　◎：委員長
　○：副委員長
　◇：部会長

▲作品：生キャラメル（水飴不使用）。
　今年は早稲田祭で!?


