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ワークライフバランス・サポートセンター開設から１年を迎えて
男女共同参画推進委員会副委員長　川田宏之

2008年7月、制度環境部会の中にサポートセンター・ワーキンググルー

プが設置され、施設・設備の検討から始まり、スタッフの体制づくりや運営

方法まで、2008年9月の発足に向けて急ピッチでの議論を重ねてのスタ

ートでした。当然のことながら未解決のまま持ち越した課題も多く、12月

からは、新しい部会としてサポートセンター部会が制度環境部会から独立し

て発足し、その運営と課題解決に直接関わる体制づくりがなされました。ま

た、相談員の研修や交流会の開催など、2009年3月までは、文部科学省

科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業の採択で設置され

ていた女性研究者支援総合研究所の多大な協力を得ての運営であったた

め、本学のサポートセンターとしての真の独り立ちは、本年4月からと言える

でしょう。名称も振興調整費の終了にともな

い、より多くの教職員・学生が利用できるよう

に「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）」と変更しました。

交流会の開催、相談業務、図書の貸出、そし

てお昼の休憩場所にと、サポートセンターが機

能し始め、認知度・利用者数も上がっています。

一方で、託児所としての利用も期待されてお

り、用意されている子ども用設備の有効活用が、今後のセンターの発展の

大きなカギとなりそうです。 （理工学術院教授）

サポートセンターをこんなふうに活用しています

○キャリア形成のために
私は、博士後期課程入学時の配付資料の中に封入されていたパンフレ

ットによって、サポートセンターの存在を知りました。男女共同参画推進

室と書いてあったので、はじめは女性向けのものと思ったのですが、「男

女問わず利用できる」という記述があり、早速相談室の利用予約をしま

した。目的は、博士後期課程1年次から修了時までにキャリア形成・就職

のために準備できる内容について知ること、および研究と仕事、そして家

事や家族と過ごす時間の配分、悩みについての相談をすることです。

相談してみたところ、相談員によるキャリア形成・就職に関するアドバ

イスは具体的かつ的確なもので、すぐに実行可能な解決策から中長期的

な計画の立て方、継続して行うべき施策まで示していただき、助かりまし

た。相談時に資料のない事項についても必ず次回までに代替案が用意さ

れたので、信頼して利用することができ、情報を調べる負担が大きく減り

ました。家事や家族と過ごす時間の配分、悩みについても親身に相談に

乗っていただき、経験豊富な相談員の意見に安心できました。また、サポ

ートセンターの図書閲覧コーナーから相談内容に即した図書を選んでい

ただき、1か月の貸出制度を利用して自宅に持ち帰り読むことによって、

じっくり解決策を吟味することができました。さらに、一般論と相談員個

人の意見とを峻別してくださったことも好印象でした。

また、サポートセンター主催「キャリア初期研究者を対象とした交流

会」にも参加してみました。交流会では、他分野の博士後期課程の方々

と知り合うことができ、人脈の広がりやモチベーションの向上につなが

ったことはもちろんのこと、研究方法やキャリア形成に関するアドバイ

スをもらうことによって成功の秘訣も知ることができ、また参加したい

と思えるものでした。男性の参加者もおり、男性として参加を躊躇する

理由はないと思います。

（大学院アジア太平洋研究科国際関係学専攻博士後期課程1年　大平剛史）

○気軽な情報交換の場として
サポートセンターを利用し始めてもう1

年になります。機械系の女子学生が中心と

なって、週1回の昼食会を持つようになりまし

た。初めは遠慮がちに訪ねていた私たちも、ずい

ぶん積極的にセンターを活用できるようになってきました。

普段では得られない女性同士の会話の場所が与えられたというのは、

思っていた以上にありがたいことでした。研究室毎の温度差で生活パタ

ーンが違っても、そこは女性同士、普段感じていることや思っていること

を共有するだけで、悩みはずいぶんと軽くなるものです。職員の方・相談

員の方にも非常に優しく声をかけていただき、安心して利用しています。

また、図書資料も充実しており、今後の人生を考える上で良い指針と

なりそうな本にたくさん出会えました。就職やキャリアプラン、ワークラ

イフバランス、研究者としての生活などに関する資料が多く、自分の将来

を考えるきっかけにもなりました。就職に関して悩んでいることを相談

員の方にカウンセリングしていただいた時は、優しく的確にアドバイスを

いただき、今後自分がど

う行動していったらいい

のかが見えてきて、非常

に心強く思いました。今

後も行き詰った時は利用

させていただきたいと考

えています。

サポートセンター開設

から1年になりますが、

今後より多くの人にその

存在を知ってもらい、活用される機会が増えればと感じます。特に、博士

課程を目指す女子学生などには非常に心強い存在になるのではないでし

ょうか。また、女子学生に限らず、男子学生にも男女共同参画の意味を考

えてもらえる場を提供できたら、お互いにとってよりよい環境をつくって

いけるのではないかと思います。

（大学院基幹理工学研究科機械科学専攻修士課程1年　奥土居由貴江）

8月1日から3日にかけて、今やすっかり
年中行事として定着した感のある「オープン
キャンパス」が開催されました。全国から高

校生、受験生や、そのご父母らが多数おいで
になり、早稲田の杜はこの夏もまた活気に満
ち溢れました。おそらく、彼らの中から来春
実際に早稲田の学生になる人も少なくないで
しょう。そして、男女を問わず、将来、教育
者・研究者として活躍する人も出てくるので

はないかと期待を寄せています。この「さん
かくニュース」が、今よりもさらに教育研究
活動がスムーズに行えるような早稲田大学を
つくっていくための一助になるならば、こん
なに嬉しいことはありません。

（YS）
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■教育研修部会
新任教職員向けに講演・研修を実施しました。学生向けには、「科学とジェンダー」の開講、他箇所が主催する企画の協賛を通し

て、男女共同参画推進への関心を喚起しました。また、10月に湯川次義教授（教育・総合科学学術院）による講演会「女性への大
学教育の開放：早稲田大学の場合―ワセ女は彼女たちから始まった―」と写真展示を企画中です。

■制度環境部会
本部会での働きかけによって、助手採用時の年齢制限撤廃が実現し、採用時における年齢の差別が解消されました。また、7つの

学術院と懇談を行い、「男女共同参画宣言」以降の各学術院における執行部の現状認識とこれまでの取り組み方を伺いました。今後
は、委員会から大学に対して様々な提案をしていくこと、学術院との意見交換を継続していくことを確認しました。

■広報調査部会
当ニュース第１号の発行後は、第２号および本年度版に改訂するリーフレットの企画・編集にあたりました（結果的に同時期の発行
となりました）。また、これらを含む広報媒体の機能や今後のあり方についての検討もしています。このほか、ポスターの制作にも着
手しています。

■サポートセンター部会
2009年度前期は通常の相談業務に加えて、2つのイベントを開催しました。キャリア初期研究者のための「つながり昼食会」と「ファイナ
ンシャルプランニング（FP）講座」です。いずれも、学内のさまざまな箇所からの参加者を得て、充実した意見交換あるいは知識習得の時間
となりました。特にFP講座は、キャリア初期研究者に加えて職員の参加もみられ、ワークライフバランスを考える良い機会となりました。
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男女共同参画
リーフレットを
配っています

すでにご覧になった方
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
○「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（記事になりそうなものなど）

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

ぜひご紹介ください。

「男女共同参画の未来を語る」
早稲田大学は、2006年度に文部科学省科学技術振興調整費「女性研究
者支援モデル育成」事業が採択されて以来、これまで男女共同参画の推進
に取り組んできました。2007年にはこの事業の達成目標でもある「男女
共同参画推進室」を立ち上げ、「男女共同参画宣言」を発表しました。2008
年には、「男女共同参画基本計画」を策定し、また西早稲田キャンパスに
「ワークライフバランス・サポートセンター」を開設しました。振興調整費が
終了した2009年度からは大学の事業としてこれを引き継ぎ、支援体制の
構築を推進し、女性教員比率向上への取り組みを行っています。
しかし、女性教員比率は、大学全体として数値目標を掲げて実現すべき

重要課題であるにもかかわらず、残念ながら現状は、微増でしかありませ
ん。その理由の1つとして、女性教員そのものが少ない、ということがあげ
られます。内閣府の統計資料によりますと、大学学部、大学院修士課程、博
士課程と進むにつれて、在学生に占める女性の割合は減少してしまいます。
特に理工系においては、在学生に占める女性の割合が他分野と比較して相
対的に低くなっていることが特徴です。また、我が国の研究者に占める女
性の割合は、いずれの学術分野においても、他の先進諸国と比べて極めて
低いものとなっています。遅ればせながら、本学が男女共同参画の推進を
掲げ、施設・設備や制度の整備・充実をはかり、教育研究に従事する女性
教員の割合を増加させる地道な取り組みを始めた理由はここにあります。

そこで、本学のこれからの取り組みの1つとして、若手教員・研究者の情
報・人材提供の拠点となるような新制度を策定することがあげられます。
また、それと連動して、自然科学系（理工系)に力点を置いた未来の科学者
を養成するために、男女を問わず中高生の潜在能力を発掘し、それを伸ば
す仕組みづくりも重要です。
例えば、中高生の育成に必要な人材として、ポスト不足でなかなか仕事

に就くことができない博士課程修了者やポスドク、または子育て等で職を
離れた教員・研究者を活用するための人材バンクをつくり、他大学や中学・
高等学校、さらには教育委員会とのネットワークを構築し、国と大学が支
援していくシステムを提案できれば効果的だと考えます。特に、子育て等
を経験したことで、人としてより深みをました教員の柔軟な教育活動によ
り、中高生の男女共同参画への意識や教育研究者への関心も高まり、時間
はかかるものの、何年か後には、社会においても本学においても、男女共
同参画が自然な姿になることが期待されます。
最後になりますが、本学は私学の中でリーダーシップを発揮して、男女

共同参画へのより優れた環境・制度づくりを目指して積極的に取り組まな
ければならないと思っています。

（男女共同参画推進委員会副委員長　大榊美紀子）

COLUMN

― 1 ―― 4 ―

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。
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教育・研修事業を展開しています

○教員・職員向け研修
2009年4月4日の新任教員セミナーにおいて、本学の男女共同参画

推進の取り組みや2008年度教職員調査結果にもとづく現状分析および

課題について、浅倉委員長が講演を行いました。4月15日には新入職員

研修で、本学の宣言・基本計画や調査結果などを大榊副委員長が説明し

ました。ともに15～20分と短い時間でしたが、出席者の関心は高く、

本学におけるアファーマティブ・アクションの有無についての質問もあ

りました。

○学生向け教育活動
2008年度開講した理工学術院設置科目「科学とジェンダー」を、

2009年度はオープン教育センター設置科目「科学とジェンダー」として

継続開講しました。理工学術院三研究科共通科目との合併科目となりま

す。1．「オリエンテーション、早稲田の取り組み、日本・海外の取り組み」2．

「科学者のロールモデル」3．「科学の中のジェンダー」の三部から構成され

ています。1．は学内の教員が、2．3．は学内外各分野の方々が講義を担

当しました。「科学の中のジェンダー」では「科学史とジェンダー」「医学と

ジェンダー」「地質学とジェンダー」「生物人類学とジェンダー」というテ

ーマが取り上げられ、受講者の問題意識を大いに刺激しました。大学院

生の関心が高い一方、学部生の履修をいかに促すかが今後の課題です。

また、2010年度に開講される全学共通科目「早稲田大学基礎講義」の

授業コンテンツ「男女共同参画とはなにかを考えてみましょう」を作成し、

2009年度前期にトライアル授業が実施されました。男女共同参画とは

なにか、国際比較、学術の分野における男女共同参画、早稲田大学の取

り組みの4項目から構成され、開講中の講座や利用可能な施設も紹介し

ています。

その他の活動としては、6月20日に「現役女子学生のためのキャリア

支援」（稲門女性ネットワークおよびキャリアセンター主催）を協賛、7月

10日の「北欧フェスタ」（国際コミュニティセンター主催）を共催しまし

た。北欧フェスタでは、「ノルウェーの男女平等－家庭と仕事の両立」と題

して、同国在日大使館員ヨーン・オスムンセン氏による父親としての育児

経験にもとづく講演も行われました。 （教育研修部会）

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）主催による第3回交流事業として、2009年7月6日、西早稲田キャ

ンパスにおいて、キャリア初期研究者のための「ファイナンシャルプラン

ニング（FP）講座」を開催しました。

社会保険労務士と税理士の先生方をお招きし、14名の参加者（専任教

員、非常勤講師、助教、助手、大学院生など）との和やかな雰囲気の中で、

講義と質疑応答が行われました。「知らないと損をする！税務・社会保険

の知識」をテーマ

に、複数箇所の勤

務先がある場合の

年末調整、確定申

告、扶養控除申

告、有期雇用を繰

り返す場合の社会

保険加入など、キ

ャリア初期研究者

の特殊な雇用状況に焦点をあてた内容を扱いました。

参加者からは「初心者向けに基本的な知識が網羅されており、大変良か

った」「保険制度について正確な知識がなかったので助かった。今後の職

探しの参考にしたい」「質問でさらに個別に聞くことができてよかった」な

どの感想が寄せられました。また「今回の内容を発展させたセミナーを開

催して欲しい」「研究職のキャリアの全体像などのパターンを紹介するキ

ャリアセミナーを希望します」など、今後の講座企画内容への要望も寄せ

られ、サポートセンターにとってもみなさまの貴重な声を得る有意義な機

会となりました。なお、当日の様子を視聴できるようＤＶＤ（約１時間半）

収録しました。ご都合の良い時にサポートセンターにてご視聴ください。

また、サポートセンターでは、講座以外にもみなさまのための交流会を

開催しています（2009年は現在まで、3月5日、5月15日の2回実施）。

今後も各キャンパスで順次開催する予定です。家庭生活・子育て・介護と

研究の両立、研究を続けるモチベーションの維持方法、仲間との情報交

換など、さまざまな交流の場としてご利用ください。みなさまのご参加

をお待ちしています。 （男女共同参画推進室相談員　太田千秋）

育児講演会を開催しています

2009年7月4日、戸山キャンパスにおいて、学生生活課・ポピンズ

ナーサリー早稲田、男女共同参画推進室が主催する第3回育児講習会が

開かれ、学内外から合わせて40名近く参加がありました。

実際に子どもを産んだことのない私にとって、子育ては、未知の世界で

す。我が子を産み育てることを楽しみに思う反面、「泣きわめく子をなだ

められなかったらどうしよう」「上手にしつけることができなかったらど

うしよう」などと、否定的なことも考えてしまいます。このように、子ど

もがいるかいないかに関わらず、子育てに不安を抱いている人は少なく

ないでしょう。しかし、本講演会のテーマ「マインドフルネス育児で子育

てを楽しむ」は、子育てに対する不安を軽くしてくれました。子育てに対

する、新しい見方を与えてくれたのです。

講演者である越川房子先生（文学学術院教授）は、マインドフルネスを、

次のように説明されました。それは、「今、ここで起こっている出来事を、

好奇心を持って観察してみること」です。それを子育てに応用したのが、

マインドフルネス育児です。

マインドフルネス育児を行うことで、子どもの行動、そして自分の行動

を、良いとか悪いとか判

断する前に、よく観察し、

受け入れる態度が身につ

きます。その結果、目の前

にいる子ども、そして親で

ある自分自身に備わっている可能性に、気づくことができるのです。その

ことを端的に表した「子育ては、新しい発見の連続なのです」という先生

の言葉が、強く印象に残っています。

本講演会に参加して、今まで抱いていた子育てに対する考え方は、覆

されました。子育ての目的は、「良いママになること」でも、「完璧に育児

をこなすこと」でもなかったのです。目の前の子ども、そして自分自身に、

優しく心を配ること、そして、我が子と一緒に、新しい発見をしていくこ

と、これが、マインドフルな育児なのだとわかりました。

将来、私も子育てという未知の世界に、足を踏み入れる時が来るでし

ょう。その時、どんなことが発見できるのか、今からとても楽しみです。

（大学院文学研究科心理学コース修士課程2年　相馬花恵）

ワークライフバランス支援のための講座・交流会を開催しています

産前産後4か月の出産休暇を終え職場復

帰することになった時、一番の気がかりは母

乳育児が続けられるかどうかということでし

た。職場復帰後も引き続き母乳で育てるため

には、職場で数回搾乳する必要があります。

復帰の際に、搾乳する時間と場所の確保が

できるかどうかについて、人事部に相談した

ところ、早速調整をしていただき、男女共同参

画推進室（早稲田キャンパス10号館213室）

の相談室を搾乳室として使わせていただける

ことになりました。トイレでの搾乳を覚悟して

いた私としては、落ち着いて搾乳できる場を

提供していただくことができ、本当に感謝して

います。そればかりでなく、この搾乳室は、全

学生・教職員に開放されることとなり、子育

て中の学生・教職員にとって

非常に心強い環境となりました。

また、仕事の合間を縫っての搾乳は、同じ

職場の方々にご迷惑をおかけすることになり

ますが、幸い私は周囲に恵まれ、これまで続

けることができました。仕事と育児を両立す

ることができているのも、周りの方々のご理

解のおかげだと思っています。

今後、もっともっと、子育てをしながら仕事

を続けている人を応援できる職場環境が整

えばと願っています。

「職場復帰を支える搾乳室」
障がい学生支援室　常勤嘱託　清水里奈

利 用 声者 の

キャリア形成支援を行っています

2009年6月20日、早稲田キャンパス総合学術情報センターにおい

て、稲門女性ネットワーク・早稲田大学キャリアセンター主催、男女共同

参画推進室協賛の「第5回未来の自分を発見しよう～OGとのパネルディ

スカッション＆フリーディスカッション～」が開催されました。 今回の

イベントは、現役女子学生のキャリア支援を主な目的とし、ゲストスピー

カーとして社会の第一線で活躍されている本学OGの糸藤友子氏（ベネッ

セコーポレーション）、山上亜紀氏

（JTB）、三輪祐見子氏（テレビ朝日）、

小林友紀氏（三菱東京UFJ銀行）、

荒川真理子氏（花王）、江草未由紀氏（住友商事）をお招きしました。

パネルディスカッションでは、ゲストの方々が仕事観、学生時代にして

おくべきこと、各社のワークライフバランスに対する取り組みなどを中

心にお話しくださいました。

その後、参加者が予め希望していた企業に分かれ、フリーディスカッシ

ョンが行われました。私たち学生の活発な質疑に、ゲストの方々も真摯

に答えてくださり、とても有意義なディスカッションでした。

昨今の女性の社会進出は目覚ましいものであり、企業側の出産・育児

に対する支援制度は、もはや欠かせないものとなってきています。しか

し一方で、女性たちはそういった取り組みを当然のごとく享受するので

はなく、周囲の人たちへの感謝の気持ちを忘れてはなりません。そうい

った姿勢が快適な職場づくりへと繋がっていくのではないでしょうか。

今回のイベントは、私たち女子学生が今後のキャリア形成を考える上

で、とても良い指標となったと思います。

（文学部社会学コース3年　石塚千穂）
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▲新入職員研修

▲新任教員セミナー（2点とも）

「第5回 未来の自分を発見しよう
～OGとのパネルディスカッション＆フリーディスカッション～」開催報告

▲相談室兼搾乳室（10-213）


