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　130年近くにもおよぶ歴史のある早稲田大学は、文系・理
系問わず、あらゆる学問を習得できる総合大学です。学問を探
求するという高い志を持った優秀な学生を、広く全世界から受
け入れてきた伝統を持つ本学は、女性をも分け隔てなく受け
入れてきた大学でもあります。現在は在学生の約35％、
18,000名強が女子学生ですから、日本最大規模の女子大学
と言うこともできます。
　1947年に施行された、日本国憲法第26条には「すべて国
民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく
教育を受ける権利を有する」と、教育機会の平等を保障してい
ます。その精神は経済的平等だけにとどまらず、当然ながら男
女の教育機会の平等も意味しています。この条文は特別な内
容ではなく、ある意味、至極当然の普遍の真理です。
　本学創立者である大隈重信は、女性の高い能力と社会での
重要な役割に注目し、日本女子大学の創立委員長を務めるな
ど、憲法制定を待たずして、女子教育の発展に力を注ぎました。
本学では、1921年に12人の女子聴講生を受け入れ、1939年
に初めて4人の女子学生が正規に入学し、以来その精神は脈々
と受け継がれています。

　少子高齢化が一層進み深刻な
問題として顕在化している昨今、
早稲田大学でも、もう一度その
建学からの精神を活かし社会の
要請に応えるべく、2007年に
は共学の私立総合大学で初めて
の「男女共同参画宣言」を発表
し、「男女共同参画推進室」を
設置しました。東京都認証保育
所「ポピンズナーサリー」や「ワークライフバランス・サポート
センター」を次々と開所し、実際の活動を展開しています。加
えて、本年４月には学生・教職員を対象にした一時預かりを中
心とした託児所も開設し、学びながら育児をする、あるいは働
きながら育児をするという環境を一層整えてきているところで
す。
　男女がその特性や役割を充分に尊重しながら、社会に共同
参画し協働して未来の社会を創りあげるという、本来あるべき
姿をめざしてまいりたいと思います。
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○「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

 

飛行機のおむつ交換台

ワークライフバランス挑戦中！

　18歳で初めて海外旅行をして以来、34歳になるまでに幾
度も飛行機に乗る機会はあった。5年以上にわたる留学の最
中もかなり乗ったし、海外での学会発表が積極的に推進され
るのであれば大学院生であっても年数回は飛行機に乗ること
になる。しかし、飛行機のトイレのあの狭い空間に、おむつ替
えの台があることに気づいたのは、34歳、嘱任のために4ヶ
月の子どもを連れてイギリス、日本間を飛んだ時だった。
　小さな便座の背後の壁に、それはひっそりと取り付けられて
いた。長距離の飛行機での移動にも慣れ、狭い機内での過ご
し方もいっぱしのエキスパートだったつもりではあったけれ
ど、なるほど、人間は目の前にあっても興味のないものは認知
しない生き物なのである。

　4ヶ月の子どもは14時間の空の旅の
間一睡もせず、私は生まれて初めて日
英間の移動を眠ることも、本を読むこ
ともできずに過ごすことになった。そし
て、それはその後1人のワーキングマ
ザーとして教壇に立って仕事をしていく
うえで出会う様々なできごとを予感さ
せるものでもあった。子育ての大変さ
の多くが、「子育て」そのものよりも、
そもそも子どもの存在が想定されてい

ないシステム、あるいは、「小さな子どもの存在」が見えにくい
子育ての環境にある、と気づいたのは、自分が子どもを持って
からである。地下鉄のエレベーターの数が驚くほど少ないこ
と。職場に託児のシステムがないこと。地元の託児のシステム
は長距離通勤、長時間労働をせざるを得ない親たちのニーズ
に全く合致しないこと。
　なにしろ、出産以前は自分自身が目の前にある飛行機のお
むつ替え台にすら気づかないような状態だったのである。赤
ん坊が飛行機に乗るというような状況など想像もしなかった
し、小さな子どもを抱える母親がそばにいても、どの様に手を
貸して良いのかわからなかったのではないかと思う。いずれ子

どもを産むだろうと漠然と考え
ていた人間ですら、そんな状態
だったのだから、積極的に発信し
ていかない限り、働く親の視線は
共有されないままだろうなあ、と
最近思うようになってきた。
　実際に子どもを連れて走りま
わって生活と仕事をやりくりして
いると、気になることは山のよう
に出てくる。同時に、文句を言い
つつも自分がいかに恵まれてい
るかも、身にしみてわかることに
なる。曲がりなりにも産休をとることに嫌な顔をされない職場
での出産がどれほど、心やすいものであるか。専任教員として
出産前後の諸制度を利用させてもらえるという立場からする
と、任期付きで、あるいは、非常勤で子どもを育てつつ仕事を
するのは男女を問わずとても大変なことだと思う。
　最近、第2子の出産を控え、仕事上でご迷惑をおかけするこ
とになった方にお詫びのご挨拶に行ったところ、次のように返
された。「でもね、私たちは、あなたがそうやって産んで、保育
園と職場を走りまわって育てた子どもたちに年金を支えても
らって老後を過ごそうと思っているのだから、良いのですよ、
それは」
　ご恩は下に返すもの。頂いたサポートをありがたいと思うの
であれば、どのように下の世代が産みやすく、育てやすい環境
をつくっていくのか、真剣に考えなくてはならないな、と肝に
銘じている。
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　このたび、男女共同参画担当
理事に就任いたしました。鎌田
薫総長は、これまで早稲田大学
が行ってまいりました男女共同
参画の先駆的な取り組みにさら
に力を注がれ、「多様性が生むダ
イナミズム」の具現化を目指さ
れております。
　早稲田大学に対する一般的イ

メージとして、バンカラな男子が集う大学という従来の感は否
めません。しかしながら日本最大規模の女子学生数を擁して
いることや、総合大学の中で最初に女性に全学部の門戸を開
いた大学であるということは、教職員や学生たちにも意外に
知られていない事実です。1939年に、4人の女子学生が早稲
田大学に入学しているのですが、これも大隈重信がいかに女
子教育を重視していたかを物語っております。
　わが国では1999年6月23日に男女共同参画社会基本法が
公布・施行されましたが、この中では男女がともに仕事・家庭・
地域生活など多様な活動を自らの希望に沿った形で展開でき、

夢や希望を実現できる社会を目指しています。しかし、世界経
済フォーラムから発表された2010年度のジェンダーギャップ
指数(男女平等指数)では134ヶ国中、日本は94位と依然とし
て先進国の中では最も低く、社会進出のみならず、女性が政治
や経済活動に参画し意思決定に参加できているかどうかとい
う点において、性別格差が大いに存在している様子を物語っ
ています。大学という教育研究機関におきましても、この格差
を是正しない限り、「真のグローバル化」は到底なし得ないと
考えます。
　早稲田大学では2006年度から3年間、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」事業に「研究者
養成のための男女平等プラン」が採択され、2007年10月21
日には創立125周年を期して「男女共同参画宣言」を発表す
るのと同時に「男女共同参画推進室」が設置されました。これ
らの取り組みを通して蓄積された知識や経験を基盤とし、い
かに男女が協力しあってより良く幸せな社会を構築できるか
を考え、教職員や学生の皆様に真のグローバル化やダイバー
シティ(多様性)の理解を深めていただけるよう力を尽くしてま
いりたいと思っております。

本来あるべき姿をめざして
 総長　鎌田薫

男女共同参画担当理事に就任して～真のグローバル化に向けて～
 男女共同参画担当理事　齋藤美穂

教育・総合科学学術院准教授　吉野亜矢子

略　　歴：早稲田大学第一文学部卒、サセックス大学修士
号、ケンブリッジ大学博士号取得。早稲田大学
アジア太平洋研究科客員専任講師を経て現職。

専門領域：20世紀以降のイギリス文化、文学。
家族構成：夫と子ども1人、4月に第2子を出産予定。

前号(第4号)のさんかくニュースにて、今号での特集を予告していました「介護に関する課題」は、次号以降の掲載とさせていただきました。

▲某航空会社機内のおむつ
交換台。(文中に登場する飛
行機のものではありません)

▲家族一緒の写真って、なかなか
ないものですね。この原稿のため
に撮ってきました。(筆者右端)

←



学 術 院 長
メ ッ セ ー ジ
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A1：女性教員の採用やD棟建設に
女性の視点を入れるなどの取り組み
をしていますが、共同参画の社会に
変えて行く人間を育てることも重要
な課題だと考えています。
A2：実践度を測れるほどの生き方
は出来ていないことを深く自覚して
います。子育ての時代から今まで、
ずっとこの問題は自らの生き方への
問いかけであり続けてきました。

　近年、「イクメン」という言葉も生ま
れて、子育ての大切さが強調される一方
で、母親の子どもに対する保護責任が問
われる事件が多発し、育児を女性だけに
任せる文化の限界を象徴しているのかの
ようである。虐待事件の報道の仕方をみ
ても、日本社会には、「育児は女性の役割」
という母性神話が未だに根強く残ってい
るのではないだろうか。

　しかし、講師の渥美由喜氏の言う通り、
実際には「父親、親戚、地域住民、市民
団体、企業、地方自治体、国など」多様
な育児の主体が存在するのだ。
　「～が当たり前」という既成概念を超
えて、多様な主体性を活かした社会を目
指すことで、育児に限らず、様々な社会
問題の解決の糸口がみえるのかもしれな
い。今回の講演会はそのような未来の可

能性を示してくれたと思う。

　2010年9月に新たに就任された新学術院長も含め、10名の学術院長に、次のようなアンケートを実施し、回答をい
ただきました。それぞれの学術院長からのメッセージを受け止め、今後も、推進室一丸となって取り組んでいきたいと思
います。なお、アンケートは同年12月に実施しました。

Q1：男女共同参画について、本学または学術院※が抱える問題と、今後必要な取り組みについて、どうお考え
になりますか。

Q2：男女共同参画推進には、ワークライフバランスの実践が不可欠ですが、ご自身のワークライフバランスの
実践度はいかがですか。

「男女共同参画」と「ワークライフバランス」

※従来、独立した機関として位置付けられていた学部・研究科・研究所を系統ごとに一体化し、系統全体に関わる意思決定機関として、2004年9月に設置された教員組織。
　2009年4月、非系統独立研究科もすべて組み込んで学術院体制が完成しました。

政治経済学術院 佐藤正志学術院長 法学学術院 岩志和一郎学術院長

商学学術院 恩藏直人学術院長 理工学術院 山川宏学術院長

社会科学総合学術院 多賀秀敏学術院長 人間科学学術院 谷川章雄学術院長

スポーツ科学学術院 村岡功学術院長 国際学術院 森田典正学術院長文学学術院 浦野正樹学術院長 教育・総合科学学術院 神尾達之学術院長

A1：教務役職や諸委員会の運営に
さらに関わってもらうことで、女性
の視点からみて働きやすく実力を発
揮しやすい組織運営を実現したいと
考えています。
A2：どうしても仕事に専念する時
間が多くなりますが、ウォーキング
やトレーニング・ジムに通って心身
の健康に努め、家族との生活時間を
大事にしようとしています。

A1：教職員や学生が、教育と研究
の両面で、男女ともに能力を発揮し
成長していくことのできる環境整備
につとめ、人権や安全という観点か
らも問題点を改善すべきです。
A2：研究と趣味が重なっているの
でワークとライフを分けることはで
きません。ただし、ワークが教育や
研究ではなく校務になると、両者を
明確に分けるよう努めています。

A1：学術院全体として、女性教員
の数が少ないのが悩みです。とりわ
け法学部の法律科目では女性教員が
1名しかおらず、改善は喫緊の課題
です。
A2：研究者の場合、研究時間と生
活の時間とが混合し、区別困難です。
私の場合も例外ではなく、休日は講
義の準備や原稿に追われバランスが
良いとはいえません。

A1：博士後期課程に進学する女性
が非常に少ないため、そもそも商学
の女性研究者は多くありません。男
女共同参画を進めるには、まず女性
研究者の育成からだと思います。
A2：休暇を利用して家族旅行に行
くなどして、リフレッシュするよう
心がけています。しかし、原稿など
がたまると、どうしても仕事優先に
なりがちです。

A1：本学術院の女性教員の比率は
未だ低い状況です。今後、人事を考
える際、機会あるごとにその比率を
高めることに努力したいと思います。
A2：年間を通じてはワークライフ
バランスを考えていますが、月ごと、
あるいは日ごとのバランスを考える
とばらつきが大きいです。改めて目
標を再考したいと思います。

A1：本学術院にも育児・介護に携
わりつつ、教育・研究の発展に努力
される方が、男女を問わず複数おり
ます。心身の負担軽減には、制度の
充実と周囲の理解が肝要でしょう。
A2：率先して実践することからは
程遠い位置におります。自身の経験
からも、同じような負担をわが学術
院の教職員・学生にはかけたくない
という思いでいっぱいです。

A1：大学にとっての「男女共同参
画」に関する問題と視点、基本的な
方向性について、大学全体で議論し
ていく中で、ゆるやかな合意を形成
する必要があると思います。
A2：こうした問題については、学
術院長を退任してから考えることに
します。

A1：本学術院では、女性の専任教員が
1名、助教・助手が3名と極めて少ない
状況です。この状況を改善することと、
女性が教育・研究に専念しやすい環境を
整えることに努めたいと思います。
A2：理想的には仕事と生活を上手く調
和させることが望ましいと思いますが、
これまでを振り返ってみますと、自身あ
るいは家族の生活よりも仕事(校務)を優
先していたように思います。

A1：本学術院では女性教職員の数が多く、
また、重要な役職・任務にも男女の区別な
くついています。こうした傾向を今後とも
維持、拡大していきたいと考えています。
A2：ワークライフバランスは大変崩れて
います。授業や会議、土・日も入試業務や
面接が入り、その合間を縫って研究活動を
しています。春季・夏季休業期間は年々短
くなり、余暇や家族と過ごす時間は減り続
けています。

講演会「ワークライフバランスの理念と実践～イクメン(育男)の多い会社は業績アップ～」に参加して
法学部3年＊　栗村奈見(開催日:2010年10月22日　会場:大隈小講堂　主催:男女共同参画推進室、キャリアセンター、ジェンダー研究所)

この講演会の収録映像は、2011.10.20までサポートセンター内で視聴することができます。詳しい視聴方法については、推進室HPをご覧ください。 ＊執筆時の学年を掲載しています。

　2010年9月18日、早稲田大学国際会
議場井深大記念ホールにおいてAPEC 
WLNのサイドイベント「自分らしく生
きるための力」が開かれました。午前中
は様々な分野の第一線で活躍されてきた
5人の女性によるパネルディスカッショ
ンが行われ、午後はその４人を講師にお
迎えして分科会が開かれました。パネル

ディスカッションでは、まだ女性の社会
進出が珍しかった時代に活躍した方から
「働くということ」に関するお話を、分
科会では、奈良順子先生の心温まる元気
の出るお話を聞かせていただきました。
同じ女性として、女性であるということ
を活かしながら“自分らしく生きるため
の力”を見つけられるように働くことに、

私自身も向き合っていこうと感じること
のできたイベントでした。

シンポジウム「自分らしく生きるための力－女性の経済活動への参画と自立－」に参加して
文学部2年＊　高瀬理紗子

15ｔｈ APEC Women Leaders Network Meeting Side Event in WASEDA UNIVERSITY

（主催：内閣府、男女共同参画推進連携会議、新宿区、早稲田大学）
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からの学 術 院 長
メ ッ セ ー ジ

キャリア

キャリア

あつ み なお き

＊執筆時の学年を掲載しています。

政治経済学術院

文 学 学 術 院

法 学 学 術 院

教育・総合科学学術院

商 学 学 術 院 理 工 学 術 院

社会科学総合学術院 人間科学学術院

スポーツ科学学術院 国 際 学 術 院


