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特集：育児

イクメン座談会　男性の仕事と育児の両立

育児や家事への参加
陣野：早稲田に着任した翌年の2002年に1人目が、2005年に2人目

が生まれました。妻も私も地方の出身で、近くに頼れる親族もいなか
ったので、小さい頃は保育園に預け、育児や家事は夫婦で分担してい
ます。ただ、料理を作るのは苦手なので、家事に関してはもっぱら、
皿洗い、洗濯、風呂洗いや家の中の片付けなどを担当しています。

大庭：2002年に娘が生まれました。実家が遠方で、妻の両親も高齢だ
ったのであまり頼ることができず、妻が出産休暇と育児休職を取得し
た後、交代で私が２カ月ほど育休を取りました。保育園に預けていた
頃は、毎朝、私が送っていました。

望月：昨年娘が生まれてこの４月から慣らし保育が始まったばかりで、
本格的に育児や家事を分担しているとは言えないのですが、休みの日
には子どもを連れて散歩に出かけるようにしています。両親の協力を
得られるようにと妻の実家の近くに引っ越したのはいいのですが、僕
の通勤時間が1時間50分ほどかかるようになり、保育園の送迎をどう
しようかと悩んでいるところです。

村岡：早稲田に来る前のことですが2004年に1人目が、2007年に2
人目が生まれました。1人目が生まれてすぐ、名古屋への単身赴任と
なり、週末帰宅し、月曜の朝、子どもを保育園に送ってから名古屋に
戻り授業をするという生活で、その頃は、あまり子育てに参加してい
たとは言えません。４年前に一緒に暮らし始めて、改めて子育ての大
変さを実感し反省しました。当時は、子どもたちを別々の保育園に送
ってから出勤していました。今も、下の子を送ってから出勤していて、
妻の帰りが遅い日は迎えに行き、病気の時は世話をします。現在、上
の子が通う学童クラブの父母会長もしています。

仕事と育児の両立で、大変
なこと、工夫していること
陣野：私より、妻の方が大変でした。
というのも、つわりがひどい体質で、
産後も1年半ほど同じような症状が続
き、結局は５年間ほど体調不良の状態
でした。具合が悪くて動けない時は、
妻を勤務先に車で送り、子どもの世話
も担当していました。大変な時には、

月1回程度、妻の母に上京してもらい、さらに、お隣に子どもたちを
預かってもらっています。それでも、突然子どもが熱を出し、夫婦ど
ちらかが仕事をキャンセルしなければならない場合はたびたびありま
した。どうしても調整できない時は、先生方や事務の方に事情を話し
理解していただきました。

大庭：娘が３、４歳の頃はお互いに忙しく、繁忙期には、私が保育園に
迎えに行って、夕飯を食べさせ、帰宅した妻と交代して職場に戻った
こともありました。急に、風邪をひいた時は、どちらが休めるかと常
に攻防戦になりましたね。午前と午後で交代して休みを取るなどして
対応しました。最近は熱を出すことは減りましたが、怪我が増えまし
た。陣野先生と同じですが、保育園や学童クラブ、小学校などの友達
の親御さんと仲良くなり、何かあったら頼れるようにしています。2
人とも遅くなる時は、夜９時頃まで
預かってもらうこともありました。

望月：まだこれからなのですが、「洗
濯は僕がやります！」というように
家事の分担を始めたところです。そ
れから、出産の際には配偶者出産特
別休暇を取りました。自宅出産だっ
たのですが、出産後1週間は動いて
はいけないと言われていたので、妻
と子どもの世話のため、この制度は
たいへん助かりました。

村岡：洗濯と言えば、結婚してから、早速洗濯したら妻に叱られました。
望月：洗い方や干し方が違ったということですか。
村岡：いえ、妻には女性のすること、母親のすることという性別役割意

識があったようです。それで「洗濯は男がすることではない」と。私
の両親は共働きで、父が一切育児や家事に関わらず母が苦労していた
ので、男も家事をしなくてはいけないと思っていたのですが、妻の両
親は共働きではなかったので〈文化〉が違ったようです。衝突もあり
ましたが、今では、あうんの呼吸で上手く分担できるようになったの
ではないかと思います。大変といえば、妻の夜勤が月に２、３日あり、

「ママと一緒じゃないと寝れない！」と泣くことでしょうか。特に、授
乳期の頃は、母親に勝るものはないですね。あと、「子どもの迎えに行
ける？」と、職場によく電話があります。電話があるのは、大抵、ど
うしようもない時なので帰りますが、以前勤めていた医療系の大学や

　子育ては母親だけが担うものではないことは言うまでもありません。今回は、学内のイクメン教職員４名にお集まりいただき、
仕事との両立の工夫、子育てで何が得られたか、などをお話しいただきました(文中の内容は、座談会当時のものです)。

参加者

● 大庭  慎二　MNCマネージャー
家族：本学専任職員の妻と娘1人(小５)

● 村岡  慶裕　人間科学学術院准教授
専門：リハビリ科学・福祉工学　
家族：病院勤務医の妻と息子2人(小３･５歳)

● 陣野  英則　文学学術院教授
専門：日本文学・平安時代文学　
家族：大学教員の妻と娘2人(小５･小２)

● 望月  俊之　文学学術院専任職員
家族：会社員の妻と娘1人(９カ月)

▲陣野先生

▲村岡先生
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病院は、女性が多く、子どもに何かあったら帰るのが当たり前の環境
だったせいか、帰ることに抵抗はないですね。

陣野：そういえば早稲田大学でも、十数年前とここ数年とを比べると劇
的な意識の変化を感じます。私が専任教員として着任する前の様子で

は、育児のために会議を抜けることな
ど難しいという空気があったようでし
たが、数年前に学術院の教務に入った
際には、学術院長や研究科長から「で
きるだけフォローするから入ってほし
い」と言っていただきました。実際、
会議を途中で抜けなければならないこ
とや業務の担当を変わっていただくこ
とは何度もありましたが、当時の教務
の先生方や事務所のみなさんのご理解
とご協力のおかげで、何とかやり遂げ
ました。

子育てをしていてよかったこと
村岡：育児中の親御さんたちと話す機会が増え、違う職業や別の分野の

研究者の方と知り合うことができ、世界が広がっていくのが楽しいで
す。実際の社会で生じている問題などもよく見えるようになって、学
問に生かされるような気がします。もともとの専門はリハビリ工学な
のですが、子育てを通じて、心理や福祉の分野に対象が広がりました。
それもあり、昨年こちらに就職したのですが、生活して子育てしてい
ることがそのまま人間科学、つまり現在の仕事につながっています。

望月：地域に目が向くようになりました。若い頃は、賑やかな都心で夜
遅くまで飲んで帰って寝るだけで、住んでいる地域のことなど気にも
しなかったのですが、子どもができてからは、住んでいる町や地域コ
ミュニティを意識するようになりました。

大庭：娘の通った保育園のお父さんたちと知り合いになり、職場とは違
う交流の輪が広がりました。小学生の娘が入っている地元の野球チー
ムのコーチたちが地元の方で、地域の行事や神社のお祭りなどに誘わ
れ、さらに、新しい〈つながり〉ができました。子どもがいなければ
縁のない世界でしたね。

望月：そういったつながりがいい町や社会を作りそうですね。お父さん
たちが仲のいい地域は、子どもの教育上もいいはずですし。

村岡：もともと仕事人間の完璧主義で、以前は、仕事に対して120%以
上の力を出せないと気が済まず、仕事をしているところへ子どもが寄
ってくると「うるさい！」と追い払ったこともありました。家でPC
を開くと妻の機嫌が悪くなり、私もストレスが溜まりギクシャクしま
した。でも、子育てに参加するようになってから、ストレスマネジメ

ントというのでしょうか、すべての
仕事を完璧にこなすのではなく、優
先順位をつけられるようになり、「ま
あ、このくらいでいいか」とワーク
ライフバランスが考えられるように
なりました。

陣野：そうですね。教員だけでなく職
員の方も同じで、それぞれの仕事上
の責任があり、ミスのないようにし
なくてはいけないのですが、その一
方で、限られた時間の中で、例えば
子育てなどにあたる必要もある。決して、いい加減にということでは
なく、仕事の構え方として、常にギリギリの全力投球ではなくてもい
いのかなと思いますね。ギリギリでやるのとは違った研究や仕事との
関わり方もあり、成果を得られることもあるように思います。

パートナーが仕事を持つこと
陣野：共働きを選択したという意識はなく、当たり前で自然な流れでし

た。妻の専門領域(心理学)もそうですが、私の専門分野でも昔から女
性研究者が多く、国内外の研究仲間でも結婚してそのまま研究を続け
ている女性が多いということもあったと思います。

望月：僕はどちらでもよかったのですが、妻の母親が専業主婦だったせ
いか、母親とは違う生き方をしたいと、妻自身が子どもを産んでも働
き続けたいと思っていたようです。妻の「働きたい」という気持ちを
大事にしたかったですし、〈働く〉という選択をした時に、困らないよ
うに協力していこうと思いました。

大庭：私の人生ではないので、私が決めることではないですし、妻がし
たいことをすればいいと考えています。調整がもちろん必要だと思い
ますが。妻も私も「働き続けたい」という事だったのでそうしてきま
した。忙しい時は、私が専業主夫になって家にいる方が家庭円満かな
と考えたこともありますが、今は、2人とも働いてきてよかったと思
っています。妻の母親が働いていましたから、妻にとっては女性が働
くことが当たり前だったこともあるのでしょう。

村岡：両親が共働きで、これまでの職場でも多くの女性が働き続けてい
たので、ごく自然な流れでした。妻が医師を辞めることは考えたことが
なかったですね。彼女の才能を生かさないのは社会的損失になります。　

これからの世代に向けたメッセージ
村岡：「案ずるより、産むが易し」です。最近、子どもを産み育てるのが

厳しい社会だと言われていますが、これまでも先輩たちがやってきて
いるのですから、できないことはないと思います。先のことは気にせ
ず、前向きに考えてほしいですね。そうして子育てに参加する人が増
えれば、社会も変わっていくと思います。

陣野：私の周囲にも結婚している若い方がいますが、研究が途上である
ため、まだお子さんをもつ決断に至っていない方もいます。不安や悩
みは、このサポートセンターのような大学内の機関を利用するなどし
て、学内外の様々な人に相談できるようになればいいですね。そして、
いよいよ子どもを授かった場合は、ご家族はもちろんのこと、周囲、
職場やご近所に理解してもらい、人とのつながりを大事にして頼ると
いうことです。

望月：子どもが生まれるまでは、結婚はしていましたが、パートナーの
生き方とか、何を考えているのかとか、考えることもあまりなかった
ように思います。でも、子どもが生まれるということになると考える
機会がとても多くなりました。相手のことを考え、思いやるようになる。
夫婦としてもいいことで、人間として成長しているように感じます。

大庭：子どもがいなければいないで、夫婦2人だけでも楽しい人生だっ

▲大庭さん

▲望月さん

▲	2012年7月6日ワークライフバランス・サポートセンターにて。
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　生後５カ月で授乳が続いている下の子を市立保育園に預けて、４
月に復職しました。育児休職など職場の制度は整っていても、保育
園の入園倍率という高いハードルを越えるためには、休職期間を最
大限利用することができませんでした。というのも、住んでいる自
治体の事情で、保育園への入園については、４月のタイミングで、
かつ、１歳児よりも０歳児の方が入りやすいということがあったか
らです。そのような中、職場に搾乳できる場所があるのは大変あり
がたいことでした。
　この施設については、上の子が生まれたときに人事課から聞いて
知っていましたが、いざ使ってみるとその使い勝手の良さに驚きま
した。昼休みに利用できることや個室になっていること、流し場で
搾乳器を洗えて衛生的であることなど、利用者目線で行き届いた内
容だと感じました。
　二度にわたり、職場には休職を快く受け入れていただいていまし

たが、授乳を続けながら復職した私にとって、この設備はなくては
ならないサポートの一つでした。

　私学の雄である早稲田大学にはダイバーシティ（以下、DIV）を
推進する社会的責任がある。また、国内トップクラスの女子学生数
を有する大学としての人材育成や、より多様な視点から研究の一層
の充実を図り、地域の社会的資本のコーディネーターであってほし
い。
　ワークライフバランス(以下、WLB)とDIVは、誰もが、いつで
も、どこでも、働き甲斐を感じる職場作りであり、「子どもが生まれ
てきてよかった」「親が生きていてよかった」と思える環境作りであ
る。これらを学生に示していかないと次世代が育たない。
　先行き不透明な社会では、多様な構成員のいる多様な個性を持つ
組織が臨機応変な対応ができ、優位に立てる。また、英国の調査で
は、女性役員割合が低い企業ほど破たん確率が高く、自身の調査で
は、女性管理職割合が低い企業、長時間労働の職場ほど不祥事が生
じるリスクが高い。さらに、介護を理由とする退職者は増え続け、

10年後には50万人となる見込みもある。
　WLBの経営効果には、優秀な人材の確保、就労意欲の向上、業務
の効率化、経営への多様な視点の活用などがある。短期的にはコス
トがかかるが、中長期的にはハイリターン。目先だけ見ていると
WLBは後回しになるが、そういう組織に明日はない。このことに気
付けるかどうかが、大きな分岐点である。

利 用 者 の 声 生後５カ月の子を預けての復職 財務部経理課専任職員　地主 成美

たのかもしれません。でも、子どもができたことで、大変だったこと
もありましたが、楽しいこともたくさんありました。地域とのつなが
りも夫婦だけでは得られないことですし、また、これから娘が中学、
高校と進学していく中で、違う世界を経験できるのかなと思っていま
す。悩みは増えるでしょうし、この先も夫婦間や子どもとの調整が必
要になりそうですが、楽しみですね。

村岡：働きながらの子育てについては、保育園の待機児童の問題など悲
観的なニュースが目立ち、躊躇してしまう方も多く、実際の職場では、
価値観の違いで、働くお母さんやお父さんは大変な状況にあるのだろ
うと思います。でも、子育ては楽しいこともたくさんありますから、
ぜひ、多くの方に体験してほしいですね。

座談会後記

渥美由喜氏を講師に大学経営セミナー「大学経営に不可欠なダイバーシティの推進」が開催されました
（開催日：2012年6月27日 　会場：大隈会館N301会議室　 主催：人事部）

講演の概要は以下のとおり。参加者は、渥美氏自身の育児・看護・介護体験に基づく説得力ある講演に聴き入り、活発に質問も飛び交いました。

　集まってくださった４名とも自然体で、子育てでおこってくるさまざまな事柄に臨機応変な対処をしておられ、周囲への発信の大切さ、
子育てを通した関係性の強化、研究・仕事へのメリット、生き方の変化などを語ってくださいました。また、〈子育てはやってみる価値がある〉
というエールは、とても心強いものでした。男女共同参画推進室では、教職員・学生を対象に相談窓口・交流会・各種講座・授乳室やサポー
トセンターなどの施設提供を通じて、研究や仕事と家庭の両立支援を行っていますので、お気軽にご利用ください。

授乳兼搾乳室は、早稲田キャンパスと西早稲田キャンパスの2箇所に
あります。搾乳室についてはその他のキャンパスについてもご案内で
きますので、男女共同参画推進室までご相談ください。

▲相談室兼搾乳室
（早稲田キャンパス10号館213室		男女
共同参画推進室内）

◀渥美由喜氏
厚生労働省政策評価委員/株式会社東レ
経営研究所ダイバーシティ＆ワークライ
フバランス研究部長
※ 渥美氏の講演会「これからの日本企業での

働き方～ダイバーシティ・マネジメント実
践術～」を、2012年10月19日に大隈小講
堂にて開催します。詳細は、推進室ホーム
ページをご覧ください。

▲授乳兼搾乳室
（西早稲田キャンパス60号館214
室		ワークライフバランス・サポート
センター内）
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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:	03-5286-8482
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。

『いざという時のためのワークライフバランスサポート案
内』と、専任教職員用『早稲田でも進めています男女共同
参画』の2種類があります。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

大学院日本語教育研究科事務長　大久保 裕子

　就職先として大学を選んだ理由は、教育機関での仕事に興味があり、
特に早稲田であれば幅広い業務を通じて学生支援ができると考えたから
です。また、両親が共働きだった影響で自分も仕事を続けるイメージを
持っており、本学の諸制度が進んでいたことも大きな魅力でした。私が
就職活動をしていた当時はまだバブル期で、今から思えば地に足がつい
ていない雰囲気もありましたが、一方で、男女雇用機会均等法が数年前
に施行、育児休業法がスタートと女性の社会進出を社会全体で支える仕
組みが整いつつある時期でした。

　入学センターをスタートに、国際部、法学学術院、エクステンション
センター、そして現在の大学院日本語教育研究科と５箇所で働いてきま
した。受験生、留学生、学生、社会人、シニアと業務の対象も様々でし
たが、それぞれにとてもいい経験をさせていただきました。幅広いバリ
エーションの方々と仕事を通じてお会いすることができたこと、早稲田
に集うたくさんの方々との出会いが今の私の財産になったと思います。

　子どもは2人とも、０歳から保育園にお世話になりました。娘の時は、
早く仕事に戻りたかったのと、子どもとの蜜月を過ごせる貴重な機会な
ので夫婦で平等にということで、私が4カ月の育休を取得した後、夫が
後半４カ月の育休を取得させていただきました。男性職員で育休を取得
した第1号で、周囲の方には驚かれましたが、その後の育児への関わり
方、仕事へのスタンスを見ていると、夫にとってもとてもいい経験だっ
たと感じています。

　仕事と家庭を両立する中で、最も困難だと思うのは、子どもの病気と
時間の絶対的不足です。子どもが小さい頃は毎週のように喘息発作が出
たり熱があったりで、業務の繁忙期と重なりどうにもならない場面も多々
ありました。病児保育が近くに無く、双方の両親も遠隔地で頼めないた
め、夫と自分のどちらかが休むしか無いのですが、お互いに「いかに自

分が休めない状況か」を、時
に険悪になりながら真剣に説
明し合っていました。また、

「明日仕事に来られなかった
ら」を想定していつも仕事の
段取り、周囲との情報共有を
心がけて乗り切っていまし
た。

　子どもの病気は、成長する
につれ少なくなりましたが、
時間の絶対的不足は未だに
いかんともしがたく、もっと
子どもと向き合う時間が欲し
い、というのが正直なところ

です。というのも、昨
年12月に管理職とな
ったばかりの新米な
ので、まだまだ周囲
の状況をうまくハン
ドリングすることが
できず、ワークライ
フバランスをどう取
っていくか試行錯誤
をしているためです。
会議や行事が多く自
分自身でスケジュー
ル調整がむずかしい
こと、日中は様々な
対応に時間を割くた
め、デスクワークは夜になってしまうこと、責任の範囲が格段に大きく
なったことが主な要因だと分析しています。子どもたちの反抗期、受験
期とも重なり、肉体的にも精神的にも厳しい毎日ではありますが、あま
り深く考え込んでもいいことがないと思い、家でビールを飲みながら肩
の力を抜くようにしています。特に気をつけているのは、どんなに忙し
くても子どものお弁当作りは休まない、ということです。「今日のお弁
当、おいしかった」と言われると、やった！と思いますね。

　次世代へのメッセージとしては、仕事も家庭も子育ても状況はどんど
ん変わるので、迷っているなら仕事を続けてほしいということです。特
に子育てで感じる困難は、子どもの成長とともに変わっていきます。今、
切実に悩んでいる事も時間が経つだけで解決する事も多く、迷っている
なら次のステップまでがんばってみてほしいです。ワークライフバラン
スの実現に向けて、制度的なサポートや社会的な理解は少しずつ向上し
ています。女性に限らず、育児時間、育児休職を取得する男性も増えて
きており、こうした経験をした人が大学に増えてモデルとなり、職場全
体で長時間労働改善の流れが進んでほしいと考えています。

　また、ここまで続けてこられたのは、制度的な側面もさることながら、
やはりその時々の上司の理解と先輩や同僚の協力があったからこそだと
本当に心から感謝しています。私は周囲の方に恵まれていました。だか
らこそこの感謝の気持ちは、次世代の方へお返しすることで、つないで
いきたいと強く思っています。

変化に合わせてしなやかに

▲	10年くらい経つとこんな感じに変化します!

▲小さい頃は、2人一緒に抱っこできました。

連載：ワークライフバランス挑戦中！

略　　歴：本学第一文学部卒業後、1991年に入職。入学センター、国際
部、法学学術院、エクステンションセンターを経て、2011年12
月より現職

家族構成：夫(本学専任職員）と息子(高2）、娘(中1）の４人家族


