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２０３２年の男女共同参画の姿を目指して� 総長　鎌田　薫

女性学術院長インタビュー：嶋村和恵 商学学術院長

コミュニケーションを大切にした学術院運営を

　昨秋発表した「Waseda Vision 150」では、創立150周年時点（2032年）での本学のあるべき4つの姿
（ビジョン）を描き、その実現に向けて4つの基軸と13の核心戦略、76の具体的なプロジェクト等を提示していま
す。そして、その中の「基軸4.進化する大学の仕組みの創設」において、教育・研究・大学運営への女性教職員の
参画推進を掲げ、2032年までの目標値として構成員の男女比率については、女子学生50%、女性教員30%、女
性職員50%という数値を提示しました。
　本学の現状に鑑みれば、この数値の実現にはかなりの努力を要するでしょう。しかし、社会の要請に応えるのみ
ならず、時代を先導していくべき高等教育機関として、大学は多様な知を組織する必要があり、それに不可欠な新
たな視点と思考の導入を図るためには、女性がその力を最大限に発揮できることが必要です。具体的な方策は今後、
検討し、実施していくことになりますが、各学術院をはじめとする関係箇所や教職員のみなさん一人ひとりと、こ
の目標や問題意識を共有して、全力で取り組んでいきたいと考えています。
　早稲田大学の永続的な発展のため、関係各位の積極的なご理解、ご協力をお願い申し上げる次第です。

　昨年９月の学術院長交代にあたり、商学学術院では嶋村和恵教授、社
会科学総合学術院では畑惠子教授が学術院長に選出され、齋藤美穂教授
(理事・前人間科学学術院長)に続く女性の学術院長２名の就任となりま
した。今回、嶋村先生にお話をうかがいました。

─学術院長になられたご感想・抱負は？

　責任の重さを感じています。商学学術院は、１学部３研究科に研究所、
研究センターを擁する大きな組織です。キャンパスが離れている研究科
もあって普段お目にかかれない先生方も多いので、コミュニケーション
不足が悩みの種です。メールや電話もありますが、人間関係の基本はや
はり顔を見てお話しすることですから。いかに様々な意見に耳を傾け、
円滑に学術院を運営していくかが課題ですが、自分なりのやり方でやっ
ていこうと思います。

─商学学術院長および商学部長として初の女性ということになりますが。

　もともと商学部は女性教員の少ない学部で、小林富久子先生(現在、教
育・総合科学学術院教授)が商学部初の女性専任教員として長年お一人
で頑張ってこられました。私は1993年に専任講師になりましたが、母
校の教員になれるという嬉しさ以上に、歴史ある学部で、恩師、並み居る

先輩方の中で、その重責を果たせるのかという不安の方が大きかったよう
に思います。今は女性の専任教員もだいぶ増えました。他学部も含めて
諸先輩方の奮闘の上に今があるので、しっかりやらなければと思います。

─�オープン教育センター所長などの役職を歴任されてきましたが、ご感
想は？

　それぞれの箇所の業務や目標が異なるので果たす役割も異なるのです
が、最終的には人間関係やコミュニケーションが大切になります。以前
の役職時の人脈や対処法が役立ち、円滑に物事を進められたことも多々
あります。また役職に就くと、それまで全く面識のなかった他の学術院
の先生方や職員の方とも仕事をするようになるので人間関係が広がりま
す。以前一緒に仕事をした先生方とは、今でも親しくさせていただいて
います。構内で声をかけていただいたり、食事会をしたり、こうしたつ
ながりは大変ありがたいですし、これからも大切にしていきたいですね。

─�役職と、教育・研究職との両立、プライベートとの両立はいかがです
か？

　両立にはほど遠いかもしれません。会議や打ち合わせなどの拘束時間
が長くなり、あっという間に時間が過ぎて困ります。メールの返信、特
に学生や卒業生からのメールにはすぐに返事を出してあげたいのですが
難しく、ストレスが溜まります。時間の使い方の良い方法などを考えな
くてはと思っています。プライベートの楽しみを見つける時間も無い状
況ですが、これまでに親しくなった先生方やゼミ生ととりとめもないこ
とをしゃべるのは楽しみのひとつになっています。

─�大学運営や研究分野における女性の活躍の場も徐々に広がっています
が、今後への期待やお考えがあれば聞かせてください。

　私自身、自然体のままやってきましたので、女性が自然体のまま活躍
できる場が広がるといいですね。ただ、女性の場合、失敗した時に、そ
の個人ではなく「女性だから失敗した」という評価につながりかねません。

プロフィール
◆研究領域：広告論
◆ 略　　歴：本学商学部卒業、同大

学院商学研究科博士後期課程単位
取得。埼玉女子短期大学専任講
師、助教授を経て、1993年本学
商学部専任講師、1995年同助教
授、2001年同教授、現在に至る。

◆ 学内役職歴：2004～2008年商
学部教務主任、2008年～2010
年教務部副部長・ＦＤ推進センタ
ー長、2010～2012年教務部副
部長・オープン教育センター所長
を経て2012年９月より現職。
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男性が失敗しても「男性だから」とはならないのに、女性だとどうして
そうなるのかなと。こういった意識は徐々になくなっていくと思います
が。それと、私自身は現状、家庭での責任を負ってはいないのですが、
育児や介護、看護などで奔走している教職員もいらっしゃいます。そう
いう方が無理なく活躍できるような環境になるのが理想ですね。

─�商学部へ進学された理由は？　また、広告論を専攻されたのはなぜで
すか？

　積極的な理由があったわけではなく、消去法でいったら商学部だった
というのが正直なところです。「商学」が何かもよくわかっていませんで
した。ただ、私の子ども時代はテレビ全盛期で、テレビコマーシャルをお
もしろいなあと感じていました。今考えれば、それが広告論を専攻する
きっかけになったように思います。学部１年時に、商学部には広告の専
門の先生がいるとうかがい、その時点で広告を勉強しようと決めました。

─�当時の商学部には、女子学生はあまりいなかったのでは。

　学部の同期生は1,200～1,300人いたと思いますが、女子学生は50
人程度。当時は、同じ学年であれば、女子学生はみんな知り合いという
環境でした。

─卒業後の進路について。

　男女雇用機会均等法施行前でしたから大卒女子の求人は非常に少なく、
就職課（現在のキャリアセンター）に掲示してある求人票で大勢の採用
があったのは百貨店の販売員、それも今のアルバイトのような内容や補
助的な仕事が多かったと記憶しています。大学を卒業して、さあ仕事を
しようという時に、「女性はやることがない」とわかるという何とも皮肉
な状況でした。結局、小さな生命保険会社に今でいう一般職として就職
したのですが、驚いたのは同僚が名立たる４年制大学を卒業した優秀な

女性ばかりだったことです。他に就職先のない女子学生が、募集さえあ
ればどんな会社にも就職していたのです。仲間とは楽しく過ごしていた
のですが、単調な仕事を繰り返す毎日に、私はこの仕事のために生まれ
てきたわけではないという思いが強くなり、仕事は１年で辞めて大学院
に入りました。

─�研究者としてキャリアを積む中で、ご苦労などはありましたか？

　当時も博士後期課程への進学イコール「大学教員を目指すこと」を意
味していましたから、その道を歩くことになると意識はしていました。
今でも大学教員の採用は狭き門ですが、それでも、助手になって論文何
本書いて、博士学位を取得して、助教になって教歴を積んでと、一つひ
とつ積み上げていく道筋がある程度示されています。当時はそういうも
のもありませんでした。理不尽なことや自分の思い通りにならないこと
もありました。苦労を一言で表せば「耐える」でしょうか。「耐える」と
聞くとネガティブなイメージを持つかもしれませんが、私の場合、ポジ
ティブな性格のせいか、いろいろありましたがあまり落ち込むこともなく
乗り切れ、むしろ大学院時代に鍛えられたことで「耐性」ができ、その後
の人生の中での困難を乗り越えることができたように思います。

─次の世代である学生や若手研究者にメッセージをお願いします。

　今の女子学生は本当にしっかりしていて、頼りがいがあります。就職
が厳しいとはいえ、女性というだけで門戸が閉ざされていた私の学生時
代と違って、今は多様な機会があります。そのチャンスを是非生かして、
男女を問わず活躍できる場を見つけてほしいと思います。私自身として
は後進を育てるという教員としての使命がありますし、研究の道に続き
たいと言ってくれる学生がいるのは嬉しいことですので、そうした人た
ちにはできる限りのサポートをしていきたいと考えています。

（2013年1月9日商学学術院長室にて）

男女共同参画推進委員会
2007年の発足から5年が経過し、委員会の活動も3期目となりました。多くのみなさまのご理解ご支援のもと、2012年11月に大学が発表した「Waseda Vision 150」
には、大学の女性構成員比率向上のほか、多くの男女共同参画にかかる目標を掲げることができました。これらの目標の実現に向けて、引き続き取り組んでまいります。

�委��員� 石山敦士（研究推進部長/理工学術院教授）・大野髙裕（教務部長/理工学術院教授）・◎川田宏之（理工学術院教授）・木村和夫（人事部長）・齋藤美穂（男女共同参画
担当理事/人間科学学術院教授）・〇桜井直子（学生部事務副部長）・笹倉和幸（学生部長/政治経済学術院教授）・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（教務部総括理事/政治経済学術院教授）・月田陽子（広報課職員）・深澤良彰（研究推進部総括理事/理工学術院教授）・松岡宏高（スポーツ科学学術院准教授）・村田晶
子（文学学術院教授）・〇矢口徹也（教育・総合科学学術院教授）・横山勝常（総務部長）

教育研修部会
2012 年 10 月、講演会を開催し、男性の育児・看護・介護参加、さらに、仕事との両立の実践について学ぶ機会を提供しました。また、男女共同参画やワークライフバラン
ス等について、学生のみなさんに、より深く学んでいただくため、 各学部等で開講している関連科目を推進室Webサイトで紹介しています。

�部会委員� 生駒美喜（政治経済学術院教授）・宇羽野聡（法学学術院職員）・白井由美（キャリアセンター留学生支援担当課長）・膳場百合子（理工学術院准教授）・高松敦子（理
工学術院教授）・中村采女（理工学術院教授）・◇矢口徹也（教育・総合科学学術院教授）・米内達也（教育システム課職員）

制度環境部会
本学の構成員の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ための取り組みを引き継ぎました。「Waseda Vision 150」では、女性の割合を専任教員で 3 割、学
生・職員では 5 割を目指すという数値目標を掲げていますので、その実現に向けた取り組みを一層充実させていかなければならないと考えています。

�部会委員� 浅倉むつ子（法学学術院教授）・大庭慎二（メディアネットワークセンターマネージャー）・川島いづみ（社会科学総合学術院教授）・桜井直子（学生部事務副部長）・
志熊万希子（学生生活課職員）・棚村政行（法学学術院教授）・◇村田晶子（文学学術院教授）

広報調査部会
2012 年度は『さんかくニュースNo.8』の発行に続いて、2013 年 4 月発行の同ニュースNo.9（今号）の編集作業を完了。和英併記の新規ポスターおよび 2012 年度用
リーフレットを作成したほか、『留学生ハンドブック』、『キャンパスハンドブック』の編集に協力しました。また、2013 年度実施予定である教職員全数調査の調査方法・調
査内容等について検討を重ねています。

�部会委員� 石原剛（教育・総合科学学術院教授） ・折井麻美子（教育・総合科学学術院准教授）・崎山裕子（教務部調査役）・笹渕洋子（図書館総務課職員）・嶋﨑尚子（文学学
術院教授）・田辺茂雄（理工センター技術部教育研究支援課（二系）職員）・◇月田陽子（広報課職員）・望月俊之（文学学術院職員）・余語琢磨（人間科学学術院准教授）

サポートセンター部会
2012 年度後期は、2013 年度事業計画について意見交換を行いました。相談業務については、専属の相談員が多岐にわたる内容に対応しました。また、各種講座、ランチ
ョントーク&ミーティングなどの交流事業を積極的に行い、特に 9 月 28 日に実施した「メール力アップ講座」には 50 名以上の参加者が集まりました。

�部会委員� 岡本俊郎（学生生活課職員）・越川房子（文学学術院教授）・後藤勝博（所沢総合事務センター職員）・所千晴（理工学術院准教授）・◇松岡宏高（スポーツ科学学術
院准教授）・細井肇（理工センター技術部教育研究支援課（二系）課長）

第 3 期委員会の委員・部会委員の任期 :２０１１年１０月２１日～２０１３年１０月２０日
氏名は５０音順、◎委員長　〇副委員長　◇部会長 （掲載の委員・部会委員は 2013 年 4 月現在）活動報告 （２０１２年度）

※事業計画・事業報告は、男女共同参画推進室Webサイト（http://www.waseda.jp/sankaku/jigyo/index.html）で公開しています。
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　出産後の忙しさに追われ、仕事の準備もままならないまま、職場
に復帰する時期が近づいてきた時、一番の不安は搾乳に関すること
でした。育児休職を取らずに産後８週で仕事に復帰することになっ
ていたのですが、母乳での子育てにようやく慣れはじめたところで、
このまま母乳育児を続けたいと思うものの、実際にどうすればよい
のかと考えると、次から次へと不安と疑問が沸いてきました。どこ
で搾乳するの？ どうやって保存するの？ 搾乳器の消毒は？ 仕事中
に搾乳をしていいの？ 不安ばかりの中でこの搾乳室のことを知り、
おそるおそる電話をすると、担当の方の優しい声にホッとしたことを
覚えています。搾乳室は個室で搾乳ができ、保存する冷凍庫があり、
消毒に使える電子レンジもあるという大変整った環境で、母乳育児
を続けたいと考えていた私にとって、本当にありがたい存在でした。

　育児と仕事、研
究の両立は大変で
すが、子どもの成
長とともに少しず
つ慣れ、現在も頑
張っています。私
のように、出産後
も仕事や研究を続
けたいと思う女性にとって、環境の整備はなくてはならないと思い
ます。搾乳室への感謝の気持ちとともに、働く女性そして母親にそ
の存在が広く知られ、多くの人々が利用できる施設として発展して
いくことを願っております。 任期付女性教員（匿名）

　2011年10月 に
出産し、2012年4
月より託児室を利
用させていただいて
います。前期は他の
お子さんと時間が重

なることがなく、2人のシッターさんを独り占めしていましたが、後
期は2人だったり3人だったりと子ども同士で楽しく過ごしているよ
うで、息子にとってはお気に入りの場所になっています。
　復学の際、自宅周辺で保育園や一時預かりなどを利用することも
検討しましたが、学生という身分では一般的な保育施設は入園条件

が厳しく、授業がある時のみ短時間預けられる点、学生・教職員用
託児室では学生であれば料金の補助がある点などから、子連れ通学
という形を選択しました。そもそも大学に託児室が設置されていな
ければ、育児をしながら大学に通い続けることは難しかったでしょ
う。子どもを連れて電車で通うのは大変なこともありましたが、そ
の分離れる時間が少なくて済み、子どもの負担を考えると良かった
と思います。レポートや調べものなどは、帰宅後、子どもが寝てか
らやるしかなかったものの、子どもを見てもらえる場所が学内にあ
って安心して授業を受けることが、まず育児と学業の両方をこなす
上で必要でしたので、本当に助かりました。
 第二文学部　丸山亜希子(2013年3月卒業）

利 用 者 の 声

イクメンによるワークライフバランス講座  第2弾  
「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~」

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

母乳育児と仕事・研究の両立

託児室があって助かりました！

▲	子どもがいなくてもイクメンになれる！
大人が「地域人」として子どもを見守る
大切さを語る渥美さん。

▲	学生、教職員のほか、校友、一般の方の参
加もありました。

▲授乳兼搾乳室
　西早稲田キャンパス60号館2階214	
　ワークライフバランス・サポートセンター内

▲学生・教職員用託児室
　早稲田キャンパス99号館	（STEP21）	1階

　2012年10月19日、大隈記念講堂小講堂で、“イクメン”として
有名な渥美由喜さん（㈱東レ経営研究所）による講演会が開かれま
した。そこで、お話をうかがい、考えたことを述べたいと思います。　
　現在の日本社会では、人と人とのつながりが薄まり、高齢者も、
子どもも、子育てをする父母も、現役世代も、それぞれの世代で“孤
立”が広がり、困難を一人で抱え込んでしまっているように感じま
す。“無縁社会”と表現されるこの社会の中で、今を生きる私たちは、
一体どんな意識をもって生きていけばよいのでしょうか。その問い
に対する一つの答えを、渥美さんはご自身の実践をもって、示して
くださったように思います。
　それは「職業人・家庭
人・地域人」として生き
る、ということです。特
に、最後の「地域人」と
して生きるということ
は、これからの日本社会
にとってとても大切で、
必要なことだと思いま
す。そこに住む人々に
とって、地域が単なる住
所ではなく、本当の「居

場所」になるような取
り組みが、今日本全体
で必要とされているの
ではないでしょうか。
たとえば、渥美さんが
長年地域の子ども会に
携わってきたように、
地域社会の中で一人ひ
とりが自分の能力を生
かして何か活動に取り
組むこと、そうすることで孤立の防止や個人個人が一人で困難を抱
え込まないことにもつながっていくのではないでしょうか。またそ
ういった市民活動を活発化させていくためには、ワークライフバラ
ンスの推進は必須であると思いました。
　「人間関係の基本はリスペクト」。渥美さんのおっしゃっていたこ
の言葉を胸に、誰もがお互いに尊敬され、生かされる社会を目指し
ていきたいと思いました。 （文学部教育学コース3年*　小林巴奈）

この講演会の模様は、Waseda-net portalのCourse N@vi
「男女共同参画推進室提供講座」よりご覧になれます（本学教職
員・学生のみ）。

＊執筆時の学年を掲載しています。

参加
者

の声
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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］
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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。

『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

教育・総合科学学術院准教授　折井(秋田)麻美子
※研究上は旧姓の「秋田」を使用。

すべてを自分で抱えこんでしまった仕事復帰1年目
　イギリスでの博士学位取得後、国立大学で3年程勤務し、2003年に
本学に着任して以来、常に仕事中心の生活を送っていました。それが
2008年の妊娠・出産で一変。待ち望んだ妊娠だったので、とても嬉し
く幸せでしたが、切迫流産や前置胎盤とトラブル続きで、ひたすら無事
の出産を祈る日々でした。1年間の育児休職ののち仕事復帰しましたが、
保育園に入ったばかりの子どもがすぐ熱を出し急なお休みになることも
頻繁に起きました。授業への影響を避けることを考えるだけで精一杯で、
校務などはほとんどできなかった記憶があります。一方で、乳児を預け
て働いているのだから母乳はしっかりと飲ませてやりたいと考え、2歳
になるまで夜間授乳を続けていたので体力的にも精神的にも限界でした。
自身が肺炎で入院するなど仕事復帰後の1年間はいつもふらふらで、今
思い返しても「しんどかった」の一言でした。研究には全く手が回らず、
どうにかデータ収集はできても発表までは至らず、空白の業績表に愕然
とするばかりでした。

多くの方のサポートを得て新しいことにも挑戦を
　ですが、「しんどく」しているのは自分の責任でもあると徐々に気づ
き、少しずつ抱え込まない工夫をするようになりました。聖域と考えて
いた料理は、月に1、2回家事サポートの方に大量の野菜を下調理、冷凍
してもらい、日々の料理はそれを使うことで大幅な時短ができました。
どんなに忙しくても栄養バランスの取れた食事を家族に食べさせている
と思えることは気持ちを楽にしてくれます。また昨年、義母が定年退職
でハーフタイム勤務になり、息子が病気の時の看病やお迎え、ご飯作り
と本当に助けてもらっています。気持ちのやさしい温かい人柄の義母は、
誰よりも頼りになりまた安心できる相談相手です。夫も細かな家事を
色々と受け持ってくれるほか、遊んでも遊んでも体力の有り余っている
やんちゃな4歳の息子の相手をよくしてくれています。
　仕事も、本当に多くの方にサポートしてもらっています。また、可能
な工夫はすべて取り入れるようになりました。休講対策にオンデマンド
授業数回を用意したほか、出席管理や小テスト、リスニング課題、期末
試験などはすべてウェブ上で行い、登録・採点の時間を極力ゼロ化しよ
うとしています。ITが大の苦手でつまずくことも多いのですが、早稲田
総研インターナショナルのスタッフの本当にきめ細やかなサポートに助
けられ、Course N@viもだいぶ活用できるようになりました。細かな
作業ではTAにも活躍してもらっています。
　当初は「効率化」や「休講対策」を目指して導入したオンデマンド授
業やCourse N@viは、より積極的な授業展開の強力な武器となってく
れています。例えば「英語音声学」の授業では、細かな理論説明は繰り
返し視聴できるオンデマンドで行い、授業では発音練習など実践的な内
容を中心に行うことで、学生に向き合う時間が増えたように思います。

　また、復帰1年目は手につかなかっ
た研究にも徐々に時間を割くことがで
きるようになりました。時間がない生
活に慣れたせいか、コマ切れ時間を要
領よく使えるようになり、科学研究費
の若手研究(B)の研究課題が終了した
後は、無事、基盤研究(C)に課題をつ
なぐことができました。授業での様々
な工夫を取り入れた形で研究課題を
設定し、データ収集に取り組んでいる
ため、以前よりも色々な展開を期待で
きるようになりました。その際も、一
人で研究を進めるというよりは、研究仲間やRA、校閲の専門家など多
くの方に助けてもらい、共に進めるというスタイルになりました。
　思い返すと子育て前は、仕事経験をある程度積んできたことで自分の
やり方に固執していた部分もあったように思います。出産前は綿密な計
画を立てスケジュール管理をして仕事に取り組めましたが、幼い子ども
が体調を崩せば立てた予定は全くこなせないという場面にもたびたび直
面します。元来保守的で慣れたやり方が一番な私ですが、それではどう
にもならない状況に置かれたことで、打開策や適応策を模索するよいき
っかけを得たと思います。

最後に
　仕事と家事・育児の両立で一番感じることは、多くの方が協力してく
ださること、そして応援してくださっていることへの感謝の気持ちです。
私は英語英文学科で初めて育児休職を取得しました。校務をこなせない
期間も長く申し訳ない気持ちで一杯でしたが、一方で、職場で一度たり
とも嫌な思いをしたことがありません。それどころか、知らない間に主
任が校務の担当から外してくださっていたり、と常に温かい対応をして
いただきました。また、学科の先生方からいただいた温かい応援の言葉
は数えきれないほどです。仕事と育児の両立は体力的に正直とても大変
ですが、子どもの成長を見られる喜びと、仕事を通じて多くの経験をさ
せてもらえること、多くの方々に支えてもらえることのありがたさ、こ
れ以上の幸せはないと思っています。

多くの方のサポートを得て新しいことにも挑戦を
連載：ワークライフバランス挑戦中！

略　　歴：本学教育学部卒。英国ダーラム大学にて、修士ならびに博士学
位（言語学）を取得。国立大学講師を経て、2003年本学教育
学部専任講師、現在に至る。2012年12月より、杉並区教育
委員会委員。

専門領域：第二言語習得・外国語教育
家族構成：夫と息子１人、月の１／３ほど同居する義母の４人家族


