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Waseda Vision 150：男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト

シンポジウム「大学における男女共同参画の現状と課題」を開催しました

女性研究者座談会　理工系女性のキャリア・ライフプラン

─理系に進学した動機は？　研究の道に進んだきっかけは？

山田：ものづくりが好きだったのと理数系の科目が得意だったの
が、建築学科を目指したきっかけでした。理工系といっても建
築学は芸術や思想などの文系領域も幅広く学ぶことができ、興
味深かったです。研究者を目指したのは自然な流れでした。も
ともと自然素材を使った家造りに興味がありました。学部4年の
時に卒論テーマとして土壁の材料についてを選んだのですが、こ
れがとても奥深く、研究にはまって今に至っています。

緒方：実は、国語が苦手だったというのが理系に進学した理由で
す。博士学位取得まで熊本県立大学にいたのですが、ちょうど
大学入学の頃に諫早湾干拓事業の見直し問題が起こり、テレビ
でよく見た環境調査の研究者が自分の大学にいると知って研究
者に憧れました。環境問題に興味があり、熊本では黄砂の研究
をしていました。東京では、森林域や富士山のエアロゾルをテー
マにしています。

　8月1日、大隈会館会議室にて、Waseda Vision 150「男女共同参画・ダイバーシティ
の推進」プロジェクトの第１弾として、シンポジウムを開催しました。齋藤美穂理事の開
会挨拶に続き、東北大学男女共同参画委員会副委員長の米永一郎先生より「男女共同参画
100年の東北大学─その現状と課題─」の演題で、東北大学の先駆的な取り組みの数々を
ご紹介いただきました。続いて、浅倉むつ子法学学術院教授から「男女共同参画と学術の
発展─高等教育におけるジェンダー視点の有用性について─」のテーマで学術の世界にお
ける男女共同参画の重要性について解説があり、それぞれの講演終了後には熱心な質問が
相次ぎ、活発な意見交換の場となりました。最後に橋本周司常任理事が、女性活用の目的
は単なる人的不足解消のためでもヒューマニズムのためでもなく、もっと積極的な意味で、
早稲田大学がより発展するために優秀な女性の活用が必要なのではないか、と締め括りま
した。

＊2012年11月に早稲田大学が発表した「Waseda Vision150」は、創立150周年を迎える2032年度までの中長期計画で、男女共同参画に
ついても数値目標を掲げて取り組む姿勢を示しています。

　日々、圧倒的多数の男子学生や男性研究者に囲まれている理工系の女性研究者にお集まりいただき、今の道に進んだきっか
け、キャリアやライフのプランニング、研究と家庭の両立、ロールモデル等について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）。
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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

文学学術院教授　伊東　一郎

　我が家は一時まるで私設老人ホームのようでした。私たち夫婦が介護
という問題に最初に直面したのは、互いの両親が健在な状態で1995年
に結婚した 4 年後の 1999 年 9 月末日のことでした。介護保険制度が
始まる直前に訪問看護ステーション作りの仕事で多忙を極めていた義母
が、左視床下部の脳内出血で職場に倒れ病院に担ぎ込まれました。対応
が早かったため奇跡的に一命を取り留めましたが、救急病院からリハビ
リ病院へと転院し治療を続けた６ヶ月間に、皆で相談を重ね義父が希望
した在宅介護を決めました。義母は 62 才でしたが、義父は 77 才で逆
転老々介護を任せ切れる年齢ではありませんでした。
　私たちは妻の実家がある埼玉県内に居を構えていましたが、義父母の
家に同居することを決めました。2000年4月１日に介護保険制度が始
まると同時にその初日から要介護５の適用者としてサービスを受けるこ
とになったので、義母は「自分のための制度を作ってきたみたい」と言
われたものです。その際に私たちがとったのは介護を日常生活の延長と
考え家族でできることはやり、かつ利用できるサービスは何でも利用し
よう、というスタンスでした。義父もやる気でいましたし、妻は当時専
業主婦でしたが、介護を全面的に任せるつもりはありませんでした。皆
でできることを一緒にやっていくのが介護する者にも介護される者にも
一番いい、と考えたからです。当時はまだ元気で介護要員だった義父も
いずれはもっと高齢になるわけですし、当時健在だった私の両親も父が
79 才、母が 75 才で同じような状況が予想されえたからです。
　こうして私たちの介護生活はまさに介護保険制度の施行とともに始ま
りました。初めての制度なので行政側もこちら側も手探り状態という印
象でした。義母の仕事の関係上、幸いにも相談できる人が多数いたおか
げで、良き主治医、ケアマネージャーに巡り合い、在宅介護が始まりま
した。
　義母は右半身不随、高次脳機能障害という状態で車いす生活を送るこ
とになりました。食事も利き手が使えず介助が必要、風呂もトイレも全
面介助が必要という状態で、これは今も変わりません。生来こだわりの
ない性格の義父と私はこれらの労働には抵抗がありませんでした。
　そうこうするうちたまたま、2007年に同じ市内に家を建てることに
なり、完全バリアフリーの平屋を建てました。老人の事故は転倒による
ものが多いと考え、自分たちの将来をも考えてのことでした。妻のグラ
ンドピアノを実家から移し、２人の音楽関係の書籍や楽譜CD等を集め
音楽室としました。音楽療法士の資格を持つ妻はフルートとピアノを演
奏し、グリークラブのOBであった私は妻の勧めもあり妻と市内のピア
ニストとトリオを組んで埼玉県の音楽ボランティアに登録をしていまし
た。このグループで近隣の福祉施設を訪問する機会を得られたことは、
医療や福祉現場での音楽の力を実感するよいきっかけとなりました。
　一方私の両親は独身の弟と 3 人で神奈川県に住んでいました。父は
2007年に米寿の祝いを無事終え、寡黙になったとはいえ元気でしたが、

2008年の年明けに突然駅前で転倒事故を起こし病院に担ぎ込まれまし
た。脳梗塞でした。退院後、次第に元気をなくしていった父が心配にな
ってきた頃、何と間がよいことか我が平屋に隣り合った土地が空きまし
た。それなら隣に家を建てたら？と妻が提案したら、賛成し移ってくる
ことになりました。バリアフリーの平屋を建てることをアドバイスし、
その通りの家が建ちました。庭からすぐお互いの家に行き来できるよう
にし、こうして隣り合った家に老人 4 人がその子ども 3 人と暮らす、2
軒で一家族のような新生活が始まりました。
　母はいたって元気でしたが、当時弟は不定愁訴を訴えて病院を転々と
していました。食が次第に細くなってきた父のために妻は様々な料理を
考えて運び、料理とは無縁だった弟にも料理を教え込んでくれました。
幸い義父母と実父母はそれ以前から仲がよく、茶飲み友達が隣に住んで
いるような生活でした。それは２年余りと短い期間でしたが、皆でお茶
を飲んだり唱歌を歌ったり公園にある山に登ったりと、楽しい晩年だっ
たのではないかと思います。
　その後実父は2010年5月に誤嚥性肺炎で入院し、要介護２だった義
父はその年末に緑内障が進んで視力を殆ど失い、介護要員から被介護人
となりました。義父は翌 2011 年 10 月にやはり誤嚥性肺炎で入院し、
その月末に胆管癌で亡くなり、実父は1年半の入院後最後は要介護５で、
同じ年の年末に後を追うように亡くなりました。88 才と 92 才でした。
この間は家での義母の介護、2 つの病院での 2 人の父の付き添いが重な
り、思い返せば二度とできないであろうほど大変でした。こうして一時
4 人の老人と暮らしてきた私たちには要介護４の妻の母 75 才と、今も
元気な 88 才の母が残されました。介護生活はまだまだ続きそうです。
　夢中で十数年を送るうちに私も 60 代半ばとなり、その間大学では迷
惑をかけながらも同僚に全面的に支えられ、おかげさまで何とか仕事を
続けてこられました。介護は大変ですが、幸いにも家には人手があった
ので続けることができ、私のような不器用な者でも経験が蓄積されてい
きます。介護をされている方は学内にも少なくないはずですが、教授会
の議案でも介護の問題はおもてに見えにくい現状です。介護の状況はそ
れぞれが異なり、また先が見えない。そのことが周囲の理解を得られぬ
まま個々の教職員を孤立させ、追い込んでいるとしたら大きな問題です。
支えあいながら問題を共有し、語り合え、蓄積した情報を伝え合えるよ
うなシステムが大学にもぜひ必要なのではないか、と切実に思う今日こ
の頃です。

私設老人ホームとなった我が家
連載：ワークライフバランス挑戦中！

本シンポジウムの模様は、Course N@vi 「男女共同参画推進室提供講座」から視聴できます（本学教職員・学生のみ）。

参加者
●緒方　裕子　理工学術院助手（創造理工学部環境資源工学科）

熊本県立大学環境共生学部卒業、同大学院環境共生学研究科博士前期・
後期課程修了、博士（環境共生学）取得。2011年4月より現職

●小松　睦美　高等研究所助教
本学教育学部理学科地学専修卒業、東京大学大学院理学系研究科地球惑星
科学専攻博士課程修了。博士（理学）取得。NASAジョンソン宇宙センター
夏期研修生、ハワイ大学地球物理惑星科学研究所客員研究員、日本学術
振興会特別研究員を経て現職。小学生 2 人の母

●所　千晴　理工学術院准教授（創造理工学部環境資源工学科）
東京大学大学院工学系研究科地球システム工学専攻博士課程修了。
博士（工学）取得。本学理工学部助手、専任講師を経て現在に至る。
小学生と保育園児の2人の母

●山田宮土理　創造理工学研究科建築学専攻　博士後期課程4年
本学理工学部建築学科卒業、同大学院創造理工学研究科建築学専攻修士
課程修了。修士（工学）取得

▲2013年7月10日、ワークライフバランス・サポートセンターにて
　左から所准教授、山田さん、緒方助手、小松助教

▲東北大学金属材料研究所
　米永一郎 教授　

▲本学法学学術院 
　浅倉むつ子 教授

略　　歴：本学大学院文学研究科博士課程単位取得退学；国立民族学博物
館助手；早稲田大学文学部専任講師、同助教授を経て現職

専門領域：ロシア文学・文化史、スラヴ比較民族学
家族構成：妻と義母、みなしご猫 6 匹、隣の家に母と弟
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　「Waseda Vision 150」をめぐるキーワードとして、「ダイバー
シティの推進」があります。ダイバーシティ（＝「多様性」）を、大
学がなぜ推進するのでしょうか。その理由は、似通った画一的な経
験を持つ人たちだけで構成している社会からは、新しい発想やチャ
レンジ精神が生まれにくいからです。時代が変化する中で、これか
らの大学には、社会の公共的な課題や困難に立ち向かう想像力や構
想力を身につけた豊かな人材を育成していくことが求められていま
す。その要請に応えるためにも、ダイバーシティは重要です。性別
や国籍、障がいの有無などをめぐる多様な人々が、大学という場で、

異なる立場や背景をもつ他者と議論を交わし、共同研究に取り組ん
でこそ、現状を未来志向で作り替え、改善していくような研究・教
育の原動力が生まれるのです。世界の多くの大学も、ダイバーシテ
ィを実現するためのアクションプランに取り組んでいます。早稲田
大学にも、「男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト」が
発足しました。早稲田大学が、これからどのようにしてダイバーシ
ティを実現していくのか、期待したいと思います。
 （法学学術院教授　浅倉  むつ子）

所：私も高校時代、理数系と社会
が好きでした。理数系の科目は身
の回りの現象のしくみがわかり、
発見があります。当時は、理科や
数学であれば客観的な答えが必ず
一つあるということにスッキリ感
を覚えていて、自分は根っからの
理系人間で答えがいくつも存在す
る文系には向かないと思っていま
した。話は少し逸れますが、いざ
研究の道に進んでみたら、実は理
系も文系と同じく答えが必ずしも

一つとは限らない、研究者によってもアプローチの仕方によっ
ても答えが違うということがわかり、これは大きな発見でした。
小松：私も所先生に同感です。結局、理系も答えは一つではあり

ませんよね。私は小さい頃から宇宙や星が大好きで、大学に入
ったら宇宙のことを勉強したいと思っていました。研究者にな
ると、はっきり目標にしていたわけではなかったのですが、大
学院に進んで専門の研究に没頭しているうちに、どんどんのめ
り込んでいて、気づいたら研究者になっていました。

─研究の道に進まれてから、想像と違っていたことや大変だっ
たことなどありましたか？

緒方：修士課程進学時は、同じ専攻に同期が何人かいたのですが、
博士課程へ進学する頃には皆就職して同級生がいなくなりまし
た。周囲に博士課程の学生も少なく、研究のことを相談できる
人が少なかったのが大変でした。また現在の研究テーマは富士
山頂での観測があり、当然、泊まり込みや徒歩登山が必要にな
ります。初めは心配だったのですが、登山サークル所属の学生
や登山が得意な先生が一緒で、なんとか登れました。でも登っ
たら登ったで、台風の影響で予定より早く下山するなどという
ことがあったり、自然が相手の難しさを感じます。
所：私の頃は今より女子学生が少ない時代でしたが、女性が少な

いから不便というのはなかったですね。大学に入学した時から
女性が少ないことはわかっていましたから、自然と環境に慣れ
ました。でも、自分とは異なる分野でも理系女性研究者の先輩
に出会うと、とても嬉しかったです。「キャリアパスが見えない」
という不安は、研究者であれば皆さんお持ちかもしれませんが、
私自身もパーマネントの職につくまでは、来年はどこで何して
いるのかわからない状況だったので不安でした。
小松：現在も任期付という立場なので、そういう不安はあります。

節目、節目で、このまま研究を続けるか否かという選択を迫ら
れる不安はあります。大学
院に進む時、研究職に就く
時、子どもを産む時、と何
度も経験してきました。で
も、何とかなってきたせい
か、今度も何とかなるのか
なという心境になっていま
す。女性であることで、む
しろ男性よりストレスに強
くなれた気がします。自分
のまわりの女性研究者を見
てもそういう人が多いよう
に思います。

山田：今、博士学位を取るために頑張っているのですが、学位取
得後の進路が決まっていないので不安はありますね。でも、こ
こまできたので、不安になったり迷ったりせず進路は成り行き
に任せて、今は良い論文を書くことに集中したいと思っています。
小松：気持ちがぶれないのはとても良いことですね。
山田：研究に集中できる楽しい時

期でもありますし、学生最後の
年になると思うのでやり遂げた
いです。
所：進路の選択は、運やタイミン

グがあることなので、悩むより
今の自分のクオリティを上げる
ことに専念して、チャンスを掴
むための準備をする、というの
は素晴らしいことですね。

─お子さんの話が出ましたが、ライフプランについては、どの
ようにお考えでしたか？

所：小学校のときの将来の夢が「お母さん」で、子どもが大好き
で「育てたい」という気持ちがありました。どうしたら仕事と
両立できるか、ということが常に頭のどこかにあったような気
がします。1人目はポスドクの時に産みました。本当は、研究の
成果を出さなければいけない時期だったのですが、学位取得の
後で、少し余裕があり出産を考えました。その後は忙しく、し
ばらく考えられなかったのですが、研究室を持って少し落ち着
いた頃に2人目を産みました。でも、事前に学科や専攻の先生た
ちに代講をお願いしたり、研究室の運営に支障のないよう手配
したり、いろいろ大変ではありました。
小松：簡単そうにおっしゃっていますが、研究室をお持ちなので学

生さんの指導には大変な努力をされたのではないでしょうか。私
は子どもが 2 人いますが、日本学術振興会のポスドク中に 1 人
目を出産し、続けてRPD (Restart Postdoctoral Fellowship)
というポスドク中に2人目を出産しました。学振RPDとは、子
育て中の研究者を支援するための制度です。RPD採用中は、後
輩の女子学生から、この制度について質問されることも多かっ
たので、若い方も出産というライフプランをしっかり考えてい
るのかなという印象を持ちました。
山田：お二人は前向きに仕事と子育ての両立をなさっていらっし

ゃいますが、これだけは大変だったというようなことはありま
すか？
所：そうですね、子どもは生ものなので(笑)、言うことを聞いて

くれないこともあれば、病気をすることもあります。一番大変
なのは、出張で家を空けるときのやりくりですね。夫が海外赴
任中のため両親に手伝ってもらっていますが、食事や身の回り
の世話など物理的なフォローはできても精神的なフォローは難
しいですから、子ども達が寂しがっている中で出張しなければ
いけない時は心が痛みます。でも出張なしのこの仕事はあり得
ないですから、子どもに寂しい思いをさせているという思いが
あってこそ、短期間に集中してメリハリをつけて仕事ができる
という面もあります。
小松：私の両親は少し離れたところに住んでいるので、出張の時も

なるべく夫婦でやりくりをしていますが、子どもにとって「母親
じゃないと」という時もあるので、申し訳ない気持ちになること
もあります。でも、時間的な制約がある分、出張の時だけでな
く普段から仕事を早く終わらせることを意識しています。時間の
使い方は自分の頑張り次第というところがあるように思います。

─仕事も家庭も両立しながらのお話が出ていますが、これまで
ロールモデルとなった方などはいらっしゃいましたか？

小松：私の研究分野は女性研究者が少ないので、なかなか身近に
いません。アメリカでの研究活動が多いのですが、アメリカで
もなかなか、研究と家庭を両立して子育ても経験している方は
少ないように思います。
所：最近、ロールモデルという言葉が流行っていますよね。ロー

ルモデルを紹介することを否定するつもりはないのですが、昔
は、近所のお姉さんのような、もっと自分に身近な人の人生を
参考にして、自分の生き方を決めたり人生について学んだりし
ていたように思います。でも最近は、まったく面識のない人の
限られた成功談を参考にしているように感じます。人生の選択
というのは、その人のバックグラウンドや考え方の上に成り立
っているので、ロールモデルの人生のどこか一部分だけを切り
取って真似をすることはできないと思うのです。もっと自然な
お付き合いの中で、生き方を参考にできるように、場やコミュ
ニティを作ることが必要ではないでしょうか。
小松：環境は良い方向に進んでいますよね。今回の座談会のよう

な場があるのも良いことだと思います。

─最近、西早稲田キャンパスも女子学生が増え、ずいぶん華や
いだ印象がありますが。

山田：建築学科は新入生の4割くらいが女子らしいですね。私が1
年生の時はまだ2割くらいだったので、この数年でずいぶん変化
があったようです。
所：環境資源工学科も、以前は１割程度だった女子学生が２割く

らいになりました。
緒方：私の所属する研究室も、最近は毎年女性が入るようになり

ました。女性が研究室にいるかいないかで、雰囲気が変わるこ
とも多いように思います。

所：それが組織の中で、男性と女性のバランスが求められている
ところですね。私自身は男性が多い環境にあまり違和感を覚え
なかった方ですが、最近は女性用のトイレもきれいになり、良い
雰囲気になってきています。良い方向へ行っていると感じます。
小松：出身の教育学部は、理系でも比較的女性がいる環境でした。

早稲田の学生さんは、他大と比べて社交的なタイプが多いです
ね。東大の大学院に進み、早稲田に戻ってきた時、本郷とは違
うなと感じました。器用というか、何にでも挑戦できるという
か。頼もしいですね。

─分野は異なりますが、山田さんと緒方さんは、先輩のお話を
聞いていかがでしたか？

山田：女性研究者として活躍している方にお目にかかれて参考に
なりました。ちゃんとやることをやっていれば先が見えてくる、
という希望が湧いてきました。また、このワークライフバラン
ス・サポートセンターに授乳室などの設備があることがわかり、
子どもを持ったときに活用できるのかなと参考になりました。

小�松：このような施設は、実際使
う機会が無かったとしても、頼
れる存在があると知っているだ
けで気持ちが楽になる面もあり
ますね。

緒�方：今まで大学に授乳室とか、こ
ういった施設があるとは知りま
せんでした。熊本には無かった
ので、ずいぶん進んでいるとい
う印象です。また、これからも
研究者の道をあきらめずに頑張
っていきたいと思います。

座談会後記

「ダイバーシティ」って何？

好きなこと、興味があることを追い求めているうちに研究者になっていたと、全員が共通して話されたのが印象的でした。またご苦労も多
い中、日々成果を挙げることを意識し、さらなる高みを目指されている皆さんの仕事や研究に向かう姿勢に、大変触発されました。

　2013年7月15～31日、任期の定めのない専任教職員2,209名（教員1,400名、職員809名（2013年6月1日在籍者））を対象に、「早
稲田大学の男女共同参画の意識・実態調査」を実施しました。回収した調査票は全体で 808 票（教員 387 票、職員 421 票）有効回収率は教員
27.6％、職員52.0％となり、調査にご協力いただいた方に深く感謝いたします。調査結果の報告につきましては、年度内の公表を予定しています。
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