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進化する大学としての男女共同参画
～早稲田の伝統と誇りを受け継ぎながら～� 男女共同参画推進室長　越川　房子

調査報告書がまとまりました

　早稲田大学の男女共同参画への取り組みは、本学の建学の理念
である「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就(地球市民の
育成)」に基づき、その伝統と誇りを発展的に受け継ぐものです。
男女の別なく、お互いに唯一無二の存在として尊重し合い(地球市
民の育成)、社会とは切り離してそれぞれのユニークな発想を歓迎
し(学問の独立)、活用していく気風(学問の活用)は、まさに早稲
田の男女共同参画の取り組みの核にあるものです。
　男女共同参画とは「男女が、社会の対等な構成員として、自ら
の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会
が確保され、それによって男女が均等に政治的、経済的、社会的
及び文化的利益を享受することができるとともに、共に責任を担
うこと」です。
　早稲田からWASEDAへと、国際的な発展を遂げるには男女共
同参画の実現が欠かせません。一つには、男女が均等に活動に参
画する機会が確保されているかどうかが、その国の大学の先進性
や人権尊重の度合いを推測させる指標となっているからです。ま
た一つには、さまざまな文化や価値観の共存共栄を目指す共生社
会の実現には、いろいろな視点からの意見が平等に尊重され、そ
れらをお互いに共有し、着地点を見出す歩みを止めるわけにはい

かないこと、それが共生社会の実現
に欠かせないものであることを多く
の人が自覚してきたことによります。
　早稲田大学の男女共同参画推進室
は2007年10月に発足し、委員会を
軸として、教育研修、制度環境、広
報調査、サポートセンターの4つの部
会が活動してまいりました。そして
これからも、学内各箇所の協力を得
ながら、本学のすべての構成員が対
等な構成員として尊重されること、構
成員の勉学、研究、就労に関わる環境の改善、多様性を有しバラ
ンスのとれた人的構成の実現などを推進していきます。本学の伝
統と誇りを発展的に継承するWASEDAの男女共同参画推進室と
して、力を合わせて活動を展開していきたいと思います。
　男女共同参画推進室の活動へのさらなるご理解と積極的な参画
をお願いします。
� （2013年10月21日就任　文学学術院教授）
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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

社会科学総合学術院准教授　横野　恵

　2012年3月から特別研究期間を利用して、イギリスのオックスフォー
ド大学で1年間の在外研究を経験しました。特別研究期間を国内で過ご
す選択もあったのですが、せっかく与えていただいた機会なので海外に
行こうと考え、受け入れ先を探して、当時4歳の娘、3か月の息子と私の
3人で行くことにしました。テレビの仕事をしている夫はどうしても東
京を離れられないので、自宅に残りました。夫は普段私以上に育児に時
間を割いてくれているので、一人で子どもたちを連れて行くのには不安
もありましたが、息子が生まれてからの3か月でビザや住まい、保育園
などの準備をバタバタと済ませ、ともかく出発しました。
　オックスフォードは古い建物と豊かな緑が美しい街で、子育て世代が
多く（小学校不足が問題になるほど）私たちにとっても非常に暮らしや
すい場所でした。古い建物が多いためバリアフリー化は日本ほど進んで
いませんが、手助けをしてくれる人が多く、ベビーカーでも困ることは
ありませんでした。
　子どもたちは現地についてすぐに保育園に入りました。息子は初めて
の保育園でしたが、まだ3か月でしたので、とくに文句も言わず（言え
ず）に新しい環境に慣れました。一方、4歳の娘はなかなかなじむこと
ができず苦しみました。保育園だけでなく家庭での環境も大きく変わり、
娘にとって大変なストレスになっていたと思います。私も悩みました。
しかし、この経験は、娘のことをより深く知る機会になったように思い

ます。東京では0歳からお世話になって
いる保育園に何の心配もなく通わせて
いましたが、毎日目の前のことに精一
杯で子どものことを真剣に考える時間
が実は少なかったことに気づかされま
した。娘はその後9月から小学校に通
い（就学が義務になるのは5歳の誕生日
後ですが、4歳の9月から無償で公教育
を受けられるため、ほとんどの子がこ
のタイミングで小学校に入学します）、
帰国まで楽しく過ごしました。日本の
お友達よりも一足早く経験した小学校
での生活は、娘にとってもいい思い出
になっています。
　小さなトラブルはいろいろありましたが、3人揃って無事に帰ってく
ることができたのは、何よりも周りの人々の手助けのおかげです。私が
所属した研究室のメンバーは子育て中の女性も多く、常に子どもたちの
ことを気にかけてくれました。日系の子どもたちが集まるトドラー・グ
ループで知り合った方々にもずいぶん助けていただき、私にとっても子
どもたちにとっても大切な友人がたくさんできました。夫も渡英・帰国
の際だけでなく、休みのたびに何度もオックスフォードまで来てくれま
した。
　海外留学は子育て中の研究者にとって非常に悩ましい問題のひとつで
す。将来のキャリアのために重要な経験である一方で、家族の帯同が可
能かどうか、可能だとしても自分が行きたいというだけで家族を巻き込
んでいいのか、あるいは単身で留学したら家庭に対する責任を放棄する
ことにならないか等々、そもそも留学するかどうかの決断で悩む方も多
いと思います。留学する気持ちが固まったとしても、子どもの保育や学
校、パートナーの仕事との調整などクリアしなければならない現実的な
問題はたくさんあります。
　私たち家族にとっても今回の在外研究は大きなチャレンジでした。子
どもが一緒であるがゆえに、自由にならないこともたくさんありました。
しかし、子どもがいなければしなかったであろう多くの経験や人との出
会いは、私たちのイギリスでの生活を豊かなものにしてくれました。一
緒にがんばってくれた夫と子どもたちに心から感謝しています。

在外研究─家族に支えられて
連載：ワークライフバランス挑戦中！

　2013年7月に、専任教職員を対象に実施した「早稲田大学に関
する意識・実態調査」の報告書がまとまりました。（教職員には
『CAMPUS�NOW�特別号（第3021号）』にて公表）
　調査対象数は、全体で2,209名、教員1,400名（男性1,233
名、女性167名）、職員809名（男性626名、女性183名）。回
収数は、全体で809票、教員388票（男性317票、女性71票）、
職員421票(男性302票、女性119票)、有効回収率は、全体で
36.6%、教員27.7％（男性25.7%。女性42.5%）、職員52.0%
（男性48.2%、女性65.0%）という結果になりました。とりわけ

職員からの回収率が高く、関心の高さがうかがえる結果となりま
した。残念ながら教員からの回収率は前回調査を上回ることがで
きませんでしたが、女性教員のみでは42.5%と高い回収率となり
ました。性別年齢別では、教員・職員ともに若年層からの回収率
が高く、60歳以上男性からの回収率が最も低い結果となりました。
　認知度の変化について、男女共同参画推進室（2007年10月設
置）、ワークライフバランス・サポートセンター（旧キャリア初期
研究者両立サポートセンター（2008年9月設置））、相談窓口の認
知度が上がったことがわかりました。男女共同参画宣言について
は、毎年推進室が発行しているリーフレットに抜粋を掲載してい
るものの、発表から6年が経過し内容まで知っているという教職員
が減っていることがわかりました。
　このほか、「男女共同参画」は自分が働くうえで重要なことである
と感じている教職員は5割を超えているものの、達成度について
は、「達成されている」と感じている教職員は全体で1割に届かず、
特に、女性教員に至っては「達成されていない」「あまり達成され
ていない」との評価が7割を超えました。早稲田大学の男女共同参
画はスタート間もないというのが教員・職員の共通の認識であり、
さらなる男女共同参画の取り組みの必要性が明らかになりました。
　また、ワークライフバランスについて、職員では、家庭責任と
職場の中核を担う40歳代で男女ともに、仕事と家庭のバランスに
課題を抱えており、教員では、39歳以下の男性の78%が「家に図１　認知度の変化 *前回(2008)調査時は、「キャリア初期研究者両立サポートセンター」
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ワークライフバランス・
サポートセンター*

相談窓口

▲ ダイヤモンド・ジュビリー(女
王即位60周年)を祝うピクニック
に参加しました

▲ オックスフォード大学図書館ラドクリフカメラの前で

略　　歴：1997 年早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院法学研究科
修士課程修了、同博士後期課程退学。早稲田大学法学部助手、
日本学術振興会特別研究員（PD）を経て2006年早稲田大学社
会科学部専任講師、2011 年より現職。

専門領域：医事法・英米法
家族構成：夫と娘（6 歳）、息子（2 歳）の 4 人家族
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男女共同参画推進委員会
2013年8月に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と共に「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。10月より４期目に入った男女共同参画推進委員会は、このプロジェクトと連携して大学の女性構成比率向上や環境改善などに取り組みます。
�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)・木村和夫（人事部長)・◎越川房子（文学学術院教授)・齋藤美穂（男女共同参画
担当理事/人間科学学術院教授)・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)・白井由美（キャリアセンター課長)・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)・細井肇（理工センター技術部技術企画総務課
長)・村田晶子（文学学術院教授)・○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
新任教員や新入職員にはセミナーや研修にて、�新入生にはCourse�N@vi「わせだライフＡＢＣ」にて、�男女共同参画について学ぶ機会を提供しました。また、2013年10月
には医師の若杉なおみ教授による講演会を開催、参加者とともに、「性差（ジェンダー)とは何か」ということを考えました。

�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（キャリアセンター課長)・内藤順子（理工学術院専任講師)・橋田朋子（理工学術院専任
講師)・◇矢口徹也（教育・総合科学学術院教授)・弓削尚子（法学学術院教授）・米内達也（教育システム課職員)

制度環境部会
「Waseda�Vision�150」の数値目標の実現に向けた制度や意識の面での改革に取り組み、�学内の男女共同参画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。�2013
年度は、前年に引き続き中堅の女性専任職員懇談会を開催、懇談結果を取りまとめ人事課に提出しました。また、理工学術院との懇談を行いました。

�部会委員� 浅倉むつ子（法学学術院教授)・川島いづみ（社会科学総合学術院教授)・阪本成樹（アジア太平洋研究科・センター職員)・志熊万希子（学生生活課職員)・棚村政
行（法学学術院教授)・藤本さつき（学生部障がい学生支援室課長)・◇村田晶子（文学学術院教授)

広報調査部会
2013年7月に教職員全数調査を実施、報告書を作成しました。また、「さんかくニュースNo.10」の発行に続いて、No.11(今号)の編集作業を完了。2013年度用リーフ
レットを作成したほか、『キャンパスハンドブック』『学生対応ハンドブック』『理工の達人』など他箇所発行の冊子等の編集に協力しました。

�部会委員� 折井麻美子（教育・総合科学学術院准教授)・草柳千早（文学学術院教授)・崎山裕子（研究推進部研究院担当事務部長)・笹渕洋子（図書館総務課職員)・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（文学学術院事務所職員)・余語琢磨（人間科学学術院准教授)

サポートセンター部会
「メール力アップ講座」などのスキルアップを目指す講座のほか、「ワークライフバランス講座」「介護セミナー」などの講座も開催し、いずれも好評でした。相談については専
属の相談員が多岐にわたる内容に対応しました。

�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）・田口素子（スポーツ科学学術院准教授)・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技術企画総務課長）・湯澤圭子（所沢総合事務センター職員)

第4期委員会の委員・部会委員の任期 :２０１3年１０月２１日～２０１5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2014年 4月現在）活動報告 （２０１3年度）

　男女共同参画推進室ワークライフバランス・サポートセンターでは、
本学教職員・学生のみなさんのキャリア形成やワークライフバランスの
支援のため、さまざまな講座や交流会を開催しています。
　2013年11月28日には、NPO法人コヂカラ・ニッポン代表の川島
高之氏を講師に招き、「ワークライフバランス講座─大人生活を充実させ
るヒケツ」を開催しました。川島氏は、会社社長職にありながら、NPO
法人代表も務め、まさに子育てとキャリアの両立を体現してきた方で、
「『男も女も家庭や子育て』、『仕事もバリバリ』、『地域や社会に貢献』の
三つを軸に人生欲張って楽しもう」と、経験に基づいた説得力のある話
に、参加の学生からは、「Work、Life、Social�すべてに力を入れるとう
まくいくという視点は今までになかった考え方だ」「就�“社”�ではなく就�
“職”�というのは本当にそうだと思った」「子育ては義務ではなく権利、
私たち未来の社会人へのメッセージに感銘を受けた」といった感想が寄
せられました。 　また、2014年1月16日には、「これからの介護を考える」をテーマ

に、NPO法人パオッコ理事長の太田差惠子氏を講師に介護セミナーを開
催、将来に備えて勉強したいと多数の参加がありました。講師自身の20
年にわたる取材活動を通じた実際の介護事例の紹介と、「介護は戦略を立
てて考えることが大切」というメッセージから、普段なかなか考えるこ
とのない「介護」について、参加者からは「全体的な見通しがついた」
「考えることを避けてきたが、現実的に考えられ気持ちが楽になった」と
いう声が寄せられました。
　この他にも、キャリア形成を支援するため、メール力アップ講座やプ
レゼン力アップ講座などスキルアップを目的とした講座も開催していま
す。開催した講座やセミナーの模様はDVDに収録しており、サポート
センターで視聴できますので、ぜひ、ご利用ください。（予約方法などの
詳細は推進室Webサイトにて）。

各種講座・セミナーを開催しています

▲男性の参加者が多かった介護セミナー

▲「ワークライフバランス講座」ワークショップにも真剣に取り組みました

　2013年10月18日大隈記念講堂小講堂において、筑波大学生命
環境科学研究科  環境ディプロマティックリーダー育成プログラム

教授で小児科医師の若杉なおみ先生を講師にお迎えし、講演会を開
催しました。豊富な臨床のご経験と医学的・生物学的データをもと
にしたお話に、改めて性差とは何かと自問するきっかけとなりまし
た。参加者 か ら は、「 性 に よ る 差異 は あ る が、優劣 で は な い」
=Different, but Equal、 差異が差別の根拠になってはいけない、差
異を意識しながらの平等であるべきだ、産む性とは女性だけではな
く、受精卵がつくられる過程には男性も必要であり、男性も子ども
を産む主体であること、産み育てるほとんどの部分の責任と権利を
持つのだ、という視座をもって、子育てを楽しんでいこうというお
話が印象的であったという感想が寄せられました。

◀人口問題の両極にある
「人口爆発」と「少子化」
は、いずれもリプロダク
ティブヘルスとジェン
ダーの概念に関わる重要
な問題

「人口・リプロダクティブヘルス・ジェンダー
　　　　　　～産む性・育てる性と私の人生～」を開催しました

　理工学術院(理工センター)が、2013年9月に理工３学部ならび
に理工学３研究科に在籍する女子学生を対象にWaseda-net�portal
を使ったアンケートを実施。また、10月には理工系女子学生を招い
て座談会を開催しました。
　アンケート結果からは、多くの女子学生が教育や研究内容、学生
生活に満足しており、後輩にも在籍する学部・研究科への進学を勧
めたいと思っていることがわかりましたが、その一方で、女子学生
向けの施設や設備の不足について不便を感じている様子もうかがえ
ました。また、魅力ある女性の先輩や教員と知り合う機会がもっと
あり、将来のロールモデルをもっとたくさん知ることができればと
いう回答が多数ありました。

　座談会でも、施設面での改善を希望する声が多く、アンケートと
同様に理工系の先輩女性研究者からキャリア形成について相談した
り話を聞く場を求める声もありました。

　2013年7、8月に、男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジ
ェクトの職員メンバーが中心となり、早稲田・戸山・西早稲田・所
沢キャンパスのすべての女子トイレと多目的トイレについて、調査
しました。調査の内容は、清潔感があり利用しやすいかどうか、老

朽化していないか、和洋の別、個室の数など。女子トイレは、近年
の女子学生数の増加に比して数が足りず、古いトイレは利用しにく
いため、キャンパス企画部へ調査結果を提出し、改善が必要な場所
については迅速な対応を申し入れました。

▲理工女子学生座談会の様子
　2013年10月18日、西早稲田キャンパス55号館第4会議室にて

❖❖ 理工女子学生へのアンケート実施・座談会開催 ❖❖

❖❖ 女子トイレの実態を調査しました ❖❖

▲和式トイレ ▲古くても水道の蛇口
は自動水栓に改修済

▲建物は古くても、改修され、明るく清潔感
のあるトイレ（写真はパウダーコーナー）
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いても仕事のことが気になってしかたがないことがある」と回答。
また、40歳代以降の女性の7割程度が、「仕事が原因で家族と一緒
にすごす時間が十分とれないでいる」「家にいても仕事のことが気
になってしかたがないことがある」と回答するなど、家庭よりも
仕事に偏っていることがわかりました。そして、教員・職員とも
に、制度ができ育児・介護中の教職員の仕事の負担が軽減されて
も、〈代わりに〉〈誰が〉〈どのように〉その仕事を担うのかという
点で多くの課題を抱えていることがわかりました。
　『2013年度早稲田大学の男女共同参画に関する意識・実態調査
調査報告書』をご希望の方は、若干在庫がございますので、男女
共同参画推進室（sankaku-office@list.waseda.jp）までお問い
合わせください。

図２　本学の男女共同参画は自分が働く上で重要なことである
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　早稲田大学は、創立150周年を迎える2032年までの中長期計画として、「Waseda�Vision�150」を2012年11月に発表しました。このビ
ジョン達成のためのプロジェクト(PJ)の1つに「男女共同参画・ダイバーシティの推進PJ」があります。男女共同参画推進委員会の委員・部会
委員を中心に、現在、教員13名(オブザーバー含む)、職員15名がPJメンバーとして活動中。2013年度は計4回のPJ会議を開催しました。

男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト活動報告

講演会

Waseda Vision 150


