
　早稲田大学では2007年の男女共同参画
宣言以来、その実現に向けて、男女共同参
画推進委員会が学内の諸箇所と協力しなが
ら、様々な活動を実践してきました。また
2012年に発表された中期計画Waseda 
Vision 150は、男女共同参画およびダイ
バーシティの推進を達成すべき課題として
位置づけ、2032年までに女性比率を学生
50％、教員30％、職員50％とすること

を掲げています。現在の女性比率が学生36％（2014年5月1日現在）、
教員12％（同）、職員34％(2014年6月1日現在)ですから、目標値の
達成には相当な努力が求められることになります。
　しかも昨年、Waseda Ocean 構想がスーパーグローバル大学創
生支援プログラムに採択されましたので、外国人の学生や教職員の受
け入れをさらに進めて、大学のグローバル化を10年以内に実現せね
ばなりません。早稲田大学は古くからアジア地域の留学生に門戸を開
放し、1939年には初めて4人の女子学生を受け入れました。2014
年度には約1万9000人の女子学生と約4800人の留学生が学んでい
ます。本学は長きにわたりダイバーシティやグローバル化を目指して

きたといってよいでしょう。
　日本は1999年に男女共同参画社会基本法を施行しましたが、男
女平等を示すジェンダーギャップ指数は2014年に142カ国中104
位で、先進国では最下位です。その要因は政治的意思決定へ女性の参
加機会がきわめて少ないことにあります。この数値は日本の文化的環
境のなかで女性の決定過程への関与がいかに難しいかを示していま
す。本学でもダイバーシティを推進する際に考えるべき課題でしょう。
　個々人が十全な生活を営むためにはワークライフバランスが不可欠
です。また大学は多様な生が共存しうる社会の構築に向けた知の創造
と人材育成という使命を担っています。それは男女のみならず異なっ
た背景や視点をもつ人々が議論や決定に参加するところでしか実現で
きません。すべての人々に能力を発揮できる機会を保障し、そのため
によりよい環境を整えていくことによって、大学は進化できるはずで
す。男女共同参画やダイバーシティの推進に異を唱える人はいません
が、いざ実行するとなるとデリケートな問題が出てきます。
　みなさまとともに早稲田大学ならではの参画のあり方を考え、一歩
でも目標に向かって進むことができるよう努めたいと思っておりま
す。ご理解とご協力をお願いいたします。
 （2014年11月8日就任）

　昨年、ライフデザインの授業の中で、30代の卒業生が学生たちに
次のようなメッセージを送ってくれました。
　「女性が男性と一緒に働くという環境を作り上げていったのが私た
ちの先輩の世代であるのなら、私たちの世代は、働く女性も男性も、
家族と共に夕ご飯を食べられる環境を作っていきたいと思う。みなさ
んたち後輩の世代では、それが当たり前のようになっていてほしい」
　彼女は、報道に従事し、同時に今、夫と協力して子育ての真っ最
中。多忙な仕事をこなしながら生活を大切に考える卒業生の気持ちを
象徴する言葉でした。学生たちは OG からの温かいメッセージに感激
し、私も先輩の志が後輩へと引き継がれる場面に立ち会えたようで嬉
しく感じました。
　近年、「男女共同参画」は言葉として徐々に定着しつつあります。
早稲田の卒業生の就職状況も、数字上は機会均等を反映したものとな
り、実際、あらゆる分野で男女がともに活躍しています。
　しかし、女性の就業継続には未だに多くの障壁がありますし、男性
中心の過酷な労働現場が多いのも現実です。そもそも、男女共同参画
や子育て支援政策とは、「女性もこれまでの男性のように働きましょ
う。子どもは産んでください、そのための支援は考えていきます」と
いう意味ではないと思います。現在、問われているのは、新たなワー
クライフバランスのとり方、さらにはワークシェアリングの具体的な
姿ではないでしょうか。

　男女共同参画の観点から早稲田大学の
歴史をたどってみると、明治期に女子高
等教育の必要性を説き日本女子大学校の
創立委員長をつとめた大隈重信、キリス
ト教的人道主義の立場から女性解放を説
いた安部磯雄、大正期に文部大臣として
高等女学校生徒の大学入学を諮詢した高
田早苗などの姿があります。彼らは時々
の政策に左右されず、信念を持って社会
に向き合い、時代を前進させた先達でした。
　早稲田大学の男女共同参画推進室は、本学の歴史をふまえ、学生、
教職員がそれぞれの学び方、働き方、暮らし方について考え、それら
をよりよいものにしていくことを使命として設置されました。2007
年の発足から、教育研修、制度環境、広報調査、サポートセンターの
4つの部会を中心に活動をすすめ、男女共同参画に関する授業、公開
講座、交流会の開催、教職員調査の実施、相談窓口の開設等によっ
て、構成員の声を環境や制度の改善に反映してきました。
　これからも、多くの方々のご理解とご協力を得て、ともに考え、進
めていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
 （2014年9月21日就任）
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　2014年の夏休み中に出産し、10月から研究を再開しました。現
在は、夫が育児休暇を取って、子供の面倒を見ています。まだ子ども
が小さく、私が毎日学校に来ても母乳を与え続けたいと思っていたと
ころ、所属研究室でご指導いただいている齋藤章教授から西早稲田キ
ャンパスに搾乳室があることを教えてもらい、利用し始めました。
　西早稲田キャンパスの搾乳室は明るくてきれいです。消毒ケース、
レンジ、アルコールジェル、空気洗浄機、ヒーターなどが完備され、
落ち着いて搾乳できます。私にとっては初めての子育てで、育児に関
して、いろいろな不安がありますが、男女共同参画推進室では、やさ
しく対応してくださいます。例えば、日本における保育園の申請など、

誰に聞いてよいかわからないことなどは、子育て中の職員さんからご
自身の経験をお話いただきました。研究との両立については、開催さ
れている交流会に参加することで、両立されている先生の経験談や研
究活動の続け方などに関して、とてもためになるアドバイスをいただ
きました。
　今私は、ほぼ毎日搾乳室を利用しています。忙しい研究生活の中、
搾乳室で過ごす時間は、私にとって、大切なリフレッシュ時間となっ
ています。
 創造理工学研究科　修士2年　陶　茉

　私は育児休暇を取ることなく職場復帰する、と出産前から決めてい
ました。幸いにも子どもは両親が預かってくれることになり、出産後
12週での社会復帰となりました。しかし、いざ子どもと離れて仕事に
出ることになった時、完全母乳で育てていた私が一番困ったのが搾乳
でした。当初は搾乳室の存在を知らず、仕事の合間にトイレで搾乳し
ており、精神的にも辛く、また衛生面にも不安がありました。そんな
時、同僚の先生が以前こちらの施設にお世話になったことがあるとい
う話を聞き、男女共同参画推進室を訪問しました。担当の方はとても

親身になって対応してくださり、今では週3回、それぞれ授業のある
戸山キャンパス33号館、早稲田キャンパス10号館の搾乳室を利用さ
せていただいています。ゆとりのある個室スペース、保存用の冷蔵庫
など大変整った環境で、各キャンパスに搾乳室が設けられている点も
移動時間の節約になりとても助かっています。今後も母乳育児中の女
性にこうした施設が広く周知されることを願っています。
 国際学術院　非常勤講師　岸 加那子

WS A N K A K U  N E W S

利 用 者 の 声

2014年11月7日（金）
大隈記念講堂小講堂

主催　男女共同参画推進室　ジェンダー研究所

イクメンによるワークライフバランス講座第3弾

『大人生活』を充実させるヒ・ケ・ツ

搾乳室を利用して

　全体の印象として川島さんのお話は男女共働きが当たり前となりつ
つある時代にとても合っているし、ワークライフバランスへ非常に前
向きな捉え方をしており、これから社会人になる私たち学生を勇気づ

けるものでした。
　講演を通して、川島さん
でないと無理ではないかと
感じたところ、例えば、企
業の海外勤務を拒否できる
のはとても優秀な方だから
で、普通の人にはできない
のではないかなど、いくつ
かありましたが、それ以外

は川島さんの考え方に賛成です。という
のも仕事（労働）は資本主義社会に生きて
いる以上しなければならないものですし、
地域社会貢献も地域の一員として何かし
らの活動に参加するべきだと私は思うか
らです。また私生活、とりわけ結婚や子
育てに関していえば番い（つがい）で生活
し子孫を残すというのは生物として自然
なことです。川島さんのように自分で意識して努力するのもよいこと
だと思いますが、どんな人であってもどれも充実しやすい社会にもっ
となっていくといいと思います。
 法学部 5 年　河田　翔

参加者の声

講師：川島 高之 氏 NPO法人　コヂカラ・ニッポン代表　
 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社　代表取締役社長

講演会

施 設 案 内

　Life・Work・Socialの3分野全てを楽しんでプロフェッショナルになろう。LifeやSocialの活動を通して、
仕事能力も高まる。3分野の実践を通して相乗効果を実感し、講演活動も広く行われる川島講師のお話に聴き
入り、活発な質疑応答も行われました。

▲	人生は一度きり。仕事も、
家庭も、社会貢献も、ど
れもあきらめず楽しんで
ほしいと川島講師

　男女共同参画推進室では、両立支援の一環として、各キャンパスに授乳・搾乳室を設置していますので、ご利用ください。

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

▲	早稲田キャンパス10号館2階　男女共同参画
推進室内	授乳・搾乳室

▲戸山キャンパス	33号館地下1階　授乳・搾乳室



 

2014年12月8日(月)
西早稲田キャンパス 60 号館 2 階

男女共同参画推進室ワークライフバランス・サポートセンターにてゲスト：膳場百合子　理工学術院准教授　
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　2015年4月より社会人になるにあたって、将来家庭を持つ際の心
構えのヒントを得たいと思い、参加しました。高校時代より、ずっ
と学業中心に生活が回っており、ほかのことがおろそかになりがち
で、果たして将来仕事と家族の両立ができるのか不安に思うことが
ありました。しかし、このミーティングに参加して、よいパートナー
シップの構築とタイムマネジメントによって両立は可能だと自信が
持てました。家事育児を自分で全てやろうとせず、配偶者と分担を
すると共に、限りある時間の中に上手に趣味の時間を取り入れて、仕
事もライフイベントも充実させ、健康で豊かな人生を目指したいと
思いました。

基幹理工学部 4年　秋永 英里香

　研究職に興味を持ち始めた矢先、ランチョンミーティングが開か
れると聞いて参加しました。お話を聴かせていただいた膳場先生は
ライフイベントと研究を本当に上手に両立されていて、それだけで
なく「身体を動かすことが大事」「自分の働いている姿を魅力的に感
じてもらえるようにする」など具体的な生活のアドバイスもいただ
いて非常に役立ちました。
　また、先生とだけでなく経験豊富な相談員の方々ともお話ができ
て、元気をもらうことができました。今回のイベントに参加したこ
とで、ロールモデルにしたいような女性の先輩に出会えたことが何
よりもの収穫になりました。

文化構想学部2年　三浦 みなみ

研究とライフイベントの両立について
話しませんか?

2015. 4  No.13

参加者の声

男女共同参画推進委員会
　「2013年度男女共同参画に関する意識・実態調査報告書」をもとに、 各部会で意見を出し合い、委員会でまとめた具体的方策を提案書として、 総長宛てに
提出しました。 「Waseda Vision 150」の活動や学内各箇所と連携をしつつ、男女共同参画の推進に取り組みます。

 委  員  石山敦士（研究推進担当理事/理工学術院教授）・木村和夫（人事部長）・齊藤泰治（学生部長）・○崎山裕子（研究推進部研究院担当事務部長）・佐藤
正志（教務担当理事/政治経済学術院教授）・島田陽一（副総長・法人総括担当常任理事/法学学術院教授）・庄子習一（研究推進部長）・白井由美（キャリア
センター課長）・○所千晴（理工学術院教授）・畑惠子（男女共同参画担当理事/社会科学総合学術院教授）・古谷修一（教務部長）・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
　新入生・新任教員・新入職員に、男女共同参画について学ぶ機会を提供しました。11 月に講演会を開催し、これから社会に出る学生とともにワークライ
フバランスについて考えました。また、2015 年度新規科目「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ」の検討を行いました。

 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（理工学術院准教授）・橋田朋子
（理工学術院准教授）・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」の女性教員、職員の数値目標の実現に向け、制度・意識両面からの改革に取り組み、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。2014 年度は、競技スポーツセンターとの懇談を新たに持ちました。今後スポーツの領域での男女共同参画推進にも取り
組んでいきたいと思います。

 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）・◇村田晶子（文学学術院教授）

広報調査部会
　「教職員全数調査報告書」(2014 年 3 月発行)の内容を会議や研修で報告し、印刷物等で広報しました。また、「さんかくニュースNo.12」の発行に続い
て、No.13(今号)の編集作業を完了。2014 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  石田京子（法学学術院准教授〈国際渉外担当〉）・折井麻美子（教育・総合科学学術院教授）・草柳千早（文学学術院教授）・坂倉みどり（教務部社
会連携推進室課長）・◇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）・福田秀彦（研究院調査役）・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）・ローリー ゲイ（法学学術院教授〈国際渉外担当〉）

サポートセンター部会
　相談員の企画によるセミナーやライフイベント支援、キャリア形成支援に関する講座を多数開催し、いずれも好評でした。相談については、内容に応じて
相談員が丁寧に対応しました。また、「利用しやすいサポートセンター」を目指して環境の改善にも取り組みました。

 部会委員  岡本俊郎（学生生活課職員）・田口素子（スポーツ科学学術院准教授）・所千晴（理工学術院教授）・福川康之（文学学術院教授）・◇細井肇（理工
センター技術部技術企画総務課長）・松岡宏高（スポーツ科学学術院教授）・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 2015 年 4 月現在）活動報告 （２０１4年度）

ランチョンミーティング in 西早稲田キャンパス

　研究や教育と子育てをしながら長く働き続けるコツ、両立を実現するため
のパートナーシップの築き方、仕事（研究職）のチャンスをつかむコツという
3点について、2人のお子さんの子育てと研究・教育に邁進されている膳場
先生のお話に、研究職志望、民間企業への就職志望の枠を超えて、女子学生
が耳を傾けました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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［西早稲田キャンパス］
TEL:	03-5286-8482
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

法学学術院専任職員　宇羽野　聡

大切な家族との時間
　子どもが生まれる前、平日は仕事中心の生活
を送っていた私ですが、上の子が幼稚園に入園
したのをきっかけに、朝はシフト勤務をさせても
らうことにしました。バス登園の停留所に連れて
いくのはもちろん、朝食やお弁当に入れる一品
を作ることに燃える毎日でした。当時作っていた
花やカニをモチーフにした飾り切りウィンナーな
どは今でもリクエストされることがあります。
　現在も、朝は引き続きシフト勤務をさせてもらい、出勤前にできた隙
間時間に、娘の話を聞くようにしています。「なぜ植物についているアブ
ラムシは『アブラムシ』という名前なの？」というやや難解な質問に向き
合うこともありますが、そのやりとりを楽しんでいます。
　そうした隙間時間以外にも家族とは多くの時間を共有することを心掛
けています。自分のお気に入りの場所を改めて家族旅行で訪ねたり、革
細工やストラップ製作、そしてジャムづくりなど、一緒に「何かを作る」
という時間も大切にしています。もう少し娘が大きくなったら趣味の陶
芸を本格的に再開し、一緒に轆轤も回してみたいと考えています。
　自分がこれまで経験したものを含め、様々なものに触れる機会を与え、

娘たちが見せてくれるたくさんの笑
顔を楽しむ一方、そうした機会が単
なる経験に終わることなく、彼女た
ちの心を育て、そして視野を広げる
一助になるよう、事象の背景や関連
する事柄についてもその都度説明す
るよう心掛けています。

近所の子どもたちとの交流
　これまで、暇さえあれば、わが子だけでなく近所の子どもたちにも楽
しい幼少時代の思い出を作ってもらうために自分に何かできないか、と
いうことを考えてきたように思います。
　10年近く前に今の場所に居を構えました。当時、自分の子どもはまだ
生まれていませんでしたが、その頃から、近所の子どもたちと自宅の周
りで鬼ごっこや長縄を、近くの体育館では、ミニバスケットボールやド
ッチボール、そして保護者、同僚および近隣商店街の方を巻き込み30名
近くでタグラグビー大会なども行いました。
　そのほか、週末一緒にジョギングをする子のために作った「ジョギン
グカード」に走破距離を記録し、一定の累計距離ごとにその健闘を讃え、
また、本学の宣伝も兼ね（!?）ワセダベアのマグカップやロゴ入りタオ
ルなどの早稲田グッズを贈呈するということもしてきました。これまで
の参加者のなかには小学校数年間での累計走行距離が東京・大阪間とほ
ぼ同程度に及ぶ頑張り屋さんや、ジョギングがきっかけで陸上を始め、
今では地元で開催される大会などで入賞するほどの実力を持った子もい
ます。「ジョギングを一緒にやって良かった」という言葉に喜びを感じる

一方、振り返ってみれば、彼らの頑張りや活躍に自分が励まされてきた
ように思う時があります。
　小学生だった彼らも今では高校生・大学生になりましたが、勉強や部
活で忙しい中、娘も含め近所の小さい子の相手をしてくれます。近所の
お兄さん・お姉さんの存在はとても良い刺激となっているようです。こ
うした循環は今後も続いてほしいと思いますし、そのためには、自分に
何が出来るのかと問い続けていきたいと考えています。
　また、付き合いの長い彼らは自分の子どものように思えます。高校や
大学でのことや将来の夢などの話を聞くと元気を貰えますし、「彼らに恥
ずべきことがないように」という思いが、自分の「張り合い」に繋がっ
ています。私の人生において本当に掛け替えのない存在です。将来、就
職や結婚などの報告を受けることを今から楽しみにしている私ですが、
実際にその時を迎えたら涙腺が全開になることは間違いありません。

地域・社会との多様な関わり
　PTA活動をはじめ、地域・社会とも多様な関わりを積極的に持つよう
にしています。
　幼稚園や近所の父親仲間を集めて行っているフットサルを通して親交
を深めた方や、月に1、2回程度、中小企業診断士として経営相談に乗る
中小企業の方は、活躍されている分野も年齢層も様々です。異業種の方
との情報交換や中小企業経営者との会話を通じ、産学官連携をはじめと
するさまざまな大学事業について、学外の視点から考える貴重な機会を
得ています。そのほか、学部でアルバイトをしてくれた学生や近所の子
どもたち、そして、自宅近くの大学に在籍する学生のキャリア相談に乗
ることもしばしば。これまでに得た知見を役立てられる場面が多方面に
あることは本当に嬉しいことです。

　これからも、仕事・プライベートを問わず、多くの笑顔に繋がる「何
か」に前向きに取り組み、そして楽しみたいと考えています。一度きり
の人生、存分に満喫しなくては損ですからね。

ワークライフバランス挑戦中！

Smiles for All
連載

▲	我が子のような近所の子どもたちと▲父親仲間でフットサルチーム結成!!

▲弁当にも一工夫
〜花形の飾り切り
　　ウィンナー〜

▲自作の檸檬
　マーマレード

▲	娘たちと自宅近くの
公園にて

略　　歴：1995年3月本学法学部卒業後、金融機関に就職。法人融資、
融資業務効率化プロジェクトおよび新卒者採用関連業務などを
担当。同勤務先で業務に従事する傍ら、1999年4月中小企業
診断士資格を取得。

	 2002年12月本学に転職。給与厚生課にて社会保険、税務、
福利厚生、債権管理・保全強化および訴訟関連業務などを担当。
2009年6月より現職。

家族構成：妻と娘（7歳と3歳）の4人家族。


