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「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ」（GEC設置全学オープン科目）開講
　この講座は、早稲田大学が「Waseda Vision 150」で掲げたダイバーシティ・男女共同参画
について学生に考える時間をもってもらうため、WASEDAサポーターズ倶楽部（2ページ参照）
の支援を得て新たに開講されたものです。多くの社会人ゲストをお招きするために金曜日6限の
開講としましたが、100余名の学生は毎回熱心に受講し、ゲストのみなさんへの質疑応答が続い
て時間延長となることも度々でした。
　この講座の特色は、官公庁、企業や社団法人において、あるいは弁護士、公認会計士、医師、
議員、起業家として、それぞれ多彩なフィールドで活躍する実務家19名（うち13名は本学出身
者）が登場し、学生たちに向けて語りかけてくれたことです。ダイバーシティ・男女共同参画をキー
ワードに、国の機関や企業で取り組んでいること、その背景に何があるのかなどを、それぞれのご
経験からお話しいただきました。
　あるゲストからの「ダイバーシティとは企業においてはリスク・マネジメントのひとつ。これまで以上に、多様な人々が集い、
話し合い、知恵を出し合わないと組織が維持できない時代になっている。大変なことではあるけれど、今の若い世代にとっては
個性を生かして活躍するチャンスである」というメッセージに、学生たちが頷きながら聴き入る姿が印象に残りました。
　来年度の継続開講に向けて準備を進めています。今年度の経験を踏まえ、問題を限定して議論すること、学生自身が洞察す
る機会を提供することなど、より高い効果が期待できる講義形式を模索しています。さらに講義の一部をオンデマンド配信する
とともに、成果を冊子にまとめる準備を進めています。
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▲各講義の冒頭でテーマの
　紹介を行う矢口先生

男女共同参画推進室長　矢口 徹也
 （教育・総合科学学術院 教授）

▶ ｢働く｣とは何か？ダイバーシティ・男女共同参画、ワークライフバランスの前提となる
　“生きること”“働くこと”は何かを考えた公開講座（第12回 船木成記氏）

（敬称略）

※講師肩書きは2015年度寄附講座開講当時

第 1回：はじめに―早稲田大学とダイバーシティ・男女共同参画
 募金担当理事　齋藤 美穂（人間科学学術院 教授）
第 2回：ダイバーシティ・男女共同参画政策の現状
 経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室係長：
 　男女共同参画・子育て担当　関 万里
 国立開発研究法人放射線医学総合研究所　監事　青木 早苗
第 3回：理工分野とダイバーシティ・男女共同参画
 理工学術院　教授　竹内 淳
第 4回：起業、アグリビジネスという視点から
 株式会社日本政策投資銀行　常勤監査役　栗原 美津枝
 株式会社ファーメンステーション　代表取締役　酒井 里奈
 農林水産省　経営局　就農･女性課　女性・高齢者活動推進室長　佐藤 一絵
 進行 : 商学学術院長　嶋村 和恵
第 5回：男女共同参画を法制度から理解する
 法学学術院　教授　浅倉 むつ子
第 6回：企業と人材登用の変化
 株式会社資生堂　常勤監査役　高山 靖子
 公益社団法人日本経済研究センター（JCER）研究本部長　佐藤 恭子
第 7回：教育の役割－エンパワメントのための学び
 男女共同参画担当理事　畑 惠子（社会科学総合学術院　教授）
第 8回：ワーク・ライフ・ソーシャルバランス
 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
 ／ NPO法人コヂカラ・ニッポン　理事長　川島 高之
 KPMG UK欧州統括責任者／公認会計士　杉浦 宏明
第 9 回 ：ロールモデルに学ぶ ①
 三井住友信託銀行　吉祥寺支店・吉祥寺中央支店　支店長　矢島 美代
 日本放送協会（NHK）　知財センター著作権契約部　勝間田 あや
 株式会社文藝春秋　週刊文春編集部次長　井崎 彩
 進行 : 文学学術院長　越川 房子

第 10回：ロールモデルに学ぶ ②
 弁護士　吉川 知惠子
 弁護士　廣川 理恵子
第 11回：ロールモデルに学ぶ ③
 日本赤十字社医療センター　消化器内科医師　伊藤 由紀子
 株式会社テレワークマネジメント　代表取締役
 ／株式会社ワイズスタッフ　代表取締役　田澤 由利
 中央区議会議員　青木 かの
第 12回：公開講座「働くを見つめ、生きるを考え、まちを信じる」
 尼崎市顧問／博報堂ディレクター　船木 成記
第 13回：グローバル化、多様化の時代に大学で学ぶこと
 教育・総合科学学術院　教授　吉田 文
第 14回：大学におけるダイバーシティをめぐって
 教育・総合科学学術院　教授　神尾 達之
第 15回：復興に生きる男女共同参画の視点・まとめ（ワークショップ）
 復興庁男女共同参画班政策調査官　山田 由理子

2015年度各回テーマと講師一覧 コーディネーター：教育・総合科学学術院教授　矢口 徹也
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　「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ」の履修を決めた

理由は、シラバスを読んで興味を持ったからです。そこには、

社会人として活躍されている早稲田大学のOBやOGの

方々がゲストスピーカーとして多数いらっしゃると書いてあ

りました。ちょうど就職活動を始めた頃で、社会人の方々の

お話を伺いたいと思っていた私にとって大変勉強になる授

業だと思い、履修を決めました。

　まず、第１週目で『早稲田大学とダイバーシティ』という観

点を知りました。過去多くの人々の努力のお陰で女性の学

ぶ機会が増え、そして現在私も早稲田大学で学べていると

実感しました。授業で伺った「ダイバーシティは1日にして

成らず」との言葉より、より良い社会にしていく為には、今す

ぐ行動を始めなければいけないのだと改めて気付かされま

した。

　私の場合、身近に勤続年数の長いキャリアウーマンがお

らず、どのような職場でどのように働いていくのかイメージ

できない状況でした。しかし、この授業で笑い話や時折目に

涙を浮かべながらも、ご自身のキャリアについて話してくだ

さるOGの方々に出会い、また文系理系問わず活躍されて

いる先輩方の姿を拝見し、自分のキャリアに対してより現実

的なイメージを持てた気がします。その一方、まだすべて

の女性たちが自分らしく生きていくには難しい社会なのだと

感じる場面もありました。

　この授業を履修して、私が想像していた以上に先輩方が「ワ

セ女」として活躍されていることを知り、社会人になる楽しみ

が増えました。もし20年後、私がこの授業にゲストスピーカー

として呼ばれた際には、後輩たちに「こんなに性別や年齢、国

籍を問わず誰もが活躍できる社会なら、早く卒業して社会人

になりたい」と思ってもらえるような、そんな社会を作ってい

けるよう、私自身も努力していきたいと思いました。

国際教養学部　4年 矢野 波瑠子

受講 生の 声
▶ ｢ダイバーシティ・男女共同参画を実現させるためのしくみや働き方とは」をテーマに、

　グループワークに取り組みました（第15回）

寄附講座｢ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ｣

その他当基金による支援事業
● 平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）
 公認団体への活動支援金
● 早稲田アスリートプログラム（WAP）
● 中野国際コミュニティプラザ国際学生寮事業支援
● 中野国際コミュニティプラザ Social Intelligence（SI）
 プログラムへの支援金

　早稲田大学は中長期計画「Waseda Vision 150」の中で、

進化する大学の姿としてダイバーシティ・男女共同参画の推

進を掲げました。また、文部科学省より平成26年度「スーパー

グローバル大学創成支援」タイプA（トップ型）に採択された

「Waseda Ocean構想」においても、グローバル化にともな

い、大学はこれまで以上に多様な人々が集い、話し合い、知恵

を出し合う場であることが期待されています。

　WASEDAサポーターズ倶楽部は、「教育環境整備」、「グ

ローバルリーダー育成支援」、「スポーツ支援」、「文化振興」

および「奨学金」などをはじめとした本学の教育・研究活動に

ともなう各種事業を財政的に支えていただく寄付会員制度で

す。多くの皆様からのご賛同のもとに頂戴した寄付金の一部

をもとに創設された「WSCメンバーズ基金」の果実は、これま

でも「WSCメンバーズ基金グローバル人材育成奨学金」、「国

際コミュニティセンター学生スタッフリーダー育成支援金」等

さまざまな事業に活用させていただいてまいりました。

　2015年度には新たな支援事業として、WSCメンバーズ基

金寄附講座「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ」（全学共

通オープン科目）を設置しました。新しい大学像であるダイ

バーシティ・男女共同参画について学生が基礎的、具体的理

解を深めることを今後も期待しています。なお、この講義内容

は講義録としてまとめ、広く社会へ発信していく予定です。

募金担当理事　齋藤 美穂
 （人間科学学術院 教授）

WSC（WASEDAサポーターズ倶楽部）メンバーズ基金について
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　2015年は1985年に日本が女性差別撤廃条約（CEDAW）
を批准してから30年目、1995年に国連が北京女性会議を開催
してから20年目の節目の年にあたります。林陽子弁護士は「日
本の社会の様々な場面において起こる女性差別問題の最前線に
立ってきたのは、女性弁護士です。しかし、ジェンダーの問題に
関しては、男性の活動も重要なのです」と、男女それぞれがお互
いの立場から課題に対して活動することの大切さを訴えました。

2015年5月28日（木）　小野記念講堂
講師：林 陽子　弁護士　国際連合女性差別撤廃委員会 委員長
主催：大学院法務研究科
共催：男女共同参画推進室

｢ダイバーシティマネジメント研修｣＊を受けて 文学学術院事務長　奥村 佳郎

女性差別撤廃条約批准３０年 －国際社会に対する日本の約束－
公開講演会

聴講者の
声

　早稲田大学法務研究科は、女性の法曹が少ない日本
の現状を打破するため、「女性法曹輩出促進プロジェク
ト」を実践しており、今回はその一環としての講演会と

いうことでした。本学が渡辺道子先生をはじめとする多くの女性の法
曹を輩出してきたというお話では、偉大な先輩方を誇らしく思うととも
に、私自身もそれに続いていけるようにと決意を新たにしました。
　一方、日本の女性差別に対する取り組みについては、先進国であるに
もかかわらず残念ながら遅れているとのことでした。課題として取り上
げられたのは、まず①民法における差別的法律の改正であり、具体的に
は選択的夫婦別姓の導入、再婚禁止期間の廃止、婚姻年齢を男女とも
に18歳にすること、婚外子差別の撤廃が挙げられていました。これら
については憲法的に問題があると考えている部分でしたので、早期の改
正がなされるべきだと思います。そして、もう一つは、②学術界を含む
あらゆる分野での意思決定過程に女性の参画を拡大することでした。

これに関する統計としては、世界経済フォーラムによるジェンダー平等
指数がありますが、統計のある142か国のうち日本は104位であり、
国際社会に大変な遅れをとっているということでした。確かに、私自身、
高等教育の課程が進むにつれて全体に対する女性の割合が減っていく
ことを実感しており、女性は早く結婚して子どもを産み家庭を守ること
が幸せであるとする価値観がこの傾向を強くしているのではないかと
感じていました。
　市川房枝さんをはじめとする偉大な先人方のおかげで、現在私は参
政権等の権利を有し、また大学院まで進学して弁護士を目指すことが
できています。しかし、林先生のご指摘のとおり、まだまだ、日本は女
性差別撤廃については後進国であり、解決すべき多くの課題を抱えて
います。私自身も問題意識を忘れず、後進の女性たちのために女性差
別撤廃について、微力ながら取り組んでいければと思います。

法務研究科　3年　齊藤 詩織

■ 講師プロフィール
早稲田大学法学部卒業。1983年より弁護士。
日本人女性初、国際連合人権条約機関の委員長に就任。

▶満員の熱気のなか、230人余の学生・
　教職員・一般の来場者が耳を傾けました。

　7月27日、管理職を対象にした「ダイバーシティマネジメント
研修」を受けてきました。討議の時間を含めて３時間。育児期
間中の時間制約を除き実際の職場で女性の活躍を阻害する要
因が見当たらないという意見もある一方で、本学における女性
管理職の比率が11%にも満たないという象徴的な数字もあり、
そのギャップを埋めることが必要だと思いました。また、数値
上の実現だけでなく、育成環境から改善することが課題である
こともわかりました。
　中でも、男性の、女性に対する「ナイト精神」（過剰な配慮）が
女性のキャリアアップを阻害することがある、という点には考え
させられました。周囲を見渡すと確かに、（女性は守らなければ
という意識から）厳しく難しい業務を与えないという配慮や、失
敗をしても叱らない、といった配慮が散見されるようにも思いま

す。それらが、逆に女性職員にとっての「鍛えられて成長する機
会」や「達成感のある成功体験」を逸失させることになりかねな
いということであれば、改善を検討しなければなりません。事情
は人により異なりますので、普段からよくコミュニケーションを
取って理解しあうことが重要だと感じます。
　「○○は女性がすべき」という性別役割分担意識に基づく先入
観が大きな壁となっていることは言うまでもありません。この壁
を取り崩していく努力を別途継続しつつ、このような意識が根強
い社会においてキャリア・アップへ
の阻害要因を多分に持たされている
女性の特性を（過剰ではなく）受け
容れ、才能を伸ばして活躍できる職
場にできればと思った次第です。
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■ 出産しても「止まらない」
　子どもが生まれるまでは、研究室に12時過ぎまでこもることは珍し
くなかった。臨月のお腹を抱えて深夜12時過ぎに大学の門を通ると、必
ず守衛さんがギョッとしていた。そんな生活は、2011年に長男が生まれ
てからほぼ不可能になった。当時助教だった私も、希望すれば恐らく育
休取得は可能であったと思うが、育休を取ることはまったく考えていな
かった。研究者としてまだ駆け出しの段階で、ようやく自分の仕事とい
うものが見えてきそうな時期に、たとえ数ヶ月でも立ち止まることが怖
かった。保育園が空くまでは、息子をベビーシッターに預けて、それまで
よりは遙かに短い時間、講義や研究にあてた。
　2013年、次男が生まれた。このときは少しばかり悩んだが、やはり育
休は取らないことにした。育休を取らないで復帰すればそれだけ子ども
たちに接する時間が減ってしまうが、年度明けから保育園に入れること
を考えるならば、早めにその体制を整えた方が良いようにも思えた。結
局、二人目の時もベビーシッターを雇い、産休から復帰した。
　常に心がけているのは、「止まらない」こと。家庭も仕事も大事ならば、
両方精一杯大切にするしかない。毎日少しでも仕事を進める。でも子ど
もの目の前にいるときは精一杯の愛情で接する。時々、周りの人から「仕
事はいつでもできる、育児は今しかできない」と言われるが、今しかでき
ないことがあるのは、研究も同じだ。そして「今が一番可愛いとき」とい
う言葉も信じていない。子どもはいつだって愛おしいはずだ。確かに幼
少期はためらいなく愛情表現ができる貴重な時期かもしれないが、少し
ずつ母親よりも友だちに気持ちが向かっていく長男の可愛さが薄れて
いくとは思わない。一緒に居られる限られた時間、きちんと子どもと向
き合う姿勢をいつまでも忘れないようにしたいと思っている。

■ 大して守れていない「マイルール」とその効果
　多くの子育て中の人がそうである
ように、私も圧倒的に時間が足りな
い。私が研究の対象としている司法制
度や法曹制度は近年変化が激しい。時
機を得た研究をしたいと思いつつ、十
分な時間が取れないことに常にもど
かしさを感じている。保育園は夜8時
半まで利用できるが、子どもたちは長
時間外で過ごすと体調を崩しやすく
なる。子どもが寝てから仕事ができれば良いが、私がそっとベッドを
抜け出して仕事をすると、次男が大声で怒って私を呼びにくる。でも、
夕方に一切仕事を入れないという選択肢は私には取れないし、毎日子
どもたちと一緒の就寝・起床をしていては家事も仕事も回らない。そ
こで可能な限り周りの人の手を借りて、私なりのルールを掲げること
にした。（1）夕方に仕事を入れるときには、保育園のお迎えから夕食、
入浴までベビーシッターにお願いする。ただし、可能な限り週1回に
留める。（2）週末の研究会への出席は土日のいずれかに留め、少なく
とも１日は家族と過ごす。（3）深夜の仕事は週2回に留める。実は、ど
れも大して守れていない。週末、子どもたちと終日「戦いごっこ」をし
てくれる夫にはいつも心から感謝している。母乳しか飲まない時期か
ら週末私が家を空けていたこともあり、子どもたちはパパ、ママの役
割に違いがあると思っていない。長男が片言で言葉を話し始めた頃、
いつも不思議そうに「パパ、おっぱい、なーい！」と言っていた。

　少し前の世代の先輩方よりも、私ははるかに恵まれた環境で子育てし
ながら仕事も続けさせていただいている。近年、手軽に利用できる育児
サービスは急速に増えたし、仕事を持つ親に配慮した諸制度も飛躍的に
整備された。ただ、これで当事者の悩みがなくなったかといえば、それは
別の話である。週末に仕事を入れるべきか、風邪気味の子供をベビー
シッターに預けてまで夕方の研究会に出るべきか。常にジレンマを感じ
ている。それでも、悩んで自分で選んで実践できることはやはり恵まれ
ていることだと感じる。個々人が自分なりのワークライフバランスを悩
みながら選択し、実践できる環境がより進めばと思う。

■ 多様なワークライフバランスを認める社会へ

▲ 最近は兄弟仲良く遊んでくれるようになった。

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
TEL：03-5286-8482
FAX：03-5286-8498
e-mail：sankaku-office@list.waseda.jp

早稲田大学 男女共同参画推進室
編集・発行

ワークライフバランス挑戦中！

「私のワークライフバランス」を希求して

連載

法学学術院　准教授　石田 京子

両立ランチ会
職員対象の「両立ランチ会」を6月2日、24日、7月15日
に早稲田キャンパスにて、7月28日に西早稲田キャンパ
スにて開催し、春学期は延べ43名にご参加いただきまし
た。秋学期も定期的に開催（Waseda-netポータルより
お知らせ）する予定ですので、気軽にご参加ください。

募集しています
○ 「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。

■ 略　　歴：国際基督教大学教養学部卒。東京工業大学大学院にて学術修士、ワシントン大学
にて法学修士ならびに法学博士を取得。ワシントン大学での研究員を経て、
2007年本学法学学術院比較法研究所助手、2009年より法務研究科助教、
2012年より現職。

■ 専門領域：法学（法曹倫理、法社会学、ジェンダー法）
■ 家族構成：夫と息子２人（４歳と１歳）の4人家族

4


