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男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会

　「生涯自分のことは自分で面倒をみる」就職活動時からのテーマで、早
稲田大学職員を選んだのもこの視点から。ワセ女らしい勝ち気な発想で
もありますが、自立してはじめて他者を助けたり、人様の役にたつこと
ができると思っていました。しかし、自立し続ける（働き続ける）ことが
いかに貴重であり難しいか。早稲田大学はそれを実現できるよう、様々
な制度や環境を備えてくれていると今改めて実感しています。

　入職後、理工学部で入試業務に携わり３年が経った頃、札幌に赴任
していた夫と結婚することに。冒頭に述べた覚悟も霞んで、私自身の
故郷である札幌で結婚生活をスタートできる事にも強い縁を感じ退
職を選択しました。その後しばらく働いていない時期があったので
すが、この時期の私は、埋めようのない空白を常に感じていました。
時間はあるのに、自分に自信がないゆえ人と会うことも気乗りせず、
好きな音楽や本も買い物にも、あらゆる欲がなくなってしまったの
です。自分に生産性がない後ろめたさからくるもの。僅かでも人様の
ために役に立ち、その対価で何かできることが自分の喜びであると
いう、勤労の根源的なことを身をもって知りました。仕事は自分に
とって欠けてはならないものでした。

　数年後東京に戻って間もない頃、退職で散々ご迷惑をかけたにも
関わらず、元上司が早稲田大学で再雇用制度が施行開始になると知
らせてくださいました。恥を忍んで人事課へ問い合わせると、退職事
由や退職後の経過年数等の条件を満たすことが必要であること。常
勤嘱託職員としての採用、のち登用試験に合格すれば専任職員への
道もあるというものでした。

　施行開始を心待ちにして応募。常勤嘱託職員として採用していただき
ました。配属は商学学術院の学部学務。年齢の割に中身はまったくの新
人・オールドルーキー。知識も判断力も全てが未熟ですが、ただひとつ、
働く場を得た喜び、それを与えてくれた大学・皆様への感謝の思いは新
人当時と圧倒的に違っていました。

　息子が生まれ、育休取得後、2015年４月に職場復帰し育児時間をとら
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ワークライフバランス挑戦中！⑬

オールドルーキーとしての再出発

連載

商学学術院専任職員　長瀬 奈穂

大学が目指すダイバーシティ・男女共同参画のあり方について、学生が基礎的、具体
的理解を深めていくことを目的に2015年度より開講している講座です。2016年度
はクォーター科目として春学期（前半・後半）に開講します。

「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ（基礎講義編）」（全8回　1単位）
「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ（ライフコースを考える）」（全8回 1単位）
金曜日6限
早稲田キャンパス

■ 略　　歴：本学商学部卒業後、2003年に入職。理工学部業務開発・入試課に配属、2006
年退職。2011年「ワークライフバランス支援を強化する再雇用制度」に応募し、
５年弱のブランクを経て、2011年4月常勤嘱託として勤務開始。商学学術院に
て学部学務に携わる。その後、専任職員への登用試験に応募し、 2012年10月
専任職員として入職。

■ 家族構成：夫と息子（２歳１ヶ月）の３人家族
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世界一機会均等な北欧「フィンランド」より
～仕事も育児もプライベートも、誰もが自分らしくあるために～

　本講演会はフィンランド大使館の協力のもとに開催されました。はじめに、堀内都喜子
氏より、女性の活躍と、特徴的な育児支援「ネウボラ」によるサポートをはじめとした諸制
度の紹介、国としての取り組み・政策が、国民全体の意識改革に通じたことに関する説明
がありました。さらに、自身の育児への向き合い方を語ったマルクス・コッコ氏からの「男
性が育児をするということについて違和感がない。親が作った環境のおかげである」、「フィ
ンランドの制度をそのままではなく、日本に必要なことを柔軟に取り入れてもらえたら」と
のメッセージに、130名を超える学生・教職員・一般の来場者が耳を傾けました。

参加者の
声

　この度、フィンランド大使館の方からのフィンランド
の男女平等社会に関する講演に参加する機会を得た。
フィンランドにおけるワークライフバランスや男女共

同参画の現状、その日本人との認識の違いについて、具体例を交えて
語られた講演であった。
　近年話題であるように、北欧の仕事や育児に対する認識やそれを支
える社会制度は魅力的に聞こえた。特に育児に対する手厚いサポート
には感銘を受けた。フィンランドはその意味ではとても住みやすく恵
まれた環境なのではないかと聴講しながら心を踊らせていた。
　しかし、日本に応用する際にこれを鵜呑みにすることはできない。【価
値】の話とそれを実現する【方法論】の話は明確に分ける必要があろう。
参考にすべきは、男女平等に対する認識やそこで実現されている価値

であり、フィンランドで施行されている諸制度などの方法論ではない。
なぜなら、価値を実現する方法論は、場所や時代など様々な社会背景
に大きく依存し、大きく異なってくるからである。
　本講演は、日本ではあまり知られていない考え方を紹介することで、
男女の社会参画のあり方を再考する機会という意味でとても有意義で
あった。しかし、フィンランドで実現されている価値に賛同したひとり
として重要なことは、表層の良い側面ばかりを見て無思考にフィンラン
ドを崇拝することではない。フィンランドの男女共同参画実現の背景
を理解し、時にはそれによる負の影響をも知る必要があると考える。
日本社会における関心がこの段階に達した時、新しい価値の実現にま
た一歩近づけるのではないだろうか。

政治経済学部４年　大多和　祐介

▲マルクス・コッコ氏 ▲堀内 都喜子氏

▲出産に際し、国から支給される手当てのひとつ
「育児パッケージ」展示の様子

せていただいています。結婚し
て８年、ソロ活動も多かった夫
と私の関係は、子供の誕生でよ
うやく個から家族になること
ができたと思います。多忙な中
でも息子の面倒をよく見てく
れ、夫に足りないのはおっぱい
だけ、もし彼から母乳が出たら
親として私は勝ち目がないか
も…と思う程です。

　職場復帰に向けて行ったこ
とは家事分担の見直しでした。
家事は全般を私が担っていた
ため夫が知らないうちに済ま
せていた些細な家事も多々ありましたが、いくつか重なるとそれなりの
負担となります。早めに夫を巻き込んだ方が賢明と判断しました。家事・
育児のあらゆるルーティン項目を洗い出し、全てをポイント化。５分＝
１P、15分＝３P、30分＝５P、それに一週間あたりの頻度をかけ合わせ
（例：保育園連絡帳記入１P×週５回＝５P）、全項目の合計ポイントを二
人でどう配分するか決めました。今では家事・育児負担へのストレスの
ないバランスを見つけ、家の中は安定稼働しているように思います。

　そして、肝心の仕事は…。致命的なミス・処理の遅れだけは避けたいと
何とかやってきましたが、来る繁忙期を前に不安は隠せません。少しで
も戦力になれるよう踏ん張り時と思っています。今は目前に迫る業務に
必死で、疑問視することや俯瞰で捉える視点がないと反省する日々です
が、周囲や先生方から頼ってもらえる存在になるよう、信頼を積み重ね
ていきたいと思います。また復帰後の仕事において、よい刺激と影響を
与えてくださる子育て中の先輩・同僚の存在は欠かせません。「私たちの
放課後は昼休み」というように、気軽に話せる時間と皆さんからのアド
バイスは、私にとって大きな支えとなっています。

　再雇用制度、育休取得に続いて育児時間での勤務。ワークライフバラ
ンスに関わる諸制度をフル活用し現在の私がいます。先輩方が築いてく
ださったこの環境を、次世代に繋いでいけるかは自分の働きぶり次第。
オールドルーキーだった頃の喜びと感謝の気持ちを胸に、職務に励みた
いと思います。

WSCメンバーズﾞ基金寄附講座

「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ」2016年度春学期 開講について

：
　　　
　　　
　　　

講師：
　　　
　　　
　　　
主催：
共催：
協力：
後援：

マルクス・コッコ氏　 
駐日フィンランド大使館　報道・文化担当参事官

堀内　都喜子氏　　
駐日フィンランド大使館　広報部 プロジェクトコーディネーター

男女共同参画推進室

マルクス・コッコ氏　 
駐日フィンランド大使館　報道・文化担当参事官

堀内　都喜子氏　　
駐日フィンランド大使館　広報部 プロジェクトコーディネーター

男女共同参画推進室
EUIJ早稲田　
フィンランド大使館　
国際コミュニティセンター（ICC）

2015年11月18日（水）

Finland

男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会 世界一機会均等な北欧「フィンランド」より
第１回 Rikoh ティータイムシンポジウム「ワセダで輝く・ワセダから輝く、アナタの未来」開催
公開ラウンドテーブル「早稲田大学のダイバーシティ・男女共同参画を考える」開催
2015年度活動報告／ 所沢キャンパス「授乳・搾乳室」開設
コラム：キャンパスの日常からダイバーシティと男女共同参画を考える（1）
　　　　ワークライフバランス挑戦中！⑬「オールドルーキーとしての再出発」連載

科目名

曜日・時限

場 所



「ワセダで輝く・ワセダから輝く、アナタの未来」開催
Rikoh ティータイムシンポジウム

　西早稲田キャンパスで研究者や技術者を目指して勉強や研究に
励む学生や研究者の皆さんに、おそらく何年か後に、あっというま
におとずれるかもしれない人生の岐路のいくつかについて、身近
に、そして具体的にイメージできる場の提供を目的としたシンポジ
ウムを開催しました。いくつもの選択を乗り越えてこられた講師
の方々の経験談は、出席した学生や研究者の皆さんのみならず、
司会を務めた私にとっても大変勉強になるものでした。

主催：男女共同参画推進室
共催：理工学術院　　後援：キャリアセンター

菅坂　玉美 氏　 
株式会社富士通研究所応用研究センター　
イノベーション推進室 室長

折原　芳波 氏　　
本学高等研究所 助教
国立成育医療研究センター研究所　
免疫アレルギー・感染研究部　共同研究員

2015年12月10日（木）

　女性が少ない研究分野にいますので、普段聞く
ことのできない女性研究者の生の声を聞くこと
ができるということで参加を決めました。参加す

るまでは、女性ならではの苦労や成功体験を話されるのだと思っ
ていましたが、女性研究者がどのように今まで歩んできたのか、
という等身大の話を伺うことができ、とても興味深く聞くことが
できました。研究にくじけた際にどうやってモチベーションを立
て直すか、という私の質問に対して、「時には周りの人の助けを
受け、完成されたものを求めずに、修正を繰り返すうちに完成に
近づいていくんだよ」とコメントをくださり、自分が気を張りす
ぎていたことに気づきました。さらに、「頑張りすぎないで頑張

りなさい」と背中を押していただき、力を抜く大切さを教わりま
した。研究の辛いことは、友人たちにもなかなか共感してもら
えないことなので、温かい言葉をいただき、とても力強く感じま
した。今回講演されたお二方は本当に“強い”と思います。決
して女性だから強いのではなく、今までの色々な経験を通して
強くなられたとのだと感じました。私も、駆け出しの研究者とし
て、悩むことや心が折れそうになることも多々ありますが、いつ
かそういう山や谷を乗り越えて、気がついたら真の研究者になっ
ていた、となればよいと思います。短い時間ではありましたが、
とても有意義な時間を過ごすことができ、感謝しております。

基幹理工学研究科　機械科学専攻　博士後期課程３年　小野崎　香織

第5期委員会の委員・部会委員の任期：2015年10月21日～2017年10月20日
氏名は 50音順、◎委員長　○副委員長　◇部会長（掲載の委員・部会委員は 2016年 3月現在）

理工学術院　教授　所　千晴 （司会進行）

▲菅坂 玉美氏 ▲折原 芳波氏

▲ 登壇者 左から本田恵子教授（ファシリテーター）、
　 橋本周司副総長、畑惠子男女共同参画担当理事、
　 矢口徹也男女共同参画推進室長、村田晶子教授、
　 大野髙裕理事

活動報告（2015 年度）

所沢キャンパス　「授乳・搾乳室」開設参加者の
声

講演者

第1回

2015年9月、所沢キャンパスに「授乳・搾乳室」を
開設しました。
「社会人が学ぶこと、乳児
を持つ母親が学ぶこと・・・
多様な学生が学ぶ早稲田
大学ならではの支援だと思
います」（利用者の声）

　以下の各部会で報告する取り組みを中心に、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」と協働して2015年度
事業を実施してきました。第5期体制では、学内各箇所との連携を強化
し、さらに男女共同参画・ダイバーシティの推進に取り組みます。

　教職員向けの研修実施、関連授業における公開講座開催のほか、本学に設置する関
連科目を抽出しウェブより公開しました。新規の活動として、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」（GEC設置）を開講し、講義録を作成
しました。新メンバー体制の下、来年度はこれらの活動をさらに充実させていきます。

委員
浅倉むつ子（法学学術院教授）・石山敦士（研究推進担当理事/理工学術院教授）・
上野佳輝（研究企画課長）・大谷俊昭（教務課長）・○小高京子（高等学院事務長）・
木村和夫（人事部長）・齊藤泰治（学生部長）・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・法人統括担当常任理事/法学学術院教授）・棚村政
行（法学学術院教授）・○所千晴（理工学術院教授）・根本進（総務部長）・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）・松尾亜弓
（環境保全センター事務長）・松嶋敏泰（研究推進部長）・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）・弓削尚子（法学学術院教授）

部会委員
宇羽野聡（法学学術院職員）・田中丸明日香（教育システム課職員）・野原佳名子（文
学学術院学務担当課長）・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）・和氣一成（教育・総合科学学術院准教授）

　女性教員、職員、女子学生の比率向上について、「Waseda Vision 
150」に掲げられた数値目標達成に向け改革に取り組まねばなりません。
2015年度は、女性管理職増加のため、現状の課題把握と研修等のあり方
について検討を重ねました。意識改革のための方策を検討していきます。

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）・坂倉みど
り（教務部社会連携推進室課長）・棚村政行（法学学術院教授）・福田秀彦（研究院
調査役）・布施直人（学生生活課職員）・◇村田晶子（文学学術院教授）

　「さんかくニュース」No.13（4月）、No.14（10月）、No.15（3月）を発行
しました。広報活動の国際化対応を意図し、12月からは英文Webサイト
用にニュースからセレクトした記事の英訳版の掲載を開始、さらに3月に
は日英併記版「リーフレット」を新規作成しました。来年度は上記媒体の
活用により広報の一層の拡充を目指していきます。

部会委員
石田京子（法学学術院准教授＜国際渉外担当＞）・◇小高京子（高等学院事務長）・草
柳千早（文学学術院教授）・小西麻知子（図書館総務課職員）・末松大（アジア太平洋
研究センター職員）・山内暁（商学学術院准教授）・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＞）

　2015年度は「両立支援ポータル」と所沢キャンパス「授乳・搾乳室」を開設し、
学内の情報提供と環境設備に取り組みました。ワークライフバランスを柱とし
た各種講座・講演会に加えて、あらたに理工系学生・研究者を対象としたシンポ
ジウムを理工学術院・キャリアセンターと連携のもと企画・開催しました。今後
も継続的に両立支援に関する取り組みと研究者支援をおこなっていきます。

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）・内藤順子（理工学術院准教授）・橋田朋子（理工学術院准教授）・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）・◇松尾
亜弓（環境保全センター事務長）・湯澤圭子（所沢総合事務センター職員）

文学学術院　教授　草柳　千早 

　私が早稲田大学に着任したのは「ダイバーシティ推進」などと
いうことがまだ今日のように課題となっていない頃でした。以前
いた大学よりずっと大規模な早稲田でどんな生活が始まるのだ
ろう、と新入生のような気持ちで新学期を迎えました。
　いろいろな学生と知り合ううちに、ある日ある学生から、自分
は性同一性障害であると打ち明けられました。聞けば大学でい
ろいろと困っていることがあるという。例えば、健康診断を学生
証に記載の性別で受けなければならないのが苦痛であること。
セミナーハウスを利用する際、男女別の部屋割りで悩むというこ
と。性別が記載された学生証の提示を求められる機会がつらい、
等々。

　規模が大きいということはそれだけ多様な学生がいるという
ことなのだ、と早々に気づかされました。同時に、学生が経験し
ている困難を少しでも解消しなければと思いました。同僚など
周囲にも相談しながら一つずつ当たっていくと、健康診断も宿泊
も柔軟に対応してくれることがわかってきました。恐らくそれま
でにも、いろいろな学生が困難をなんとかしたいと試行錯誤で
動いてきたことでしょう。各自がゼロから自己解決の道を模索
せずとも、早稲田大学は多様性を前提に運営されている---そう
なれば、キャンパスは学生たちにとって、ますます個性を伸ばせ
る学びの場となるのではないでしょうか。

　本会は、本学のダイバーシティに関する議論のスタートアップと位置づけ、１．早稲田大学にお
ける尊重すべきダイバーシティとは、その基本理念とは何か、２.その理念、あるべき大学像をど
のように学内で共有し、発信するのか、を参加者と共に考えることを目的として開催しました。
登壇者による発表の後、参加者からの質問や意見をもとにディスカッションを行い、ダイバーシ
ティの推進は、Waseda Vision 150の重要課題の一つとして、本学が意識的に取り組んでいか
なければならない課題であることをあらためて確認しました。

「早稲田大学のダイバーシティ・男女共同参画を考える」を開催しました
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※このコラムでは、早稲田大学の構成員がそれぞれ日頃の業務・経験を通じて感じていること、考えていることをつづっていきます。
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キャンパスの日常からダイバーシティと男女共同参画を考える （1）コ ラ ム



「ワセダで輝く・ワセダから輝く、アナタの未来」開催
Rikoh ティータイムシンポジウム

　西早稲田キャンパスで研究者や技術者を目指して勉強や研究に
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におとずれるかもしれない人生の岐路のいくつかについて、身近
に、そして具体的にイメージできる場の提供を目的としたシンポジ
ウムを開催しました。いくつもの選択を乗り越えてこられた講師
の方々の経験談は、出席した学生や研究者の皆さんのみならず、
司会を務めた私にとっても大変勉強になるものでした。

主催：男女共同参画推進室
共催：理工学術院　　後援：キャリアセンター

菅坂　玉美 氏　 
株式会社富士通研究所応用研究センター　
イノベーション推進室 室長

折原　芳波 氏　　
本学高等研究所 助教
国立成育医療研究センター研究所　
免疫アレルギー・感染研究部　共同研究員

2015年12月10日（木）

　女性が少ない研究分野にいますので、普段聞く
ことのできない女性研究者の生の声を聞くこと
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て直すか、という私の質問に対して、「時には周りの人の助けを
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近づいていくんだよ」とコメントをくださり、自分が気を張りす
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基幹理工学研究科　機械科学専攻　博士後期課程３年　小野崎　香織

第5期委員会の委員・部会委員の任期：2015年10月21日～2017年10月20日
氏名は 50音順、◎委員長　○副委員長　◇部会長（掲載の委員・部会委員は 2016年 3月現在）

理工学術院　教授　所　千晴 （司会進行）

▲菅坂 玉美氏 ▲折原 芳波氏

▲ 登壇者 左から本田恵子教授（ファシリテーター）、
　 橋本周司副総長、畑惠子男女共同参画担当理事、
　 矢口徹也男女共同参画推進室長、村田晶子教授、
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活動報告（2015 年度）

所沢キャンパス　「授乳・搾乳室」開設参加者の
声

講演者

第1回

2015年9月、所沢キャンパスに「授乳・搾乳室」を
開設しました。
「社会人が学ぶこと、乳児
を持つ母親が学ぶこと・・・
多様な学生が学ぶ早稲田
大学ならではの支援だと思
います」（利用者の声）
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も継続的に両立支援に関する取り組みと研究者支援をおこなっていきます。

部会委員
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ろう、と新入生のような気持ちで新学期を迎えました。
　いろいろな学生と知り合ううちに、ある日ある学生から、自分
は性同一性障害であると打ち明けられました。聞けば大学でい
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る学びの場となるのではないでしょうか。

　本会は、本学のダイバーシティに関する議論のスタートアップと位置づけ、１．早稲田大学にお
ける尊重すべきダイバーシティとは、その基本理念とは何か、２.その理念、あるべき大学像をど
のように学内で共有し、発信するのか、を参加者と共に考えることを目的として開催しました。
登壇者による発表の後、参加者からの質問や意見をもとにディスカッションを行い、ダイバーシ
ティの推進は、Waseda Vision 150の重要課題の一つとして、本学が意識的に取り組んでいか
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男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会

　「生涯自分のことは自分で面倒をみる」就職活動時からのテーマで、早
稲田大学職員を選んだのもこの視点から。ワセ女らしい勝ち気な発想で
もありますが、自立してはじめて他者を助けたり、人様の役にたつこと
ができると思っていました。しかし、自立し続ける（働き続ける）ことが
いかに貴重であり難しいか。早稲田大学はそれを実現できるよう、様々
な制度や環境を備えてくれていると今改めて実感しています。

　入職後、理工学部で入試業務に携わり３年が経った頃、札幌に赴任
していた夫と結婚することに。冒頭に述べた覚悟も霞んで、私自身の
故郷である札幌で結婚生活をスタートできる事にも強い縁を感じ退
職を選択しました。その後しばらく働いていない時期があったので
すが、この時期の私は、埋めようのない空白を常に感じていました。
時間はあるのに、自分に自信がないゆえ人と会うことも気乗りせず、
好きな音楽や本も買い物にも、あらゆる欲がなくなってしまったの
です。自分に生産性がない後ろめたさからくるもの。僅かでも人様の
ために役に立ち、その対価で何かできることが自分の喜びであると
いう、勤労の根源的なことを身をもって知りました。仕事は自分に
とって欠けてはならないものでした。

　数年後東京に戻って間もない頃、退職で散々ご迷惑をかけたにも
関わらず、元上司が早稲田大学で再雇用制度が施行開始になると知
らせてくださいました。恥を忍んで人事課へ問い合わせると、退職事
由や退職後の経過年数等の条件を満たすことが必要であること。常
勤嘱託職員としての採用、のち登用試験に合格すれば専任職員への
道もあるというものでした。

　施行開始を心待ちにして応募。常勤嘱託職員として採用していただき
ました。配属は商学学術院の学部学務。年齢の割に中身はまったくの新
人・オールドルーキー。知識も判断力も全てが未熟ですが、ただひとつ、
働く場を得た喜び、それを与えてくれた大学・皆様への感謝の思いは新
人当時と圧倒的に違っていました。

　息子が生まれ、育休取得後、2015年４月に職場復帰し育児時間をとら

▲ とうちゃんは言えるのに、かあちゃんとはまだ言ってくれません。

▲ 初めての旅先、八ヶ岳で

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！⑬

オールドルーキーとしての再出発

連載

商学学術院専任職員　長瀬 奈穂

大学が目指すダイバーシティ・男女共同参画のあり方について、学生が基礎的、具体
的理解を深めていくことを目的に2015年度より開講している講座です。2016年度
はクォーター科目として春学期（前半・後半）に開講します。

「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ（基礎講義編）」（全8回　1単位）
「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ（ライフコースを考える）」（全8回 1単位）
金曜日6限
早稲田キャンパス

■ 略　　歴：本学商学部卒業後、2003年に入職。理工学部業務開発・入試課に配属、2006
年退職。2011年「ワークライフバランス支援を強化する再雇用制度」に応募し、
５年弱のブランクを経て、2011年4月常勤嘱託として勤務開始。商学学術院に
て学部学務に携わる。その後、専任職員への登用試験に応募し、 2012年10月
専任職員として入職。

■ 家族構成：夫と息子（２歳１ヶ月）の３人家族
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世界一機会均等な北欧「フィンランド」より
～仕事も育児もプライベートも、誰もが自分らしくあるために～

　本講演会はフィンランド大使館の協力のもとに開催されました。はじめに、堀内都喜子
氏より、女性の活躍と、特徴的な育児支援「ネウボラ」によるサポートをはじめとした諸制
度の紹介、国としての取り組み・政策が、国民全体の意識改革に通じたことに関する説明
がありました。さらに、自身の育児への向き合い方を語ったマルクス・コッコ氏からの「男
性が育児をするということについて違和感がない。親が作った環境のおかげである」、「フィ
ンランドの制度をそのままではなく、日本に必要なことを柔軟に取り入れてもらえたら」と
のメッセージに、130名を超える学生・教職員・一般の来場者が耳を傾けました。

参加者の
声

　この度、フィンランド大使館の方からのフィンランド
の男女平等社会に関する講演に参加する機会を得た。
フィンランドにおけるワークライフバランスや男女共

同参画の現状、その日本人との認識の違いについて、具体例を交えて
語られた講演であった。
　近年話題であるように、北欧の仕事や育児に対する認識やそれを支
える社会制度は魅力的に聞こえた。特に育児に対する手厚いサポート
には感銘を受けた。フィンランドはその意味ではとても住みやすく恵
まれた環境なのではないかと聴講しながら心を踊らせていた。
　しかし、日本に応用する際にこれを鵜呑みにすることはできない。【価
値】の話とそれを実現する【方法論】の話は明確に分ける必要があろう。
参考にすべきは、男女平等に対する認識やそこで実現されている価値

であり、フィンランドで施行されている諸制度などの方法論ではない。
なぜなら、価値を実現する方法論は、場所や時代など様々な社会背景
に大きく依存し、大きく異なってくるからである。
　本講演は、日本ではあまり知られていない考え方を紹介することで、
男女の社会参画のあり方を再考する機会という意味でとても有意義で
あった。しかし、フィンランドで実現されている価値に賛同したひとり
として重要なことは、表層の良い側面ばかりを見て無思考にフィンラン
ドを崇拝することではない。フィンランドの男女共同参画実現の背景
を理解し、時にはそれによる負の影響をも知る必要があると考える。
日本社会における関心がこの段階に達した時、新しい価値の実現にま
た一歩近づけるのではないだろうか。

政治経済学部４年　大多和　祐介

▲マルクス・コッコ氏 ▲堀内 都喜子氏

▲出産に際し、国から支給される手当てのひとつ
「育児パッケージ」展示の様子

せていただいています。結婚し
て８年、ソロ活動も多かった夫
と私の関係は、子供の誕生でよ
うやく個から家族になること
ができたと思います。多忙な中
でも息子の面倒をよく見てく
れ、夫に足りないのはおっぱい
だけ、もし彼から母乳が出たら
親として私は勝ち目がないか
も…と思う程です。

　職場復帰に向けて行ったこ
とは家事分担の見直しでした。
家事は全般を私が担っていた
ため夫が知らないうちに済ま
せていた些細な家事も多々ありましたが、いくつか重なるとそれなりの
負担となります。早めに夫を巻き込んだ方が賢明と判断しました。家事・
育児のあらゆるルーティン項目を洗い出し、全てをポイント化。５分＝
１P、15分＝３P、30分＝５P、それに一週間あたりの頻度をかけ合わせ
（例：保育園連絡帳記入１P×週５回＝５P）、全項目の合計ポイントを二
人でどう配分するか決めました。今では家事・育児負担へのストレスの
ないバランスを見つけ、家の中は安定稼働しているように思います。

　そして、肝心の仕事は…。致命的なミス・処理の遅れだけは避けたいと
何とかやってきましたが、来る繁忙期を前に不安は隠せません。少しで
も戦力になれるよう踏ん張り時と思っています。今は目前に迫る業務に
必死で、疑問視することや俯瞰で捉える視点がないと反省する日々です
が、周囲や先生方から頼ってもらえる存在になるよう、信頼を積み重ね
ていきたいと思います。また復帰後の仕事において、よい刺激と影響を
与えてくださる子育て中の先輩・同僚の存在は欠かせません。「私たちの
放課後は昼休み」というように、気軽に話せる時間と皆さんからのアド
バイスは、私にとって大きな支えとなっています。

　再雇用制度、育休取得に続いて育児時間での勤務。ワークライフバラ
ンスに関わる諸制度をフル活用し現在の私がいます。先輩方が築いてく
ださったこの環境を、次世代に繋いでいけるかは自分の働きぶり次第。
オールドルーキーだった頃の喜びと感謝の気持ちを胸に、職務に励みた
いと思います。

WSCメンバーズﾞ基金寄附講座

「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ」2016年度春学期 開講について

：
　　　
　　　
　　　

講師：
　　　
　　　
　　　
主催：
共催：
協力：
後援：

マルクス・コッコ氏　 
駐日フィンランド大使館　報道・文化担当参事官

堀内　都喜子氏　　
駐日フィンランド大使館　広報部 プロジェクトコーディネーター

男女共同参画推進室

マルクス・コッコ氏　 
駐日フィンランド大使館　報道・文化担当参事官

堀内　都喜子氏　　
駐日フィンランド大使館　広報部 プロジェクトコーディネーター

男女共同参画推進室
EUIJ早稲田　
フィンランド大使館　
国際コミュニティセンター（ICC）

2015年11月18日（水）

Finland

男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会 世界一機会均等な北欧「フィンランド」より
第１回 Rikoh ティータイムシンポジウム「ワセダで輝く・ワセダから輝く、アナタの未来」開催
公開ラウンドテーブル「早稲田大学のダイバーシティ・男女共同参画を考える」開催
2015年度活動報告／ 所沢キャンパス「授乳・搾乳室」開設
コラム：キャンパスの日常からダイバーシティと男女共同参画を考える（1）
　　　　ワークライフバランス挑戦中！⑬「オールドルーキーとしての再出発」連載

科目名

曜日・時限

場 所


