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優秀な女性研究者の採用促進のために
―理工学術院女性キャリア支援制度―

Topics

　SDGsにおけるジェンダー平等が叫ばれる中、本学における任期の定めのない女性専任教員比率は16.4％（任期の定めのある常勤教
員、常勤研究員を含めても19.4％）と低く、ジェンダーギャップの是正に向けた一層の努力が求められます。各学術院では、さまざま
な施策が検討されているところですが、すでに独自施策により成果を出しつつある理工学術院の取組みをご紹介します。

　理工学術院（学術院長：菅野重樹教授）では、優秀な女性教員の採用促進策として、2018年度より「女性キャリア支援制度」を設け、
研究資金を支給（実験系では200万円、非実験系では100万円を上限）しています。研究を立ち上げるための環境整備、研究力の向上
や研究成果の発信、外部資金の獲得等に繋げてもらうことを目的としたこの制度。これまでに10名の女性研究者が支援を受けてきまし
た。取組みの甲斐もあり、2017年度では14名（4.5％）であった女性専任教員が、2021年度には25名（8.2％）まで増加しました。

積極的な女性採用、研究支援は「未来への投資」
　当時の理工学術院長として制度導入を牽引され
た竹内淳教授から、制度に込めた思いをうかがい
ました。
　「女性の社会進出における日本の後進性、とり
わけ研究者に占める女性比率が先進国では最低水

準であることへの強い懸念を抱いていました。少子高齢化が進む
日本において、女性が活躍する社会への改革はとても重要です。
また、理工三学部に進学する女子学生が増える中で女性教員比率
が低いことは大きな問題です。女子学生が抱える問題に適切に対
応するためには女性教員を増やすことが急務と考え、女性教員の
積極採用、女性限定採用などの戦略的施策に取り組んできました。
　一方、理系の女性研究者は母集団が少ないため、採用にあたっ
ては熾烈な獲得競争に晒されます。また、女性の研究費が相対的
に低いという実態への憂慮もあります。科研費等の審査は実績主
義であるため、出産・育児等の影響で研究に専念しにくい時期が
ある女性研究者は論文数が相対的に少ないことをもって十分な研
究費を獲得できず、結果として業績が上がらない、という負のス
パイラルを断ち切ることが重要と考えていました。そこで、優秀
な女性研究者採用のための施策として研究支援策は不可欠である
と考え、導入を決意しました」

　2018年度に着任し、本制度の適用を受けた鬼
頭朋見准教授は当時を振り返り、語ります。「着
任直前に第一子を出産し、初年度の講義準備と子
育てに追われ、研究との両立が大変な時期に支援
金をいただいたおかげで研究環境を整備すること

ができました。おかげさまで、精神面でも資金面でも安心を得る

ことができ、結果として
応募した科研費も採択さ
れ、早稲田での研究活動
を軌道に乗せることがで
きました。使途の限定さ
れない自由な資金はあり
がたく、特定の研究費が
用意されていなかった活
動（書籍の出版や研究者
とのネットワーク構築）にも役立ち、研究活動の幅を拡げるため
に活用できました。長期的な視点で、研究を立ち上げるにあたり
必要な下準備ができたと思い、感謝しています」
　 学術院長の菅野重樹教授は「今後も、優秀な女性

研究者に対する支援を続けるとともに、女子高校
生へ向けた理工の広報も強化し、理系女子学生お
よび女性研究者が増える努力を続けます。しか
し、女性研究者支援は理工学術院の努力だけでは

限界があるので、今後は大学全体の施策として積極的に検討され
るべきと考えます」と語ります。
　女性教員を増やすための不断の努力によって、女性教員は女子
学生にとっての「身近なロールモデル」となり、研究者を志す女
子学生が増えるという好循環が生まれます。そして、女性教員比
率の向上はやがて「研究教育活動におけるイノベーション」をも
たらし、将来的な本学の価値向上に資するでしょう。女性教員の
積極採用・支援は、まさに「未来への投資」であり、全学的取組
みとなることが期待されます。

▲支援金を活用しての研究出張（北欧）
にて、ベビーカーを押す鬼頭先生



次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」策定
―すべての構成員が等しく生き生きと活躍できる環境づくりを目指して―

　すべての教職員がワークライフバランスを実現できる働きやすい環
境をつくることによって、その能力を十分に発揮できるようにするた
め、以下の行動計画を策定しました。（計画期間：2021年４月１日か
ら2024年３月31日までの３年間）

　　　　 女性教職員のワーク・ライフバランスの実現を促進するため、
効果的な啓発活動の実施、有益な情報の提供と周知を図る。

対策１． 男女共同参画推進に関する教職員の意識向上や啓発を目的とした各種
研修、講演会、交流会、セミナー等を開催し、参加を促す。

　　２． 教職員の両立支援制度等に関する情報を整理し、各種広報媒体を活用
して提供する。

　　　　 すべての教職員が健康に就業しながら、生き
生きと活躍できる環境づくりを推進する。

対策１． 教職員が育児参加しやすい環境づくりの一環とし
て、男性職員の育児休職取得や保育・育児時間取得
に対する理解促進を図るための啓発活動、広報活動
を行う。

　　２． 職員の「ノー残業デー」について、箇所単位での設
定に加えて、個人の業務の都合等に合わせて個人単
位でも別途設定できるようフレキシブルな運用と
し、徹底する。

　男女共同参画の推進と多様性を尊重し、教育・研究・就労の場にお
いて女性が最大限に力を発揮できる環境整備を目指し、以下の行動計
画を策定しました。（計画期間：2021年４月１日から2026年３月31
日までの５年間）

　　　　 任期の定めのない常勤教員採用者における女性採用比率につ
いて、2021年度から2025年度までの平均を25％以上とする。

対策１． 学術院・附属校と教務部および人事部の協議・連携に基づき、各箇所
および全学的な数値目標を策定し、PDCAサイクルにより、目標達成
を目指す。全学的な進捗管理はダイバーシティ推進委員会が行う。

　　２． 採用に関与する教員に対して、アンコンシャス・バイアスの低減に向
けたガイドやチェックリストを配付するとともに、ポジティブ・アク
ションの導入を促すためのガイドを配付する。

　　３．各年度の達成状況については、外部へ公表する。

　　　　５年後の女性管理職比率を15％以上とする。
対策１． 女性管理職の働き方に係る好取組事例を情宣し、管理職へのキャリア

アップ志向を醸成する。
　　２． 次世代リーダー研修等のキャリア開発研修への女性職員の参加をより

一層促し、マネジメント能力の開発を行う。
　　３． 職員のキャリア形成を考えて育成を行う管理職に対して、アンコン

シャス・バイアスの低減に向けたセミナーを引き続き行う。

　2021年４月、本学は次世代育成支援対策推進法および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく「一般事業
主行動計画」をそれぞれ策定しました。

注） 次世代育成支援対策推進法は「次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくること」を、女性活躍推進法は「女性が職業生活において、その希
望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備すること」をそれぞれ目的としています。

Topics
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目標１ 目標１

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

目標２

目標２

所沢キャンパスに託児室新設！

　本学では学生・教職員への両立支援策として、一時託児専用の託児室を設置しています。早稲田、
西早稲田キャンパスに続き、2021年４月、所沢キャンパスに新設されました。閉門期間を除き、
土日祝日も利用可能な託児室をぜひご利用ください。

Topics

 信頼できる預け先の選択肢の一つとして
◦ ふだんは保育園に預けていますが、緊急事態宣言中には自主的に登園を控え、

ベビーシッターや託児室を利用しています。連日預けることもありますが、
保育士さんが初日は大隈庭園散歩、翌日は水遊びなどと工夫してくださるお
かげで、子どもは終始ご機嫌モードです。「困ったときに安心して預けるこ
とができる施設」が学内にあることは教育研究活動を進めるうえで助かりま
す。信頼できる預け先の選択肢の一つとして、大いに活用しています。

 理工学術院教授　梅津 信二郎（子ども４歳・１歳）

利用者の声

◦ 家族の介護と育児を
夫婦で分担していま
す。オンライン授業
のときは在宅勤務で乗り切りましたが、対面授業が増えてきたタイミングで
待望の所沢託児室が開設され、実にありがたいですね。

 人間科学学術院准教授　風間 健太郎（子ども１歳）

▲�新設の所沢託児室（100号館312）での保育の様子。保
育士２名が手厚くケアします。
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　2021年４月30日、本学校友で㈱リクルートホールディングス サス
テナビリティトランスフォーメーション部パートナーの伊藤綾氏を講
師にお招きし、ハイフレックス形式で公開講演会を行い、113名が参
加しました。 
　「ダイバーシティとは、たくさんの経験の中からいつの間にかできて
いる自分の強みを活かし切ること。少しずつ意識して掘り出し、自分
らしい働き方を探しながら自分なりの方法で自分の個性を活かしてい

　2021年７月26日、先進理工学研究科修了生でソニー㈱ホームエン
ターテイメント＆サウンドプロダクツ事業本部ＴＶ事業部商品企画部
の上原祐美子氏、理工学術院准教授の高山あかり氏を講師にお招きし、
標記シンポジウムをオンライン（Zoom Webinarとブレイクアウト
ルームでのグループセッションの二部構成）にて開催しました。学部
生・大学院生・教職員の他、附属・系属校や近隣の都立戸山高校の生
徒もあわせて53名の参加がありました。 
　「自分の好奇心に耳を傾けることで、世界はまったく違って見えてく
る。そこに新しい道が見つかるのではないか」（高山氏）、「自らの意思
により未来を築きながらも、得意分野を増やし、大切な人と話し、自
分自身を肯定することで、予想外の未来においても前進することがで
きる」（上原氏）など、理系のロールモデルからの説得力あるメッセー
ジはいずれも聴く者の心に響き、参加者は自らの進路選択を考えるう
えでのヒントを得ることができました。

卒業式、入学式における
情報保障（日英字幕対応）

Topics

　早稲田アリーナにて２年ぶりに挙行された2020年度卒業式、2021
年度入学式において、情報保障として文字通訳が行われました。
　今回初めて日英両言語で配信された字幕は、会場の巨大スクリーン
に映し出されると同時にライブ配信もなされ、聴覚に障がいのある方
だけではなく、日本語を解さない方も含むすべての出席者、視聴者に
等しく式典にご参加いただく機会を提供することができました。

※ 教職員の皆さんが主催される講演会・イベント等において情報保障（文字通訳・手話
通訳等）が必要な場合は、経費補助も含めてダイバーシティ推進室までご相談くだ
さい。

WSCメンバーズ基金講座
「企業とダイバーシティ」公開講座

Report

くことが大切」と熱く語る氏から
は、「ダイバーシティ推進の主役は
私たち一人ひとりであるということ
を念頭に置いて、“今何キロ地点に
いるかな”ということを時折振り返
り、考えてみてほしい」というアド
バイスをいただきました。 

第７回Rikohティータイムシンポジウム 
「自信をもって未来を歩むコツ」

Report

　2021年３月５日、第一文学部卒業生で恋バナ収集ユニット「桃山商
事」代表の清
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之
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氏を講師としてお招きし、オンラインにて標記ワーク
ショップを開催、学生・教職員合わせて90名が参加しました。
　講師講演として学生時代の活動、仲間との会社起業、フリーライターとしての
独立など、現在に至るまでのお話を伺ったのち、森

も り

山
や ま

至
の り

貴
た か

准教授（文学学術院）
と対談形式で、参加者から寄せられた質問に回答しながら、議論を深めました。
最後に清田氏より「就職のプレッシャーなどあるかもしれませんが、私のような
オルタナティブな生き方があることを知ってもらうことで、少しでも気持ちが楽
になってもらえたらうれしいです」とのあたたかいメッセージが贈られました。

※ ワーク・ライフバランスデザインワークショップ in 人間科学
学術院（２月２日）、ワーク・ライフバランスデザインワーク
ショップ in 商学学術院（２月17日）、セミナー「ハラスメント
を考える」（３月11日）の開催報告は下記サイトよりご覧にな
れます。

　https://www.waseda.jp/inst/diversity/event/reports/

ワーク・ライフバランスデザイン
ワークショップ in 文学学術院

Report

▲�伊藤�綾�氏

▲�清田�隆之�氏

▲�上段：左から上原�祐美子氏、高山�あかり准教授、下段：司会の所�千晴教授（理工学術院）

▲�森山�至貴�准教授（文学学術院）
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学内バリアフリー対応最新情報！

令和３年度ベビーシッター派遣事業割引券交付
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連 載 ワークライフバランス挑戦中！㉔

スチューデントダイバーシティセンター障がい学生支援室 M.S.
「きっとどこかに道がある」と信じて

最初の壁は子どもの病気
　『ワークライフバラ
ンス』ということでい
うと、これまでに何度
か壁にぶつかっていま
すが、最初の大きな壁
は次男が１歳から３歳
のときでした。よく病
気をする子で、喘息も
あったので、高熱を出
してはゼーゼー（喘鳴）
が１週間は続くという
状態を繰り返していま
した。まだ長男も手がかかる時期だったので、「一体いつになったらまとも
に仕事ができるのか」という焦りと申し訳なさで気持ちも張りつめていたと
きでした。職場にはずいぶん迷惑をかけたと思いますし、遠方（長野）で働
いている母にも幾度となくヘルプにきてもらっていました。「今日はどうか
一日元気に過ごせますように」と祈るような気持ちで過ごす日々。そんな毎
日から解放されたのは次男が３歳になり、病気が減って喘息もコントロール
できるようになったときで、その頃にはまた仕事にも落ち着いて向き合える
ようになっていました。次男が生まれてから10年経ちましたが、今思い返
してもこの頃がもっともバランスがとれずに、もがき苦しんだ時期だったと
思います。

登園渋りから早稲田大学の託児室へ
　次男と４歳差で長女が生まれて、それまでの家が手狭になったこともあり
引っ越しをしました。長男、長女は引っ越しのタイミングで小学校入学と保
育園入園の新規スタートだったのですが、次男は年中で保育園を転園。新し
い保育園になかなか馴染めず、年中の途中から登園渋りをするようになりま
した。最初はあの手この手で保育園に連れていっていたのですが、それも限
界がきて、「それなら早稲田に一緒に行ってしまおうか」と、試しに理工キャ
ンパス内にある託児室で預かってもらうことにしました。朝は夫に長男と長
女を託し、次男と二人で始発の電車に乗って高田馬場へ。60号館の託児室に

子どもを預けて私はその
まま55号館の職場に行
きました。お昼には職場
の先輩も一緒にご飯を食
べて、帰りには戸山公園
の植物を観察しながら手
をつないで帰りました。
それまで、大慌てで自転
車に子どもを乗せて、保
育園を往復する毎日だっ
たので、ゆっくり二人で
歩くことがなんとも新鮮
で尊く感じられました。

　次男は託児室の先生と職場の先輩とのランチのおかげで早稲田のことが大
好きになり、週１〜２回は早稲田に通うようになりました。それからという
もの、登園渋りはあっても早稲田に行く私を引きとめることはなくなりまし
た。「お母さんは毎日あそこに行っている。ぼくも３日寝たらあそこへ行け
る」、そういう見通しを持てたことが次男にとっては重要なことだったのだ
と思います。そんな生活が１年近く続いて、地元の保育園も早稲田の託児室
も無事に卒園することができました。

コロナで激変した生活
　その後、だいぶ安定し
てきた（と自分では感じ
ていた）ワークとライフ
のバランスがコロナの影
響を受けて、またも不安
定な様相となりました。
　特に去年３月からの
保育園の自粛と、続く
４月からの小学校の休
校で生活は一変。さら
に、私の母も上京でき
ない、子どもの習い事
も見合わせ、私が通っ
ていたヨガ教室も閉鎖、など悪いことが重なり、仕事、家事、育児、教育、
運動など、これまで多方面に頼っていたことが一気に押し寄せてきました。
今までのやり方はまったく通じなくなり、家族で試行錯誤をする毎日。悩む
間もなく、ひたすら走り続け、大変といえば大変な日々でしたが、この期間
で得たものも実はたくさんありました。例えば、朝は家族で近所を散歩し、
地域のいいところを再発見しました。夜にはYouTubeで子どもと一緒にヨ
ガをするようになり、親子共通の趣味ができました。これまで一人でたたん
でいた洗濯物も、それぞれが自分のものをたたむようお願いしたら意外にす
んなりやってくれて、私の仕事がだいぶ減りました。何より、家族それぞれ
とじっくり向き合うことで、お互いの得意や苦手を意識したよりストレスの
少ない生活にシフトした（というより、せざるを得なかった）ことは大きな
収穫だったと思います。
　これまで大きな壁にぶつかるたびに、職員の先輩や仲間、家族がどこかに
道があることを教えてくれました。今も日々いろいろなことがありますし、
今後もあるのだと思います。バランスをとるのは簡単ではありませんが、そ
の時々に一つひとつやっていけたらいいなと思いますし、そう思える環境で
働かせてもらっていることを幸せに感じています。
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早稲田大学ダイバーシティ推進室

※掲載している内容、講演会等の講師や執筆者等の肩書きは発行当時の情報となります。

■ 略歴： 1999年４月入職。1999-2005年、日本語センター・日本語教
育研究科、2005-2014年、留学センターにて留学生支援等担
当。2014-2015年アカウンティングセンターで経理担当をした
後、組織改編により、2015-2021年理工センター研究総合支
援課に異動して、研究契約業務を担当。2021年６月、学内公
募により現職に異動。

・早稲田キャンパス４号館　エレベーター（2021年10月運用開始予定） 
・早稲田キャンパス10号館　エレベーター（2021年９月運用開始予定） 
・戸山キャンパス34号館　エレベーター（2022年４月運用開始予定）

　本学教職員の育児と仕事の両立を支援するため、内閣府（公益社団法人全国保育サー
ビス協会に委託）が実施する「ベビーシッター派遣事業」を利用して「ベビーシッター
派遣事業割引券」を発行しています。 
　詳細はダイバーシティ推進室Webサイトをご覧ください。

▲�長男４歳、次男２歳。「一日元気で」と祈っていた頃

▲秋、落ち葉を踏みながら次男と大学へ

▲散歩の合間に

https://twitter.com/waseda_univ_PED
https://www.waseda.jp/inst/diversity/
https://www.facebook.com/waseda.diversity/

