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ごあいさつ 

 

慶應義塾大学ワークライフバランス研究センター長 

看護医療学部長 

太田 喜久子 

 

慶應義塾大学は、昨年度、文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事

業に採択されました。事業 2 年度目にあたる今年度は昨年度着手した各種の取り組みを深化さ

せる方向で、あるいは、さらに必要と考えられる施策を新たに考案・実施することで、「ソーシャル

キャピタルを育む女性研究者支援」という本学ならではのテーマをより鮮明にしつつ、女性研究

者の仕事と生活の両立が実現するよう尽力してまいりました。 

 

今年に入り、本学では慶應義塾長選挙を経て、5 月に清家篤新塾長の下に新たな執行部体制

が整いました。そのため、この女性研究者支援事業の総括責任も安西祐一郎・前塾長から清家

新塾長に引き継がれ、事業拠点であるワークライフバランス研究センターのメンバー構成にも一

部変更があり、山下香枝子前看護医療学部長に代わり、私儀、太田喜久子が１０月に後任のセ

ンター長として着任いたしました。これまで築かれた土台を活かし、センターの事業を軌道に乗

せるために、私は当センターが女性研究者たちにとってさまざまなライフイベントにおける職場の

支え手として必要とされ、かつ、有意義な機能を果たすよう努めてまいりました。この間、清家塾

長および渡部直樹常任理事（男女共同参画担当）はじめ、慶應義塾の全学部・研究科および一

貫校の教職員や卒業生、塾外の多数の皆さまのご理解とご指導をいただきながら、女性研究者

支援、ひいては男女共同参画に向けたキャンパス環境を整備するため歩みを進めてまいりまし

た。 

 

少子高齢化社会が進展するわが国にあって、人材の育成と有効活用は国家的課題であり、あら

ゆる分野で埋没している潜在能力を発掘し開花させねばなりません。慶應義塾においては学生

数に占める女性比率の増大が必ずしも女性研究者の比率増大には結び付かない現状があり、

出産・育児等のライフステージで研究の中断や途絶を余儀なくされることがその原因の一つと認

知されるところです。人材育成こそが使命である高等教育・研究機関として本学に求められてい

る課題は大変重く、今後も多くの皆様のお知恵をお借りし、互いに影響を与えあい果実を分かち

合う関係性を大切にしながら、本事業に誠心誠意取り組んでまいる所存です。今後とも変わらぬ

ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
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1.総括 

慶應義塾大学では、平成 20 年度に引き続き、ワークライフバランス研究センターを拠点として「ソー

シャルキャピタルを育む女性研究者支援」のための諸事業を展開している。女性研究者が出産・育

児等のライフイベントと研究を両立させ、研究者としてのキャリアの継続を可能にする一連の支援策

を構想・企画・実施する際に、本学がこれまでに培った仕事の場、生活の場、コミュニティ等における

円滑で生産的なコミュニケーションを基礎としたソーシャルキャピタル（社会関係資本）の蓄積を 大

限有効活用することが本事業の 大の特徴である。 

 

本事業運営の詳細報告に先立ち、慶應義塾の執行部体制の変化について若干触れる。本学では

平成 21 年 4 月の慶應義塾長選挙を経て、平成 21 年 5 月に清家篤新塾長の下に執行部体制が刷

新された。それに伴い、本事業の総括責任も安西祐一郎前塾長から清家新塾長に引き継がれた。

事業拠点であるワークライフバランス研究センターのメンバー構成にも一部変更があり、センター長

には山下香枝子前看護医療学部長に代わり太田喜久子看護医療学部長が着任（平成21年10月）

し、また、新たに男女共同参画担当理事に就任した渡部直樹常任理事が関与することとなった。 

 

事業の推進にあたっては昨年度同様、4 つの事業カテゴリーに分類して取り組みを進めた。第一に

事業推進のための体制の整備、第二に女性研究者の育児に関わる支援、第三に女性研究者や研

究者を目指す女子学生等に対するエンパワーメント支援、第四にワークライフバランスに関する調

査・研究の推進である。推進体制整備の面では、本年度は男女共同参画室の基本理念や基本計

画等の策定を進めていたが、塾長交代による執行部体制の変更に伴い見直しが行われた。見直さ

れた内容は平成 21 年 10 月に改選時期を迎え新体制となった男女共同参画推進委員会に近々提

案され、審議される運びである。 

 

昨年度のうちに着手した事業については、全ての面で一層の周知徹底と利用者拡大を目標に取り

組みを強化した。女性研究者が出産・育児の過程でも研究活動を支障なく継続できるよう研究補助

員を雇用する「研究業務支援プログラム」は支援策として評価が高く、リピーター率が高い。他方、病

児保育のための現行支援パッケージは女性研究者にとって必ずしも使い勝手のよいものとはなって

おらず、今後、利用者等の意見収集のうえ、更なるプログラム改善の余地があると考える。 

 

本学の特徴でもあるキャンパスごとの支援ニーズの相違については、それぞれの違いを活かした形

でさまざまな取り組みを展開した。キャンパス別の交流会の開催も浸透し、女性研究者のみならず、

研究者を志す学生や男性教員・研究者の参加もみられる。また、男女共同参画やワークライフバラ

ンスに関心のある一貫校の生徒たちに研究材料を提供する機会ともなっている。ワークライフバラン

ス研究センターが発行するニュースレターやリーフレット、イベント案内のポスター掲示等を見て、セ

ンターのウェブサイトにアクセスする数が確実に増えている。単なる情報確認のためではなく、女性

研究者として抱える問題などの相談も少なくないため、センターからの情報発信を起点とした女性研

究者個々の具体的ニーズの掘り起こしにつながったと言えよう。 
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ワークライフバランス研究センターは平成 21 年 6 月に湘南藤沢キャンパス内ν棟に移転した後、平

成 22 年 3 月より一時保育サポート活動の拠点に向けた改修工事を行った。これにより、保育に関す

る養成講座を受講し、地域の保育園での実習体験も積んだ男女の学生、すなわち「保育サポータ

ー」たちが女性研究者の研究と生活の両立のための協力者として実際に活動する場を確保すること

ができた。一時保育サポート事業の開始にあたって、保育サポーター養成のための教材、必要とさ

れる保険の選定、慶應義塾大学・ワークライフバランス研究センターと利用者、サポーターとの関係

性を規定する規程や約款、さらには危機管理のための多様なマニュアル等を作成した。外部委託

によらない、学内のソーシャルキャピタル活用を基軸とした一時保育モデルだと自負するところであ

る。 

 

今年度は新たに、大学学部生、さらには一貫校との間の事業連携も密接に行った。当センター主催

の事業シンポジウムでは、初めて学部生による研究報告が行われ、内外で一定の評価をいただい

た。また、高校生に対する男女共同参画やワークライフバランスに関する講義等では、我々主催者

側にとっても次代の子どもたちの多様な考えを直接学ぶ良い機会となり、事業を進めるうえで刺激

的な知見を得ることができた。他方、地域を重視した、あるいは国際的な共同作業にも積極的かつ

着実に取り組んだ。対外連携の場面では、大学という機関、さらには、慶應義塾という特定の公器に

対する大きな評価や期待があることを確認させられることも多く、女性研究者支援事業に取り組む私

大のモデルとして、本学がより尽力する必要と責務を痛感した。そうした思いを持ちながら、今年度

は私立大学間での連携を深める作業にも率先して関与した。平成 21 年 12 月 4 日に開催した第 2

回私立大学合同シンポジウムの幹事校の一校としてプログラム作成およびマスコミへの協力依頼等

を担当し、私大における男女共同参画に向けた動きへの関心を内外に惹起すべく努力した。結果と

して「10 私立大学 男女共同参画推進のための共同宣言」の採択および公表が実現したことを励み

に、今後も私立大学連盟を中心としたこの動きが力強く進んでいくよう先導的役割を果たしたいと思

う。 

 

政権交代という大環境の変化のなか、新政権による予算のあり方の抜本的見直しの過程で、科学技

術振興調整費、中でも女性研究者支援に対する予算のあり方が事業仕分けの対象となった。女性

研究者の置かれている現状や、そこにおいて充足されにくい当事者のニーズといったものが、予算

編成に必ずしも反映されていないとの懸念から、パブリックコメントの形で、あるいはさまざまな水面

下の意見表明活動を通じて、政府・与党に働きかけを行った。そのプロセスにおいて、科学技術振

興調整費採択機関の間の共通認識が深まり、効果的な共通行動に結びついたことも一つの大きな

成果であったと考える。 

 

昨年度報告書に対する外部評価委委員からのコメントを受け、本報告書の中身や体裁については

一段と工夫をこらしたところである。総花的な報告の羅列ではなく、読み手の皆さんにもっとわかりや

すくアピール度の高いまとめ方にするよう配意した。しかし、この点も含め、事業全体への取り組み

にはまだ不十分さを残していることから引き続き研鑚に努めていきたい。 
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2.計画構想・概要 

 

○提案課題名    「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」 

○総括責任者名   「清家 篤」 

○提案機関名    「慶應義塾大学」 

（実施予定期間： 平成 20 年度～平成 22 年度） 

 

機関の現状
 

平成 19 年度の慶應義塾大学における女性専任教員の割合は 13.6%、女性有期教員の割合は

33.6%、全体では 18.9%となっており、平成 17 年の 15.3%と比較すると増加傾向にあるといえる。

女性専任教員の割合に関しては、この３年間で大きな変化は見られないが、女性有期教員に関し

ては、平成17年の23.2%と比較して大きく伸びている。これまで、女性の育児と仕事の両立支援策

として、 長 3 年間の育児休職制度、１日当たり 長２時間の時短制度等を設けてきたが、長期の

休暇が研究にもたらす影響が大きいことや、裁量労働制の中で時短をどのように扱うかが難しいこ

とから、研究者の制度の利用は進んでいない。研究者にとってどのようなニーズがあるのかを的確

に把握するために、ワークライフバランス研究センターを立ち上げ、女性研究者の支援ニーズに関

する調査を継続的に行っている。 

 

 

 

計 画 構 想 

女性研究者が出産・育児等のライフイベントと研究を両立させ、研究者としてのキャリアの継続を

可能にする、コミュニティ形成とソーシャルキャピタルの醸成を狙った以下の一連の支援策を実施

する。 

【推進体制の整備】 

1. 男女共同参画ワーキンググループを設置し、全学的合意の元に計画を実施。 

2. 時短勤務に相当するワークロードを削減した勤務体制の整備、代替要員の配置支援。 

3. 情報提供用データベース、TV 会議等の IT を活用した情報支援環境の整備。 

4. 育児中の女性研究者が利用できる施設の整備。 

5. トレーニングプログラム・人材育成等での、地域 NPO や保育園等との連携。 

【育児支援】 

1. 学生・地域住民らによる学内施設を活用した柔軟な一時保育支援を実施。 

2. キャンパスごとに利用できる保育・介護等の地域資源に関する情報提供。 

【エンパワーメント支援】 

1. 相談窓口の設置とキャリア構築に関するコンサルティング、インターン制度の整備。 
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2. 孤立しがちな女性研究者の情報交換を可能にするネットコミュニティの形成支援。 

3. 付属中等部・高等部と連携し、女子学生がキャリア構築に関して学ぶ機会を提供。 

4. 講演会・シンポジウムを開催して慶應義塾大学の取り組みを広く一般に周知。 

5. 国内外の大学との連携による国際的女性研究者ネットワークの構築。 

  

【調査・研究推進】 

1. ワークライフバランス、男女共同参画に関するニーズ調査。 

2. ワークライフバランスに関連する研究の推進。 
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ミッションステートメント 

 

○提案課題名      「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」 

○総括責任者名     「清家 篤」 

○提案機関名      「慶應義塾大学」 

 

（１）計画構想の概要 

慶應義塾大学における女性研究者の割合は 18.9%であり全国平均と比較して低くはないが、「社

会の先導者」育成を教育理念においている慶應義塾としては、女性研究者が十分に活躍できる

ように、その環境整備に全学あげて取り組み、その効果を検証し、それらを社会に敷衍していく

使命があると考える。本学の女性研究者支援は、単なる業務削減等の支援策にとどまらない。ワ

ークライフバランスを求める研究者を中心とし、OB 会や地域 NPO 等、慶應義塾がこれまで培っ

てきた多層なコミュニティ資源を活用し、支援を提供する側、活用する側それぞれの立場からの

貢献による支えあいの中でソーシャルキャピタルの高い女性研究者支援コミュニティを形成する。

具体的には、【推進体制の整備】では、組織体制や勤務体制、情報環境、設備の整備と地域連

携体制の構築を行う。【育児支援】では、学生・地域住民らによる、学内施設を活用した一時保

育支援、育児や介護の地域資源に関する情報提供を行う。【エンパワーメント支援】では、相談

窓口の設置とキャリア構築に関するコンサルティング、インターン制度の整備、女性研究者ネット

ワーキングの支援、未来の研究者となりうる中高生に向けた女性研究者ロールモデルの提示、

講演会・シンポジウムを通じた支援コミュニティの形成、国内外の大学との連携による国際的女

性研究者ネットワークの構築を行う。【調査・研究推進】では、ワークライフバランス、男女共同参

画に関するニーズ調査とワークライフバランスに関連する研究の推進を行う。 

 

 

（２）実施期間終了時における具体的な目標 

1) 本計画の実質的な実行機関である「ワークライフバランス研究センター」に専任の女性研究

者を雇用し（目標２名）、本計画の実施期間終了までに継続的な女性研究者支援のための基盤

整備を行う。 

2) 本計画推進のために設置する男女共同参画ワーキンググループを本計画の実施期間の終

了までに恒常的な組織である男女共同参画推進室に再編成する。 

3)学内に人事担当理事直属の検討委員会を立ち上げ、時短労働に相当するワークロード軽減

制度導入の策定・導入を行う。 

4) ベビーチェアとオムツ替え台を備えたトイレを各キャンパスに 低 2 箇所ずつ設置する。 

5) 育児支援の実施のために、短時間の預かり保育を担うサポーター（学生・地域住民等）を 200

名以上登録する。 
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6) 育児や介護の地域資源に関する情報をキャンパスの所在地区ごとに 100 件以上、合計 500

件以上を登録し、ホームページを通じて閲覧可能にする。 

7) 女性研究者の情報交換のためのコミュニケーションシステムを構築し、本計画の実施期間終

了にまでに 60 名以上の女性研究者を登録する。 

8) 育児・介護を経験した女性研究者がどのようにキャリアパスを構築したかに関するケースを本

計画の実施期間終了までに 30 件以上収集し、コミュニケーションシステムを通じて女性研究者

に対して閲覧可能にする。 

9) ワークライフバランス、女性研究者のキャリア構築に関する講演会・シンポジウムを３回以上開

催する。 

10) ワークライフバランス、男女共同参画に関するニーズ調査を全教職員約 4500 名に対して実

施する。 

11) 女性研究者支援策が効果的に実施されているかについての公平かつ適正な評価を行うた

めに、第三者による外部評価委員会を設置し、年１回以上の定期的な外部評価を実施する。 

 

 

（３）実施期間終了後の取組 

本計画を各キャンパスに定着・発展させるために、男女共同参画推進室を発足させ、恒常的な

組織としての体制を整える。また、実施した施策は女性研究者だけでなく、男性研究者、職員、

大学院学生等、大学にかかわる様々な人々が利用可能な制度として発展させていく。 

 

 

（４）期待される波及効果 

本計画により、出産・育児を事由とした女性研究者の離職率を抑え、さらに出産・育児と研究の

両立に躊躇する博士課程学生等の若手研究者をエンカレッジし、その結果より多くの女性研究

者がキャリアを発展させることができるようになると期待できる。また、女性研究者支援コミュニティ

の形成は、支援を受けた女性研究者による、大学への貢献の基盤ともなる。さらに、慶應義塾が

培ってきた多層なコミュニティとの連携によって、このようなソーシャルキャピタルを育む女性研究

者支援モデルを大学内にとどまらず広く社会へ普及させることに寄与できるものと期待できる。 
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推進グループ メンバー一覧 

（2010 年 3 月現在） 

氏名 所属部局（職名） 
氏名 

所属部局（職名） 

太田 喜久子 
ワークライフバランス研究セ ン タ ー長、

看護医療学部長 渡部 直樹 常任理事（男女共同参画担当）

●河内 恵子 文学部 教授 駒村 康平 経済学部 教授 

 

犬伏 由子 法学部 教授 鈴木 透 法学部 教授 
 

樋口 美雄 商学部長、教授 ●浅川 順子 商学部 教授 
 

工藤 教和 商学部 教授 ●天谷 雅行 医学部 教授 
 

坪田 一男 医学部 教授 谷川 瑛子 医学部 専任講師 
 

●岩波 敦子 理工学部 教授 ●松本 緑 理工学部 准教授 
 

金子 郁容 政策･メディア研究科 教授 ●濱田 庸子 環境情報学部 教授 
 

●木津 純子 薬学部 教授 ●武田 祐子 看護医療学部 教授 
 

野末 聖香 看護医療学部 教授 山下 香枝子 看護医療学部 教授 
 

増田 真也 看護医療学部 准教授 宮川 祥子 看護医療学部 准教授 
 

安田 恵美子 看護医療学部 准教授 島 桜子 
ワークライフバランス研究センター  

特別研究准教授 

 

上田 七生 
ワークライフバランス研究センター  

特別研究助教 
丸井 智子 

ワークライフバランス研究センター  

専門員 

 

    
 

堀 美奈子 共同研究員   
 

●印はキャンパスリーダー  
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3.ワークライフバランス研究センター概要 

慶應義塾大学は、大学としてどのようなワークライフバランス施策が有効であるかの検討、計画

策定、施策の実施、評価を行うため、平成 20 年 2 月に先導研究センター内に「ワークライフバラ

ンス研究センター」を設置した。センターは、大学における研究者特有のワークライフバランスの

課題とニーズを明らかにしつつ、大学がワークライフバランスの取れる誰にとっても働きやすい環

境となることを目指し、大学におけるワークライフバランス施策のあり方に関するアクションリサー

チを行うことを目的とする。 

 

センターは、男女共同参画を実現するための推進体制の整備、育児支援、エンパワーメント支

援、施策評価・指針の作成を行う調査・研究推進、その他、センターの目的を達成するために必

要な事業を実施するが、主として、平成 20 年度より文部科学省科学技術振興調整費「ソーシャ

ルキャピタルを育む女性研究者支援」事業の実施推進拠点として活動している。 

 

センターを代表し、その業務を統括するセンター長は、平成 21 年 10 月 1 日、山下香枝子・前看

護医療学部長から太田喜久子・看護医療学部長に交代した。新しいセンター長の下、引き続き、

センター内に置かれた推進グループ会議を中心に、事業の詳細が検討・議論・議決され、女性

研究者を支援する環境整備が着実に進められている。 

 

センターの活動の成果により、出産・育児・介護等のライフイベントによって研究を中断する研究

者が減少することが期待される。さらに、これまで出産・育児等の要因によって進学を躊躇してい

た人材も研究者として大学に呼び込むことが可能となり、その結果、育児・介護経験を持つ研究

者が増加し、より多様な視点からの研究が推進されることが期待できる。このような施策の策定・

実施のプロセスを研究しその成果を発信していくことは、慶應義塾のみならずさまざまな学術研

究機関における将来的な国際競争力の強化にもつながっていくと考えられる。 
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慶應義塾大学先導研究センター内ワークライフバランス研究センター規程 

平成 22 年 3 月 8 日 

（設置） 

第1条 慶應義塾大学に、慶應義塾大学先導研究

センター内ワークライフバランス研究センター（以下

「 セ ン タ ー 」 と い う 。 英 文 名 称 ： Work-life Balance 

Research Center）を置く。 

（目的） 

第2条 センターは、大学がワークライフバランスの

取れる誰にとっても働きやすい環境となることを目指し、

大学におけるワークライフバランス施策のあり方に関

するアクションリサーチを行うことを目的とする。大学に

おける研究者特有のワークライフバランスの課題とニ

ーズを明らかにし、その上で、大学としてどのようなワ

ークライフバランス施策が有効であるかの検討、計画

策定、施策の実施、評価を行う。 

（事業） 

第3条 センターは、前条の目的を達成するために

次の事業を行う。 

1.男女共同参画を実現するための推進体制の整備 

2.育児支援 

3.エンパワーメント支援 

4.施策評価・指針の作成を行う調査・研究推進 

5.その他、センターの目的を達成するために必要な

事業 

（組織） 

第4条 ①センター長はセンターを代表し、その業務

を統括する。 

②センター員は慶應義塾大学の教員または、他付属

施設ならびに外部の機関に属するもので、センター

の目的達成に必要な職務を行う。 

③職員は別に定める内規に基づきそれぞれの職務を

担当する。 

第5条 ①センターに、推進グループ会議を置く。 

②推進グループ会議は次のものをもって構成する。推

進グループ会議の詳細については運営調整会議

で定める。 

1.センター長 

2.センター員 

3.職員 

第6条 ①センターに、運営調整会議を置く。 

②運営調整会議は次のものをもって構成する。 

1.センター長 

2.センター員のうちセンター長が指名した者 若

干名 

3.その他センター長が必要と認めたもの 若干名 

③センター長は運営調整会議を招集し、その議長とな

る。 

④運営調整会議では、次に揚げる各号の事項を取り

扱うものとする。 

1.センターの運営の基本方針に関する事項 

2.センターの事業計画に関する事項 

3.センターの事業報告に関する事項 

4.センターの人事に関する事項 

5.センターの予算・決算に関する事項 

6.センターの外部研究資金受入れに関する事項 

7.センターの広報に関する事項 

8.センターのコンプライアンスおよびリスクマネジメ

ントに関する事項 

9.その他必要と認める事項 

⑤運営調整会議は、その事業計画、活動状況ならび

に会計報告を推進グループ会議に報告し、承認を

得る。 

⑥構成員の任期は、平成 23 年 3 月までとし、重任を

妨げない。 

（評価） 

第7条 ①センターは、事業が効果的に実施されて

いるかについての公平かつ適切な評価を行うため、第

三者による外部評価委員会を設置する。②評価は、

外部評価委員会によって行う。 

（規定の改廃） 

第8条 この規定の改廃は、運営調整会議の審議に

基づき、推進グループ会議で決定する



 
Ⅰ.慶應義塾大学の「女性研究者支援モデル育成」事業 

13 

 

4.運営調整会議 議事 

運営調整会議は、推進グループメンバーである太田・渡部・工藤・金子・武田・山下・増田・宮川・

島・上田の 10 名で構成し、推進グループ（p10 の表および p17 参照）からの企画・提案を整理・検討

し、推進グループ全体に提示する役割を担っている。 

 

①第 5 回 運営調整会議 （H21 年 5 月 8 日開催） 

プログラム 女性研究者支援モデル育成 

課題名 ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 

実施日 平成 21 年 5 月 8 日(火) 10:00-12:00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 図書館旧館２F 小会議室 

出席者 山下香枝子、工藤教和、金子郁容、武田祐子、増田真也、宮川祥子、島桜子、 

上田七生 

（事務局）宮木さえみ、戎井望、丸井智子、高橋こずえ 

議事 第 5 回運営調整会議 

1.報告事項 ・新任研究者挨拶（上田七生特別研究助教） 

・ワークライフバランス研究センター改修計画案について 

・第 2 回シンポジウムのテーマについて 

・一時保育サポート活動に係る保険加入について 

・神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市連携イベントへの参加について 

2.審議事項 ・ワークライフバランス研究センターの賃料及び改修費について（承認） 

・第 2 回シンポジウム開催日程について（予備日を含め決定）（承認） 

・本学執行部に対する男女共同参画セミナーの開催の可能性について[遅延] 

・平成 21 年度～22 年度実施計画について（承認） 

3.決定事項 ・第 2 回シンポジウムを 12 月 19 日（土）午後 1 時～5 時で開催する。予備日として 12

月 12 日（土）を抑える。 

・男女共同参画室に対して幹部を対象とする男女共同参画セミナーの開催を要望す

る。同時に、各キャンパスで教員向けセミナーを補完的に開催する。 

・今年度および来年度実施計画の各項目につき、ワークライフバランス研究センターと

男女共同参画室の役割分担を決定した。 

4.今後の 

進め方 

・実施計画に関しては、男女共同参画室との分担、協働、連携等を柔軟かつ効果的に

行う。必要な場合はワークライフバランス研究センターから男女共同参画室に対して提

案内容をとりまとめ文書として提出する。 

・ベビーチェアとオムツ替え台を備えたトイレの設置、一時保育サポート活動のための

保険付保、育児支援にかかるリソース整備、キャリア・アドバイザー制度、ワークライフ

バランスあるいは男女共同参画に関するアンケート調査等について引き続き準備を進

める。 

特記事項 特になし 
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②第 6 回 運営調整会議 （H21 年 7 月 3 日開催） 

プログラム 女性研究者支援モデル育成 

課題名 ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 

実施日 平成 21 年 7 月 3 日(金) 18：00～20：00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 東館 8 階小会議室 

出席者 山下香枝子、金子郁容、宮川祥子、島桜子、上田七生 

（事務局）宮木さえみ、高木恵子 

議事 第 6 回運営調整会議 

1.報告事項 ・一時保育サポート事業の実施準備および今後の進め方について 

・慶應義塾における一時保育サポート事業に関する内規、利用者ハンドブック、保育サ

ポーターハンドブック、利用約款および同意書、利用者登録約款および同意書、保育

サポーター登録約款および同意書各案について 

・保育サポート事業に関する他大学事例について（東大および新潟大学） 

・本学主催シンポジウム実施に関するセンター案について 

2.審議事項 ・一時保育サポート事業に関する保険付保について[計画通り] 

・一時保育サポートに関する免責事項について[計画通り] 

・本学主催シンポジウムの日程について[計画通り]  

・先行開催された推進グループ会議でのシンポジウムに関する諸議論について（次世

代育成にもつながる学生等の研究発表を取り込むことについて、慶應らしさの表現法

について、講師選定のあり方について、利用会場について、男女共同参画室との関

係について（承認） 

3.決定事項 ・一時保育サポート事業に関しては、利用児童および保育サポーターの双方にスポー

ツ安全保険加入を義務付ける。保険料は本学が負担する。 

・一時保育サポート事業に関する規約、約款等諸案について本学総務部リーガル相談

で内容確認。 

・本学主催シンポジウムを平成 21 年 12 月 12 日に開催する。 

4.今後の 

進め方 

・一時保育サポート事業については、広く他大学の関連事例を調査するとともに、 

リーガル相談担当弁護士と意見交換し、免責事項の取り扱いについて詰める。 

・シンポジウムの開催にあたり、前回のテーマを踏襲しつつより深めていく方向で、 

講師、講演内容、学生等の研究発表の場の確保等を精査する。 

特記事項 特になし 
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③第 7 回 運営調整会議 （H21 年 8 月 25 日開催） 

プログラム 女性研究者支援モデル育成 

課題名 ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 

実施日 平成 21 年 8 月 25 日(火) 11:00～13:00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 北館 会議室１ 

出席者 山下香枝子、工藤教和、金子郁容、宮川祥子、島桜子、上田七生 

（事務局）宮木さえみ、高木恵子、丸井智子 

議事 第 7 回運営調整会議 

1.報告事項 ・第 2 回シンポジウム（12 月 12 日、＠慶應三田キャンパス）について 

・次期センター長について 

・DNP ハウス（一時保育サポート事業拠点）改修の進捗報告と今後の方針について 

・乳幼児精神保健学会主催横浜市民公開シンポジウム（09/11/22 慶應日吉キャンパ

ス）への協力について 

・神奈川ワーク・ライフ・バランスシンポジウム（09/10/16 神奈川公会堂）への協力につ

いて 

2.審議事項 ・第 2 回シンポジウム（12 月 12 日、＠慶應三田キャンパス）について[計画通り] 

・次期センター長について（決定） 

・DNP ハウス（一時保育サポート事業拠点）改修の進捗報告と今後の方針について 

[遅延] 

・乳幼児精神保健学会主催横浜市民公開シンポジウム（09/11/22 慶應日吉キャンパ

ス）への協力について（承認） 

・神奈川ワーク・ライフ・バランスシンポジウム（09/10/16 神奈川公会堂）への協力につ

いて（承認） 

3.決定事項 ・第 2 回シンポジウムの講師候補を決定した。 

・山下香枝子センター長の看護医療学部長退任に伴い、10 月より太田喜久子次期看

護医療学部長に次期センター長就任を依頼することに決定した。 

・一時保育サポート事業実施のための体制整備を継続して行う。 

4.今後の 

進め方 

・第 2 回シンポジウムの講師依頼を継続して進める。（担当：ワークライフバランス研究セ

ンター事務局） 

・一時保育サポート事業実施にあたって、リーガル担当弁護士から内規、約款の修正

案（9/7 予定）を受領し、常任理事会での承認に向けて、各理事との面談を実施する

（担当：ワークライフバランス研究センター事務局） 

特記事項 特になし 
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④第 8 回 運営調整会議 （H21 年 12 月 22 日開催） 

プログラム 女性研究者支援モデル育成 

課題名 ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 

実施日 平成 21 年 12 月 22 日(火) 15：00 ～ 17：00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 旧図書館小会議室 

出席者 渡部直樹、工藤教和、金子郁容、太田喜久子、宮川祥子、島桜子、上田七生、 

（事務局）宮木さえみ、高木恵子 

議事 第 8 回運営調整会議 

1.報告事項 ・今年度の自主的取り組み分の執行確定について 

・今年度事業計画の進捗状況について 

・来年度予算の積算要請について 

・一時保育サポート事業に関する約款等の 終案について 

2.審議事項 ・来年度の事業方針について[計画通り] 

・科学技術振興調整費終了後の事業継続について（承認） 

・学内における本事業の周知徹底について[計画通り] 

3.決定事項 ・来年度は事業 終年度であることから、一時保育サポート事業および病児保育支援

を 重要事業と位置付けつつ、事業の選択と集中の視点から、センターで事業方針

に則り具体的計画をとりまとめる。 

・一時保育サポート事業に関する約款等については 終案で承認。 

・新大学院生に対する事業の周知徹底のため、各学部長、研究科委員長に対し、ガイ

ダンス時に広報活動を行いたい旨センターより申し入れを行う。また、新教職員に対し

ては、着任時の配布物パッケージにセンター関連資料を同封するよう人事部に依頼

する。 

4.今後の 

進め方 

・来年度事業の成果を確保するために、個別事業の進捗状況を精査し、拡充のあり方

を具現化し実施する。 

・来年度末に一定の成果達成を目指す方向で事業展開する一方で、終了後も慶應義

塾として、すなわち男女共同参画室の事業として同様の事業に継続的に取り組むこと

が科学技術振興調整費採択に際しての重要な前提条件の一つであり、また、「女性研

究者養成システム改革加速」事業への応募も視野に入れて、本事業を推進する。その

ためには本事業の実施拠点であるワークライフバランス研究センターと男女共同参画

室の円滑な協働関係を構築する。その際、センターが男女共同参画室に対し有益な

情報提供のできるシンクタンク機能を示していく。来年には私大連での男女共同参画

WG 設置に向けた準備が始まると想定されるため、その対応法についてもセンターが

男女共同参画室に情報提供し意思疎通を図る。 

特記事項 特になし 
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5.推進グループ会議 議事 

推進グループ会議は、本事業の推進機関であるワークライフバランス研究センター所属の推進メンバー

全員で構成し、事業推進策を検討する全体会議である。 

①第 5 回 推進グループ会議 （H21 年 5 月 15 日開催） 

プログラム 女性研究者支援モデル育成 

課題名 ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 

実施日 平成 21 年 5 月 15 日(火) 18：15～20：30 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 塾監局３Ｆ 第三会議室 

出席者 山下香枝子、工藤教和、河内恵子、鈴木透、樋口美雄、谷川瑛子、岩波敦子、 

松本緑、濱田庸子、武田祐子、野末聖香、宮川祥子、上田七生 

（事務局）丸井智子、高橋こずえ、小谷千春 

議事 第 5 回推進グループ会議 

1.報告事項 ・新任研究者およびスタッフ挨拶（上田七生・特別研究助教、高橋こずえ、小谷千春） 

・平成 21 年度後期研究業務支援、病児保育支援募集について 

・ワークライフバランス研究センター移転予定先（DNP ハウス）改修案について 

・各キャンパス実施イベントの紹介 

・各キャンパスからの活動報告および今後の予定 

2.審議事項 ・ワークライフバランス研究センターと各機関（ワーキンググループおよび男女共同参画

室）との関係の整理について（承認） 

・平成 21 年度～22 年度実施計画について[計画通り] 

・自主的取り組みについて（承認） 

・女性研究者支援システム改革加速プログラムへの対応 [遅延] 

・広報のあり方について[計画通り] 

3.決定事項 ・平成 21 年度～22 年度実施計画について原案通り了承された。 

・研究業務支援、病児保育支援の募集や各種イベントの告知に際し、各キャンパス研

究支援センターに協力を要請しより効果的に広報することで合意を得た。 

4.今後の 

進め方 

・各キャンパス・ベースで展開される諸事業のために、キャンパス別でのニーズ等情報

収集に努める。 

・第 2 回シンポジウムに向けて、研究者だけでなく学生も含めた学内の多様なレベル・

分野で、ワークライフバランスあるいは男女共同参画についての研究や取り組みを促

し取り込むというプロセスを進めていく。 

・女性研究者支援システム改革プログラムへの対応につき、理工学部において検討を

進める。 

・湘南藤沢キャンパスにおける一時保育サポート活動の展開は、他のキャンパスでの取

り組みの先行事例となることに留意し、経費面、リスク管理面等完璧なシステム構築を

期して準備を進める。 

特記事項 特になし 
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②第 6 回 推進グループ会議 （H21 年７月 28 日開催） 

プログラム 女性研究者支援モデル育成 

課題名 ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 

実施日 平成 21 年 7 月 28 日(火) 11:00～13:00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 塾監局（3 階）第 3 会議室 

出席者 山下香枝子、河内恵子、駒村康平、犬伏由子、鈴木透、工藤教和、浅川順子、 

谷川瑛子、岩波敦子、松本緑、濱田庸子、木津純子、武田祐子、増田真也、 

宮川祥子、島桜子、上田七生、丸井智子、山下美香子、小谷千春（事務局） 

議事 第 6 回推進グループ会議 

1.報告事項 ・第 2 回シンポジウム（12 月 12 日、＠慶應三田キャンパス）について 

・一時保育サポート事業について 

・キャリア・アドバイザー制度について 

・平成 21 年度後期研究業務支援、病児保育支援募集について 

・情報環境整備の進捗報告 

・センター長の交代について 

・私立大学合同シンポジウム（12 月 4 日、＠津田塾大学）開催の申し入れについて 

・東海大学とのシンポジウム（22 年 1～2 月予定、＠平塚市）共催について 

・平成 20 年度確定検査終了報告 

・第 3 回保育サポーター養成講座実施報告 

・外部評価委員からの H20 年度報告書に対するコメント 等 

2.審議事項 ・第 2 回シンポジウム（12 月 12 日、＠慶應三田キャンパス）について[計画通り] 

・一時保育サポート事業について[遅延] 

・キャリア・アドバイザー制度について[遅延] 

・平成 21 年度後期研究業務支援、病児保育支援募集について[計画通り] 

・情報環境整備の進捗報告[計画通り] 

・センター長の交代について（継続審議） 

・私立大学合同シンポジウム（12 月 4 日、＠津田塾大学）開催の申し入れについて 

（承認） 

・東海大学とのシンポジウム（22 年 1～2 月予定、＠平塚市）共催について（承認） 等 

3.決定事項 ・第 2 回シンポジウム（12 月 12 日、＠慶應三田キャンパス）のテーマ等、 

概要を決定した。 

・一時保育実施のための内規等の整備、リスク対応の体制整備を進める。 

4.今後の 

進め方 

・第 2 回シンポジウムの講師依頼を継続して進める。 

（担当：ワークライフバランス研究センター事務局） 

特記事項 特になし 
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③第 7 回 推進グループ会議 （H21 年 10 月 2 日開催） 

プログラム 女性研究者支援モデル育成 

課題名 ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 

実施日 平成 21 年 10 月 2 日(火) 16:00～18:00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 研究室棟 B 会議室 

出席者 犬伏由子、鈴木透、樋口美雄、工藤教和、岩波敦子、松本緑、谷川瑛子、金子郁容、

濱田庸子、山下香枝子、太田喜久子、増田真也、武田祐子、島桜子、上田七生、 

（事務局）宮木さえみ、高木恵子、丸井智子、小島崇子 

議事 第 7 回推進グループ会議 

1.報告事項 ・次期センター長について 

・第 2 回シンポジウム（12 月 12 日、＠慶應三田キャンパス）について 

・一時保育サポート事業について 

・研究業務支援、病児保育支援プログラムについて 

・キャンパスワーキンググループの活動報告および予定 

・私立大学合同シンポジウム（12 月 4 日、＠津田塾大学）について 

・乳幼児精神保健学会主催横浜市民公開シンポジウム（11 月 22日、＠慶應日吉キャン

パス）への協力について 

・神奈川県ワークライフバランスシンポジウム（10 月 16 日、＠神奈川公会堂）への協力

について 

・慶應 SFC ORF(11 月 23 日～24 日、＠六本木ヒルズ)出展について 

・女性研究者支援システム改革プログラム 事業合同シンポジウム（11 月 25 日～26 日、

＠日本大学）について 

・SFC キャンパスのオムツ替え台設置決定について 

2.審議事項 ・次期センター長について（承認） 

・第 2 回シンポジウム（12 月 12 日、＠慶應三田キャンパス）について[計画通り] 

・一時保育サポート事業について[遅延] 

・研究業務支援、病児保育支援プログラムについて[計画通り] 

3.決定事項 ・太田喜久子次期看護医療学部長の次期センター長就任が承認された。（正式には先

導研究センターの承認を経て就任。10 月 15 日付を予定。） 

・第 2 回シンポジウムのパネルディスカッションの講師が確定した。 

・一時保育サポート事業実施のための体制整備を継続して行う。 

4.今後の 

進め方 

・第 2 回シンポジウムに文部科学省より来賓として来ていただく方への依頼を継続して

進める。パネル内容の詳細を詰める（担当：事務局）。 

・研究業務支援について 1 年単位の長期支援枠を検討する（担当：事務局） 

特記事項 特になし 
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6.外部評価委員会 議事 

外部評価委員会は、女性研究者支援策が効果的に実施されているかについての公平かつ適切な

評価を行うために設置した、第三者による委員会である。 

 

外部評価委員 

 渥美 由喜 株式会社東レ経営研究所  ダイバーシティ＆ワークライフバランス研究部長  

 小室 淑恵 株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役 

 本城 愼之介 株式会社音別 代表 

 森 靖孝 株式会社 MM インキュベーションパートナーズ 取締役、 

  SFC 研究所上席研究員（訪問）、メンター三田会 会長代行 

 翁 百合 日本総合研究所調査部主席研究員 
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①第 1 回 外部評価委員会 （H21 年 3 月 26 日開催） 

プログラム 女性研究者支援モデル育成 

課題名 ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 

実施日 平成 21 年 3 月 36 日(火) 11:00～13:00 

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 塾監局 第三会議室 

出席者 （外部評価委員）株式会社富士通総研主任研究員 渥美 由喜、株式会社 MM インキュ

ベーションパートナーズ 代表取締役 森 靖孝、株式会社音別 代表 本城愼之介、

株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室 淑恵 

（推進グループメンバー）工藤教和、山下香枝子、駒村康平、鈴木透、浅川順子、樋口

美雄、岩波敦子、松本緑、武田祐子、増田真也、宮川祥子、安田恵美子、島桜子 

（事務局）戎井望、丸井智子 

議事 第 1 回外部評価委員会 

1.報告事項 ・外部評価委員紹介 

・平成 20 年度事業報告 

・平成 20 年度ニーズ調査結果報告 

2.審議事項 ・事業推進のための課題の抽出と対策 

3.決定事項 特になし 

4.今後の 

進め方 

特になし 

特記事項 外部評価委員より寄せられた主な意見 

・仕事と育児が両立できない根本的な理由は現場の長時間労働であり、これは女性・男

性関係なくすべての労働者に対して改善した場合のみ女性が働きやすくなる。一部の

労働者だけを保護したのでは他の労働者の反発を招き反対が大きくなる。 

・属人的な仕事の仕方、変わりが効かない体制は根本から見直すという長期の取り組み

が必要となる。 

・学生による一時保育サポートは、少子化対策にもなりえる。利用者からの要望も伝え

やすく、教育的側面からも学生のためになる。男子学生を積極的に入れていくことが

重要である。 

・子育て中の女性だけをターゲットとした支援でいいのかを再考すべきでないか。子育

てがハードルになっているのか、そのほかの部分がハードルになっているのかを考え

る必要がある。 

・効果の出そうなキャンパスに施策を集中させ、その後他のキャンパスに展開していくの

も一つの方法だと考える。 

・新しいことにチャレンジしていく女性を支援していくことは卒業生コミュニティの大きなミ

ッションだと思っているので連携を取っていきたい。 

・「意識の啓発」「制度の導入」「業務の改善」を並行して進める必要がある。このなかで

業務の改善が も重要であり、特に会議の効率化は重要な一つの切り口になる。 
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1.推進体制の整備 

女性研究者が出産・育児等のライフイベントと研究を両立させ、研究者としてのキャリアの継続を可

能にするための推進体制の整備として、勤務制度、情報支援環境、施設面、人材育成やプログラム

開発など、多面的な推進体制の整備に向けて活動を行った。 

 

 項目 実績 

（1）男女共同参画ワーキ

ンググループの設置 

①男女共同参画室の設置  ●H20 年度：男女共同参画室の設置 

○H21 年度：男女共同参画推進委員会を

設置、基本理念・基本計画・

行動計画案を検討 

（2）勤務制度整備 ①研究業務支援プログラム ●H20 年度：プログラム開発、実施（プログラム

採択者数：常勤女性研究者 10

名） 

○H21 年度：利用対象者を拡げ、継続実

施中 

プログラム採択者数 

前期）常勤-10 名、非常勤-1 名 

後期）常勤-10 名、非常勤-3 名 

①データベース・コミュニケーション

システムの構築 

●H20 年度：サービス開始 

○H21 年度：システムの本格運用を開始 

（3）IT を活用した情報支

援環境の整備 

②ウェブ会議システムの整備 ●H20 年度：システム導入 

○H21 年度：継続的にシステムを改善、利

用者拡大に向け周知戦略を

策定 

①各キャンパスにおけるベビーチ

ェアおよびオムツ替え台の設置

○H21 年度：全キャンパスに設置完了 （4）施設整備 

 

②プロジェクト推進拠点施設の整

備 

○H21 年度：ワークライフバランス研究セン

ターのキャンパス内への移転

および一時保育サポート実施

場所とするための安全面を考

慮した改修作業 完了 

①NPO 法人フローレンスとの協働

による大学・研究者機関向け病

児保育支援 

●H20 年度：プログラム開発、実施 

○H21 年度：プログラム改善、継続実施中 

プログラム採択者数：3 名 

（5）地域連携等によるプロ

グラム開発及び人材育

成 

②市内認可保育所との連携によ

る「保育サポーター養成講座」

の開発 

●H20 年度：プログラム開発、養成講座の実施

○H21 年度：プログラム改善、養成講座を 2

回実施し、29 名の保育サポー

ターを養成 
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（1）男女共同参画ワーキンググループの設置 

①男女共同参画室の設置 

●前年度までの活動 

平成 21 年 3 月 1 日付で男女共同参画室が発足した。 

●実施事項 

本年度は、同室事務局において、ワークライフバランス研究センターが提示した基本理念・基本

計画・行動計画原案をたたき台に策定作業が進められた。4 月には男女共同参画室規約第６条

に基づき、男女共同参画推進委員会を設置し、同月 27 日に第１回委員会を開催した。そこで、

同委員会の下に小委員会の設置が決まり（構成メンバーは設置当時の役職で以下の通り。山下

香枝子看護医療学部教授、和気洋子商学部教授、岩波敦子理工学部教授、宮川祥子看護医

療学部准教授。加えて、事務方メンバーとして、人事部の小塚喜之および事務職員 1 名が参

加。）、基本理念・基本計画・行動計画案が議論された。しかし、塾長交代による執行部体制の

変更により、選択と集中、経費見直しの観点から優先順位が変更され、基本理念・基本計画・行

動計画案の見直しを行うこととなった。その後、10 月に男女共同参画推進委員会委員の改選時

期を迎えたため、見直した基本理念・基本計画・基本計画案を新委員会に提示する方向で準備

を進めている。また、本学が平成 17 年 11 月に提出した「一般事業主行動計画」の進捗と「新一

般事業主行動計画」についても同委員会に提示される運びとなっている。 

 

これとは別に、ワークライフバランス研究センターが男女共同参画担当室（室長：渡部直樹男女

共同参画担当理事）に対し行った相談・要望に応える形で、ハード面で三田・日吉・矢上・信濃

町・芝共立の身障者トイレ内にベビーチェアとおむつ換え台を 低 2 ヶ所、キャンパス状況を精

査して必要箇所（男性トイレなど）を増やし本年度中に設置することを、昨年末に決定し実施した。

（本件の詳細については、「1.推進体制の整備-（4）施設整備-①各キャンパスにおけるベビーチ

ェアおよびおむつ替え台の設置」を参照）。 

●課題 

事業 終年度を迎えるにあたり、科学技術振興調整費事業として展開してきた諸事業をどのよう

に総括し、平成 23 年度の本学事業として継続させていくのかを考えるにあたり、男女共同参画

室が果たさねばならない役割は非常に大きい。そのため、まずは検討中の基本理念、基本計画、

行動計画等を速やかにとりまとめることが 優先課題である。センターはすでに男女共同参画室

に対し基本理念等の原案を提示しており、議論が有意義かつ迅速に進むよう必要な追加資料

を提出することに努めたい。その他、現在センターを中心に手掛けている諸々の取り組みについ

ても順次、センターから情報を提供し男女共同参画室と共有・活用する基盤を整え、安定した事

業継続の環境整備を図ることが緊要である。 

 

足元固めが終わった後、男女共同参画室は本学と関係他大学・機関との連携活動の主軸として

活動することも重要である。とくに私立大学連盟において緒についた男女共同参画に向けた共

同イニシアチブについて先導的役割を果たす立場で関与することが期待される。これに関しても、

これまでにセンターが科学技術振興調整費事業を通じて育んだ他大学・機関との連携関係とそ

れより得た知見等を、男女共同参画室に正しく引き継ぐ作業を行わねばならない。 
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（2）勤務制度整備 

今年度は、昨年度に開始した「研究業務支援プログラム」を内容拡充のうえ継続実施した。 

また、勤務制度整備の一環として、本学人事部において有期教員への育児休職制度の適用や

時短労働に相当するワークロード軽減制度の策定・導入について検討が行われた。 

 

①平成 21 年度 研究業務支援プログラム実施報告 

●前年度までの活動 

本学は、優れた女性研究者がその能力を 大限発揮できるように女性研究者が研究と出産・育

児等を両立できる環境整備に着手した。そのパイロット事業が女性研究者に対する研究業務支

援プログラムであり、女性研究者が出産・育児の過程で、研究活動を支障なく継続できるように

研究補助員を雇用する際の支援を行っている。昨年度は 10 名の利用者があり、支援に対する

評価も高く、今年度も継続事業として内容を拡充しつつ取り組んだ。 

●実施事項 

事業の拡充面とは、プログラム利用対象者を拡げたことである。当初の専任および有期の女性

常勤研究者という条件を、女性非常勤研究者にも拡大適用した。前年度のプログラム実施に際

して、非常勤教員からの問い合わせが多数に及んだこと、経済的に不安定であり支援の意義が

あること、などがその理由である。ただし、支援費用の上限については、就労条件（勤務時間等）

の差異を考慮し、専任および有期の常勤研究者に対しては月 25 時間相当分（月 22500 円）、非

常勤研究者に対しては月 15 時間相当分（月 13500 円）もしくは月あたりの勤務時間数の 2 分の

1 相当分（1 時間未満は切り上げ）のどちらか低いほう、をそれぞれ上限とした。募集は前期（4

月）、後期（9 月）の 2 回に分けて行った。 

前期利用者は常勤研究者 10 名（申請者 11 名）、非常勤研究者 1 名、後期利用者は常勤研究

者 10 名（うち直接費での実施が 9 名、間接費での実施が 1 名）、非常勤研究者 3 名であった。

非常勤研究者への周知が徐々に進み、利用者は増加傾向にある。常勤研究者は定員数 10 名

に対して、前期・後期ともに、ほぼ同人数の応募があり、前期に関しては、申請書 1 名の支援が

実現しなかった。また、新規申請者を優先し、原則 2 期（1 期半年間）の応募としたため、後期プ

ログラムには、3 期目の常勤研究者の一部が応募しなかったという状況もあった。前期・後期とも

に採択された研究者がいたため、平成 21 年度研究業務支援利用者は、のべ 15 名であった。ま

た、後期には、社会科学系の研究者の応募があり、学内で協議の結果、間接費での支援を行っ

た。 

 

被支援者は、着実に研究成果を挙げている。平成 22 年 3 月に Web アンケートを用いて実施し

た実施報告によると、被支援者の国内学会発表回数は 26 回、国際学会発表回数は 12 回、国

内学会誌投稿論文本数は 4 本、外国学会誌投稿論文本数は 15 本であった。昨年度の被支援

者 10 名が半期の支援であったことや、人数が今年度の方が多い 15 名であることを勘案しても、

昨年度成果より、3～4 倍の成果があがっており、特に海外での学会発表回数・学会誌投稿論文

本数が増加した。また、被支援者の一人が、国際学会での Keystone Symposia on Healthspan 

and Diseases of Aging (Meeting B2) において、学生や若手研究者が対象の Keystone 
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Symposia scholarship を受賞したことや、書籍執筆、雑誌への原稿執筆等、上記以外にもめざま

しい成果があがっている。 

 

被支援者の本プログラムに対する満足度は高く、実施報告「支援プログラムの満足度は 100 点

満点中何点ですか」という問いには、平均76点を獲得した。「研究と育児の両立における業務負

担が軽減された」「より効率的な研究計画を立てることができた」という設問に“そう思う”、“どちら

かといえばそう思う”との回答が 8 割を占め、支援ニーズの期待に応えるプログラムであったこと

が伺える。また、「こうしたシステムがあるというだけで、女性の育児と仕事の両立をサポートしても

らえるという精神的な部分でありがたかったです。」という声が寄せられるなど、業務負担の軽減

と合わせて、精神的な負担の軽減にも寄与することができた。 

なお、プログラムの周知・広報についてであるが、実施報告の「プログラムを何で知ったか」という

問いに対し、知人の紹介が 44％、ニュースレター・ポスター・チラシ等の紙媒体が 45％、Web・メ

ールが 12％と、ワークライフバランス研究センターの広報活動が一定の成果を挙げつつあること

が伺える。 

●課題 

実施報告では、研究業務支援プログラムの支援期間（現在は半年間）については、短いという意

見が大勢を占め、1 年以上の長期支援が望まれた。また、研究補助員の勤務時間数（現在は常

勤研究者月あたり上限 25 時間、非常勤研究者月あたり上限 15 時間）については、非常勤教員

を中心に、適切であるという意見が半数を占める一方で、ほぼ半数が 30～100 時間の支援を要

望し、研究補助員の適切な勤務時間数にも課題が残る。 

 

「支援プログラムの使いにくかった点、要改善点等」に対する問いには、被支援者から様々な意

見が寄せられた。適正な補助員の確保が困難であることや、学生を補助員とすることに伴う課題

がいくつかあり、次世代育成という観点から、原則大学院生の研究補助を推奨する一方で、学

部生や一般の方、あるいは派遣職員等が研究補助を行うための枠組みも検討する必要があると

思われる。研究ではなく教育の支援をという意見や、研究業務支援プログラム以外の支援策の

アイデア等が数多く寄せられ、改めて 終年度および事業終了後の支援事業の在り方につい

て再考を促される結果となった。 

 

また、支援ニーズが高いと思われる非常勤教員に対しての周知方法が少なく、学内人事部等と

連携した広報体制の見直しも必要不可欠である。 

 

こうした課題を解決するため、ワークライフバランス研究センター推進グループ内に、研究業務

支援プログラム検討ワーキンググループを設置した（平成 22 年 3 月）。来年度の募集要項や、運

用・広報の改善を目指し、活動を行う。 

 



Ⅱ.平成 21 年度 実施報告 

1.推進体制の整備 － （2）勤務制度整備 

28 

 

（参考資料 1）H21 年度研究業務支援プログラム実施報告およびアンケート調査結果（抜粋） 
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6. 支援プログラムの使いにくかった点、要改善点等を、率直に教えてください。 

 候補者はいても、実際のスケジュールや業務に必要なスキルを持つ適正な補助員の確保は難

しかった（当初の目的、目標の変更が必要となる） 

 指導している大学院の学生にお願いしたため、本人の就職活動、論文作成などの状況を案じ、

なかなかこちらの都合での業務依頼ができなかった。研究補助員として割り切って仕事をお願

いできる人を選んだ方がよかったように感じている。 

 できれば学生さん限定ではなくテクニシャンの方の雇用にも使えるようにして頂きたい。その場

合額が足りないと思われるので他の資金とあわせて使えると良いと思う。 

 支援期間を長くしていただけると、計画が立てやすいと思います。 

 研究補助員の研究時間をもう少し長くしていただけますと助かります。 

 一月当たりの時間が短く、契約期間も短いので、 初に教えるのに費やした時間の方が大きい

面も有った。但し、補助員がつくと時間が２倍以上に使える可能性を感じ取ったので、今後は、

人件費にも使える研究資金を自ら獲得しようと躍起になっている。 

 補助してもらえる時間が少なすぎる。補助金の上限が低すぎる。時給も安いので、働く意欲がわ

かないと思う。 

 使いにくい点はありません。学生さんがかなり強力に実験を補助して頂いたのでとても助かりまし

た。できればもう少し（２．２万円→４万円くらい？）お給料を上げてくれたら学生さんの研究生活

にも余裕ができる（外でアルバイトをせずに）かもしれないと思っています。 

 事前の告知はあるが、勤務表の提出締切日が毎月変わるので、多少の混乱があった。 

 非常勤出勤のため、提出期日までに補助員（院生）からの（勤務表の）受取り 

 →管理責任者の押印をいただくといった３者間の時間調整が難しかった 

 支援は研究だけでなく、教育にも枠組みを広げていただけるといいなぁと思います。 

 

7. その他、感想やご意見を自由にお書き下さい。 

 こうしたシステムがあるというだけで、女性の育児と仕事の両立をサポートしてもらえるという精神

的な部分でありがたかったです。ただ、仕事量はどんどん増えていきますので、精神的にも体力

的にも変わらず、忙しい日々が続いています。 

 大学院生に時間を割いてもらっているという、心理的な負担が本補助金により軽減され、よかっ

たと思う。 

 ひょっとすると難しすぎる業務を頼んでしまったのかもしれませんが、補助員からの質問が毎日
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来たりして、結局その説明に時間がとられてしまったりという問題点もありました。（しかし、これら

の問題点は、私が原因のもので、支援プログラム側にはありません）運営・管理方法など、体系

的なよいプログラムであったと思います。 

 補助員が学生である今回の場合、勤務できる時間が限られる。理想的には、学生補助員制度で

一定の成果を挙げた女性研究者に対し、フルタイム補助員の雇用を支援するようなステップアッ

プのプログラムがあればよいと思う。フルタイムの補助員が配置されれば、業績もさらに挙げら

れ、未婚、あるいは、子どものいない男性・女性研究者と同じ土俵で、研究を継続するための競

争的研究資金を獲得する土台が築ける。また、今回の助成対象は女性研究者であるが、子ども

がおり、妻が働いている男性研究者も対象として募集するべきであると思う。 

 自転車操業のような毎日でしたので、すこしでも手伝ってくれる人がいるとたいへん助かります。ど

うもありがとうございました。 

 「支援プログラム利用者の会」のような交流が有っても良かったのではないかと思う。皆、「子育

て中の女性研究者」という共通のカテゴリーが有るので。 

 今まで一緒に実験をしてきた人ではなかったので、頼めること（業務内容）には限界があり、な

かなか負担軽減とはいかなかった。 

 私はあまり上手く利用できていなかったと感じているが、他の有効活用された方の事例を伺っ

てみたい。 

 

8.  支援プログラムの満足度は 100 点満点中何点ですか 

平均点：76 点（30 点～100 点） 

 

9.  女性研究者のキャリア支援のために、この研究業務支援プログラム以外に、どのような支援策が

あればよいと思いますか。 

 このプログラムの趣旨で、補助員雇用以外の使途にも使用できる競争的なグラントの設立など 

 子育て中の女性研究者向けの、研究資金申請（50～100 万円程度）、子育て中の女性研究者

向け、出張旅費申請（子どもを連れて出張する場合の旅費）。 

 結婚・出産・育児を機に離職せざるを得なかった女性研究者のための復職支援プログラムをより

充実させること。 

 研究補助員（アシスタント）の登録・派遣支援→人員をある程度確保していただけると、支援プロ

グラムに参加した時点でご紹介いただけるシステムとしても活用できるのでより、心強く効率よい
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と思います。 

 有期教員の育児休暇制度。出産適齢期と有期採用時の年齢は も重なります。その時期に育

児休暇が取得できないのは酷過ぎます。 

 女性研究者が育児休暇を取得できる雰囲気作り。 

 妊婦の特別休暇・勤務時間の短縮制度。私は悪阻もひどく、点滴治療をするほどだった。また、

安定期に入った後も、切迫早産・出血で入院したこともあった。しかし、周りの理解もなかなか得

られず、休みも取りにくい状況にあった。産後だけでなく、妊娠中の女性に対する配慮も必要と

感じた。 

 子育て・介護時期には任期制における評価の期間を長くするとか、子育て・介護時期の研究者

を雇用する研究室には補助金を出すといった方法が一番適切なように思う。 

 後進の育成のための、市民向け講演会開催。 

 保護者会、学校行事に参加しやすい制度があればよいなと思います。 

 全キャンパス保育施設の充実。（東大のような） 

 大学内に託児所や学童保育所があるとよいです。 

 病児・病後保育を受けられる環境を、支援というレベルではなく、完備すること。 

 1-2 時間の短い時間子どもをみていてくれる人と場所があれば、カンファレンスなどにもっと参加

できると思っています。そのために保育園の一時保育代を支払うのもと躊躇してしまいます。 

 大学では夜の授業も行われています。子どもを預かってもらえる時間帯が夕方から夜間まである

とおお助かりです。 
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（参考資料 2）H21 年度・前期 研究業務支援プログラム 募集要項 
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（3）IT を活用した情報支援環境の整備 

①データベース・コミュニケーションシステムの構築について 

●前年度までの活動 

前年度は、情報提供に必要となるデータベースを構築し、キャンパス周辺の一時保育事業者の

情報や、地域の育児等に関する情報を収集し、公開する仕組みを構築した。また、出産・育児

等の理由で研究に困難を抱えている女性研究者が各キャンパスや研究室で孤立しがちである

状況があり、そうした状況を解決するための施策として、女性研究者がインターネット上でコミュ

ニケーションを取ることができる Web システムを構築した。 

 

データベース、およびコミュニケーションシステムの機能を盛り込んだ Web サイトは、会員登録制

の「Keio Work-Life Balance Community」というサイト内にて、平成 20 年 3 月より会員へのサービ

ス提供を開始した。 

 

●実施事項 

前年度 3 月の「Keio Work-Life Balance Community」Web サイト（以下、コミュニティサイト。サイト

イメージは上記図を参照。）のサービス開始を受け、平成 21 年度より、システムの本格運用を開

始した。このコミュニティサイトは、大きく分けて 4 つの機能を有している。 

 

1)フォーラム 女性研究者がインターネット上でコミュニケーションを取ることができる

機能。インターネット上の掲示板機能を有し、会員同士で意見交換を

行うことができる。 

2）子育て支援 

情報 

キャンパス周辺の一時保育事業者の情報や、地域の育児等に関する

情報の公開。慶應義塾の出産・育児・介護等に関わる諸規定や支援情

報等も提供している。 

3）研究支援情報 女性を対象にした研究資金の公募、求職情報等の公開 

4）センターから 

のお知らせ 

更新情報の掲載や「センターだより」（コミュニティサイト会員向けの情報

メールマガジン） 

 

いずれの機能も、出産・育児等の理由で研究に困難を抱えている女性研究者に対して、継続的

に情報提供、公開を行うことで、研究と出産・育児の両立支援のための情報支援施策として重要

な役割を持っている。 
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1)フォーラム 

会員の自己紹介や、子連れでの海外出張についての相談が寄せられる等、育児と研究の両立

をはかる女性研究者の生の声が、集約される場所となっている。また、会員限定サイトとはいえ、

慶應義塾の公式ドメイン（wlb.keio.ac.jp）内の運用であることや、匿名投稿に伴うデメリット（個人

特定性がなく、発言の背景がわからない、無責任な発言が寄せられる可能性が増加する等）を

勘案して、登録は実名を基本とした。プライベートに関わる部分は、あまりフォーラム内で発言し

にくいという傾向はあるものの、対応するワークライフバランス研究センター教職員の自己紹介等

で、顔の見える親しみやすい雰囲気を作ることで、別途、個人的な相談がセンターに寄せられる

など、副次的な効果も出ているところである。 

 

2)子育て支援情報 

子育て支援情報の内容、公開形態についての詳細は、「2.育児支援 （2）情報支援 ①地域リソ

ースに関する情報提供」にて詳しく述べる。 

 

3)研究支援情報 

外部資金の調達等に困難を感じている女性研究者の意見に応え、特に女性を対象としたもの

等、適宜情報収集を行い、情報提供を行っている。コミュニティサイト会員や、研究業務支援・病

児保育支援プログラム利用者には、定期的にメールでの情報提供も行っており、大変好評であ

る。 

 

4)センターからのお知らせ 

コミュニティサイト内の更新情報や、ワークライフバランス研究センターが取り組んでいる各種事

業の紹介、イベントのお知らせ等を、コミュニティサイトおよびメールマガジン「Keio Work-Life 

Balance Community だより」にて情報提供している。メールとサイト、およびニュースレター等印刷

物を組み合わせたメディアミックスの情報発信手法は、継続的に様々な手段で情報支援を行う

効果的な手法と考えられる。各キャンパスや研究室で孤立しがちな女性研究者を勇気づけるた

めには、こうした継続的な情報提供が不可欠となる。 

 

コミュニティサイトの会員登録数は、平成 22 年 3 月現在、約 80 名で、登録者は女性研究者だけ

でなく、ワークライフバランスや女性研究者支援事業に興味を持っている教職員・学生を含んで

おり、周囲の理解が不可欠である本事業のソーシャルキャピタルの蓄積に貢献している。また、

学生が参加していることも、今後の活動に弾みをつけるものと思われる。なお、登録者 80 名のう

ち、女性研究者（教員）は、約 25 名である。 

 

なお、コミュニティサイトの広報活動として、ニュースレターやプロジェクト Web サイト

（http://www.wlb.keio.ac.jp）への掲載の他に、日吉ワーキンググループ主催教職員座談会『教

職員の働き方、コミュニティサイトの活用について』（平成 21 年 11 月 18 日実施。詳細は、3.エン

パワーメント支援 （2）ネットワーキング支援 ②日吉キャンパス WG イベント報告 を参照。）や、 

矢上キャンパスワーキングループランチョンミーティング（平成 22 年 3 月 12 日実施）において、

コミュニティサイト機能の説明と魅力をアピールした。 
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●課題 

フォーラムの活性化や会員登録数の増加のためには、インターネット上でのコミュニケーションだ

けを推進していても効果はあがりにくく、オフライン（対面）での交流会等の施策と合わせて、多

方面からの活性化施策を検討する必要がある。平成 22 年度はコミュニティサイトと連動した交流

会の開催等の実施が不可欠である。 

 

 

 

 

②ウェブ会議システムの整備について 

●前年度までの活動 

出産・育児中の女性研究者は研究のために不可欠な打ち合わせ等への出席が困難（特に夜間

の時間帯等）になる場面が多いうえ、本学では同一学部が複数のキャンパスに分散して存在す

ることが多く、キャンパス間移動も大きな負担となりやすい。このような負担を出来る限り軽減する

ことが女性研究者支援には不可欠であり、そのツールとして平成 20 年度 10 月よりウェブ会議シ

ステムを導入した。なお、ウェブ会議システムは「TV 会議システム」より、安価に初期導入でき、

同様に研究打ち合わせ等を遠隔で実施することが可能である。 

●実施事項 

PC・ネットワーク環境・Web カメラ・マイクがあればどこからでも会議に参加することができるウェブ

会議システムは、ウェブブラウザを通じて、相手の顔を見て話ができるだけでなく、一つの資料を

全員で共有し、あるいは、会議を録画して議事録として利用できる機能等が利用可能であり、現

実的有用性が高い。しかしながら、カメラ・マイクの接続、設定や、個人での会議参加・複数人で

の会議参加による機器の違い等を理解し、活用するためには、マニュアル等の整備・改善や設

定済みの機器準備等が不可欠である。平成 20 年度より上記対応を行っていたが、本年度はより

使いやすくなるよう、利用者からのフィードバックを受けてマニュアルの改善等を継続的に行った。

また、ニュースレターやプロジェクトウェブサイト（http://www.wlb.keio.ac.jp）にて広報を行った。 

●課題 

ウェブ会議システムの学内認知度はまだ低く、本年度の利用実績もあまり伸びなかったことが課

題として残る。紙媒体・ウェブサイト等での広報活動だけではなく、利用講習会の実施等、実際

にその有用性を体験してもらう機会を提供する必要性があると考える。 
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(4)施設整備 

①各キャンパスにおけるベビーチェアおよびオムツ替え台の設置 

●実施事項 

教職員や学生が乳幼児を連れて大学に来る際、通信教育のスクーリング時、学会開催時、学園

祭や市民講座などに地域住民が参加する際などの利便のために、各キャンパスに乳幼児と共に

利用可能なトイレの整備を慶應義塾大学の自主事業として行った。 

 

平成21年8月、ワークライフバランス研究センターは、プロジェクトの推進拠点である湘南藤沢キ

ャンパスにおけるトイレ改修について、キャンパス事務長宛てに提案書を提出した。平成 21 年 9

月、湘南藤沢キャンパスの執行部ミーティングにおいて、ベビーチェアおよびオムツ替え台の設

置について協議、承認された。平成 21 年 11 月、湘南藤沢キャンパス内の 4 箇所の障害者トイレ

に、ベビーチェアあるいはオムツ替え台が設置された。 

 

平成 21 年 12 月、ベビーチェアあるいはオムツ替え台を設置した障害者用トイレが、どちらか一

方のみでなく両方を備えたものとなるよう、追加設置の要望書を提出した。スペースの問題上、

両方を同じトイレに設置することが困難な場合には近辺のトイレに設置してもらうよう要望した。ま

た、トイレ入口や個室入口等に赤ちゃんと一緒に入れるトイレである旨のサインを設置し、同様に

キャンパスマップ等の案内図にもサインを入れることが望ましいと考え、設置の要望を出した。平

成 22 年 3 月、要望書通りベビーチェアあるいはオムツ替え台が追加設置され、サインの整備も

行われた。 

 

平成 21 年 12 月、湘南藤沢キャンパスでの設置に引き続き、三田キャンパスをはじめとするその

他のキャンパスにおいても設置してもらうよう、センター長より施設担当理事宛てに要望書を提出

した。平成 22 年 2 月、ワークライフバランス研究センターは、管財部および TOTO㈱との打ち合

わせを行い、設置場所、設置するベビーチェアおよびオムツ替え台の種類、サイン等について

検討した。平成 22 年 3 月、三田キャンパス、日吉キャンパス、矢上キャンパス、信濃町キャンパス、

芝共立キャンパスの障害者トイレに、ベビーチェアおよびオムツ替え台が設置された。 

 

●課題 

設置されたベビーチェアおよびオムツ替え台が、乳幼児を連れた教職員や学生、訪問者等にと

って使用しやすいものとなっているか、調査検討する必要があると思われる。 

【慶應義塾大学自主事業】 
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②プロジェクト推進拠点施設の整備 

●実施事項 

平成 21 年 6 月 12 日、ワークライフバランス研究センターを湘南藤沢キャンパス内ν（ニュー）棟

（研究室棟）DNP ハウスへ移転した。女性研究者支援事業の拠点としてキャンパス内での認知を

深めるとともに、落ち着いた中にも開放的な独立棟を確保することで、出産・育児・介護等に関

する悩みをもった多くの教職員や学生が相談のために気軽に立ち寄れる場となることを目指す。

また、ワークライフバランスや男女共同参画に関する情報集積の場、情報発信の場としても機能

させる。 

 

さらに、本学の取り組みのモデル的事業である「一時保育サポート」事業の重要な運営拠点とし

て新しいセンターの１階部分および屋外周辺部分を利用する。本来、研究室棟として設計・建築

された建物であり、そこでの保育活動は予定されていなかったため、保育活動に適した環境とな

るように多面的な議論を経て改修を行った。改修にあたっては、池田靖史研究室（本学大学院

政策・メディア研究科）の指導・協力を仰ぎ、以下の諸点に配慮しながら設計図を作成した。第

一に DNP ハウスは元々共同研究室仕様となっていたため、子どもにとって危険と考えられる箇

所の改修を行い、子どもが安全に過ごせるスペースとする必要があった。第二に、育児中の女

性研究者がいつでも利用できる授乳室・オムツ替えスペースや、相談室の設置も望まれた。第

三に、「一時保育サポートプログラム」は、神奈川県保健福祉部福祉監査指導課「私設保育施設

指導基準」に則り行う必要があったため、この基準の「指導事項」である「屋外遊戯の機会が適切

に確保されていない。（幼児）」「外気浴の機会が適切に確保されていない。（乳児）」との条件を

満たすには適度な屋外での活動も必要となった。したがって、DNP ハウスの前庭部分のある程

度の空間を保育施設として確保する必要があり、子どもの安全を配慮し、かつ景観をも考慮した

フェンス等の配置を検討した。併せて、キャンパス内での諸活動は幼児の存在を前提として考え

ていないため、DNP ハウス周辺に幼児がいること、一時保育の活動がなされていることをアナウ

ンスする標識を配置することが適当と考えた。 

 

以上のことを踏まえた設計図は以下の通りである。この後、学内での議論を経て本改修工事が

了承され、平成 22 年 3 月に改修工事を行った。 

 

 

 

 

 

【慶應義塾大学自主事業】 
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（参考資料 3）湘南藤沢キャンパスν棟 DNP ハウス 改修図面 
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（5）地域連携等によるプログラム開発及び人材育成 

①NPO 法人フローレンスとの協働による大学・研究者機関向け病児保育支援 

●前年度までの活動 

ワークライフバランス研究センターが平成 20 年度に実施した学内のニーズ調査によると、回答者

の 73.2%が病児・病後児保育について「すぐに利用したい」「必要になったら利用したい」と回答

し、本学における女性研究者支援策における子どもの病気への対応の重要性が示唆された。こ

れを受けて、本学では平成 20 年 12 月より、自宅での病児保育サービスを提供している NPO 法

人フローレンスと提携して、研究者のニーズに合った大学・研究機関向けの共同開発に取り組

んだ。NPO 法人フローレンスは、風邪などの病時に保育園で受け入れてもらえない子どもを、働

く両親に代わって子どもの自宅で保育するサービスを提供している。 

平成 20 年 12 月から実施した病児保育支援プログラムでは、NPO 法人フローレンスの病児保育

を利用するに当たり、入会金 21,000 円および各月２回目以降の病児保育利用料金（1 時間あた

り 2,100 円）を年間 50,000 円を上限に直接経費より負担した。子ども一人当たりの月会費 14,700

円（月１回までの病児保育利用料を含む）は研究者の負担とした。この病児保育支援プログラム

の平成 20 年の度利用申請は、１名であった。前述したニーズの高さと比べて利用者が少ないこ

とが課題であった。 

 

●実施事項 

平成 21 年度は、平成 20 年度の病児保育支援プログラム利用者が伸びなかったことから、その

要因を分析した。制度の構築・維持にかかる費用と実際の病児保育サービスの利用にかかる費

用を再検討し、入会金、月会費のバランスを見直し、入会金 77,400 円（直接経費より負担）、月

会費 10,000 円（利用者負担）、各月２回目以降の病児保育利用料金（1 時間あたり 2,100 円、利

用者負担）というシステムとし、募集を行った。その結果、5 件（うち 1 件は継続）の利用申請があ

った。5 件の申請のうち、23 区外居住者からの申請が 2 件あったが、サービス提供地域外である

ため実際に利用していただくことはできなかった。5 件の申請のうち、4 件が医学部、1 件が看護

医療学部所属の教員であった。 

 

●課題 

病児保育は、子どもの安全面だけでなく、子どもの親にとっても、仕事や研究を継続する上で非

常に有益なサービスであるが、本学でこのサービスを包括的に利用するためには、サービスの

提供が都区内に限定されていること、また、夜間休日の対応が限定的である等の課題がある。

病児保育支援の申請者が医学部・看護医療学部といった保健分野の研究者であったことから、

この分野での研究者の育児と研究の両立についての課題を再度分析し、ニーズに合った支援

体制を検討する必要もある。実際にサービスを利用する女性研究者から定期的なフィードバック

を得ながら、女性研究者それぞれが抱えている病児保育ニーズを抽出し、個々の研究者の働き

方にマッチしたサービスの提案や、適切な受益者負担を前提とした大学と利用者の費用負担モ

デル、地域でサービスを実施するための小児科医や保育スタッフといった地域リソースとの連携

支援について引き続き検討する。平成 22 年 3 月には、ワークライフバランス研究センター推進グ

ループ内に病児保育支援プログラム検討ワーキンググループを設置した。 
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（参考資料 4）H21 年度・前期 病児保育支援 募集要項 
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②市内認可保育所との連携による「保育サポーター養成講座」の開発 

●前年度までの活動 

平成 22 年度より一時保育サポートプログラムを本格的に始動し、慶應義塾の教職員・学生・研

究員等の子どもを数時間預かる一時保育サポートを行う。それに先駆けて、ワークライフバランス

研究センターでは、平成 20 年度より慶應義塾大学の学生（大学生及び大学院生）を対象に「保

育サポーター養成講座」を実施している。講座の全課程修了者は「保育サポーター」に認定され、

有償ボランティアとしてワークライフバランス研究センター常駐の保育士と共に、子どもの一時保

育を行う。 

 

保育サポーター養成講座は、平成 20 年 11 月（第 1 回）、平成 21 年 2 月（第 2 回）の計 2 回開

講し、15 名の保育サポーターが養成された。 

 

●実施事項 

保育サポーター養成講座は、平成 20 年度に引き続き、1 日の講義および連続 3 日間の保育実

習による構成とした。講義は、小児看護学を専門とする安田恵美子 看護医療学部准教授、保

育士資格をもつ上田七生 ワークライフバランス研究センター 特別研究助教、および藤沢市内

の社会福祉法人葵福祉会 亀井野保育園主任 吉野月七氏によって行われた。保育実習は、

藤沢市内の社会福祉法人葵福祉会 亀井野保育園、社会福祉法人湘南杉の子福祉会 五反

田保育園、社会福祉法人みどり児童福祉会 下土棚保育園、社会福祉法人めぐみ福祉会 大

庭保育園、および社会福祉法人一石会 御所見愛児園の 5 園より協力を得て行った。 

 

上記 5 園は、平成 20 年度からの継続でなく平成 21 年度より実習受け入れおよびゲストスピーカ

ー派遣等の協力を依頼している保育所である。平成 21 年 4 月、ワークライフバランス研究センタ

ーは各保育所において事業説明を行い、事業趣旨への同意を得た上で協力を依頼したところ、

各園より快諾を得た。保育実習の日程設定については、各保育所に受講生の受け入れ可能な

時期の提示を依頼したところ、平均 3～4 週間にわたる日程の提示を受けた。各保育所にはそれ

ぞれ園の方針、施設環境、開所時間等があるため、各園との間において保育実習中の留意事

項等、それぞれ確認を行った。それらの情報は、各保育所のパンフレット等と共に、保育実習前

に受講生に与えた。 

 

平成 21 年度の保育サポーター養成講座は、平成 21 年 7 月～9 月（第 3 回）、平成 22 年 1 月

～2 月（第 4 回）の計 2 回開講し、29 名の保育サポーターが養成された。平成 20 年度および平

成 21 年度の養成講座において、合計 44 名の保育サポーターが養成されている。 
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【講義の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実習の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各養成講座終了後には、フィードバックをもとにして講座内容のブラッシュアップをはかっている。

たとえば、第 3 回保育サポーター養成講座の際に、講座への参加に対する責任感の欠如から、

申し込みをしていた学生が当日になって突然キャンセルをしたり、遅刻をしたりするといったよう

なことがあった。そのため、第 4 回保育サポーター養成講座の際には、保育サポーターに関心

がある学生向けの事前ガイダンスを採り入れ、太田喜久子 ワークライフバランス研究センター長 

兼 看護医療学部長より、一時保育サポートプログラムが女性研究者支援の一環として行われて

いる取り組みであることを説明したり、養成講座に参加するにあたり学生に求められる責任感等

についての確認を行ったりなどした。ガイダンス時には「一時保育サポートプログラム 保育サポ

ーター養成講座ハンドブック」（参考資料 5）を配布し、事業の取り組み、講座における留意事項、

前回の講座受講者の感想や、ガイダンスから講義および保育実習までの流れがわかるよう配慮

した。また、原則としてガイダンスに参加した学生のみ養成講座の受講を可能とした。さらに、第

3 回養成講座から採り入れた参加学生対象の養成講座受講前後レポートから得られた結果や、
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実習委託園からのフィードバックを、プログラム改善の際の参考にするといったように、より一時

保育サポートプログラムの質が向上するよう、適宜内容の見直し等行っている。一時保育サポー

トプログラムの改善点の詳細については、「2．育児支援 (1)保育支援 ①一時保育サポートプロ

グラム」において述べる。 

 

●課題 

本事業 終年度の平成 22 年度においても、第 5 回保育サポーター養成講座を開講する。平成

20 年度、平成 21 年度と同様の構成で行い、藤沢市内の保育所には、引き続き実習受け入れお

よびゲストスピーカー派遣等の協力を依頼する予定である。また、これまでの養成講座における

反省点をふまえ、さらなる質の向上を目指して講座内容の検討を行いたい。 
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（参考資料 5）保育サポーター養成講座 ハンドブック
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③慶應義塾大学社会・地域連携室の取り組み 

～日吉キャンパス新校舎における認可保育所の開設 

●概要 

平成 21 年 4 月 1 日、日吉キャンパス内協生館 1 階に「ベネッセチャイルドケアセンター日吉」が

開園した。これは横浜市の認可保育所とそれに隣接した一時保育施設「トウィンクル一時保育

室」からなる保育支援施設であり、地域における、地域に根差す開放型施設として建設された協

生館のテーマを支えるシンボル的施設となっている。 

 

協生館は「協力して生きる力」を育み、開かれた学塾としてさまざまな人が集い交流し、先導的連

携を実現していく場、社会や地域が抱える課題・テーマに挑戦する場を提供することを目指し、

平成 20 年 8 月に誕生した。館内には地域の方が利用可能なスポーツジム、カフェ、レストラン、

料理教室、コンビニエンスストアなどがあるが、その中に保育所を設置することになった背景には

横浜市との連携プロジェクトの立ち上げがある。平成 17 年、慶應義塾・横浜市北部地域再生検

討研究会の下にACT（Age-free Campus Town）プロジェクトが着手され、「大学と市の連携による

人間を育む都市」をテーマに日吉キャンパスを中心とした地域一帯に関するさまざまな調査が行

われた。子育て支援に関する調査もその一項目であり、待機児童問題に悩む地域の実情が浮

き彫りとなり、子育て支援体制の整備・充実が急務であった。こうした横浜市のニーズと「社会・地

域連携」貢献を目指す慶應義塾の構想が合致し、協生館に地域に開かれた保育所を開設する

ことになった。保育所の運営は当該区画を賃貸するという形で保育専門事業者（㈱ベネッセスタ

イルケア）が担うが、慶應義塾からもいくつかの要望を提案している。たとえば、地域住民だけで

なく本学の学生、教職員等の子どもも預かることができる保育所であること、あるいは、学会やイ

ベントが開催される際には一時託児サービスの提供をしてほしい、ということをリクエストした。保

育園側からは、専任・非専任を問わず、教職員、学生、卒業生、一貫教育校の保護者等、本学

の関係者には利用料の割引制度を設けることも配慮されている。 

 

「トウィンクル一時保育室」では生後 57 日から就学前までの集団保育が可能な子どもを毎日 15

名程度保育している。月～土曜日の 8：00～18：00 を保育時間としているが、本学における講演

やイベント開催時に際しても柔軟な対応が行われる。利用者は近隣住民が過半であるが、平成

21 年年 4 月～平成 22 年 3 月までの利用実績をみると、登録者 63 名中 16 名が本学関係者で

ある。隣接する矢上キャンパス・理工学部の教職員が利用者の大半を占めるが、卒業生の利用

も多々あるという。また、夏季に開催される通信教育に参加する社会人学生や短期留学の外国

人教員の利用もあった。 

 

本件については、慶應義塾大学社会・地域連携室係主任の椎名絵里香氏が『大学時報』（平成

21 年 7 月号）の「小特集 大学による子育て支援－学内託児室・保育室の現状」で「'協生’を育

む場としての保育施設支援」で詳細をまとめているのでご参照願いたい。（p317 に掲載。）

【慶應義塾大学自主事業】 
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2.育児支援 

短時間の預かり保育や病児保育支援等、柔軟性の高い保育支援のほか、女性研究者のニーズに

応じたプログラムを保育専門の外部組織と協力して開発し、育児支援に役立てた。 

 

 項目 実績 

①一時保育サポートプログラム ●H20 年度：プログラムの構築 

○H21 年度：プログラムの改善、リスクマネ

ジメント、保険の選定、各種約

款およびハンドブックの整備 

（1）保育支援 

②病児保育支援（再掲） ●H20 年度：プログラム開発、実施 

○H21 年度：プログラム改善、継続実施中 

プログラム採択者数：3 名 

（2）情報支援 ①地域リソースに関する情報提供 ●H20 年度：コミュニティサイトの構築 

○H21 年度：コンテンツ更新、運用改善 

 ②育児等を経験した女性研究者のキ

ャリアパス構築に関するケース収集 

●H20 年度：女性研究者インタビューを 20

件収集し、コミュニティサイトで

公開 

○H21 年度：プロジェクトウェブサイトでのイン

タビューの公開・小冊子の発行、

インタビューの追加収集 
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（1）保育支援 

①一時保育サポートプログラム 

●前年度までの活動 

平成 20 年度は社会福祉法人伸こう福祉会との協働体制の下で、「保育サポーター養成プログラ

ム」を開発した。「キャンパス内保育サポーター養成講座」を 2 回実施し、15 名の学生保育サポ

ーターの養成を行った。また、キャンパス内での一時保育サポート開始に先駆けて、トライアル

一時保育サポートを１回実施した。 

●実施事項と課題 

1）平成 20 年度実施の保育サポーター養成講座から得られたフィードバックを踏まえ、一時保育

サポートプログラムの改善を行った。また、一時保育サポートの提供を開始するにあたり、事故そ

の他の損害が生じないための十分な体制整備が必要であることから、2）一時保育サポートプロ

グラムに関する内規・各種約款、および 3）各種ハンドブックを作成した。また、4）利用者の子ど

も・学生双方の安全確保と万一の損害等を補償するための保険付保の検討を行った。1）～4）の

実施事項詳細とそれぞれの課題については次項にて述べる。 

 

1）一時保育サポートプログラムの改善 

「1．推進体制の整備 (5)地域連携等によるプログラム開発及び人材育成 ②市内認可保育所と

の連携による『保育サポーター養成講座』の開発」において述べたように、平成 20 年度実施の

保育サポーター養成講座から得られたフィードバックを踏まえ、平成 21 年度の養成講座におい

ては、養成講座前の学生との面談、養成講座受講前後のレポート課題、実習委託園との事前事

後情報交換などをとり入れた。 

 

学生との面談に関しては、平成 20 年度は養成講座を小規模で試験的に行っていたが、平成 21

年度はより広く学生に周知できるような方法で募集を行い（長期間の募集ポスター掲示・WEB 掲

載等）、それ故、多様な学生からの応募があると予想されたため、講座受講前に面談を行い、学

生の講座参加の動機や子どもについての考え等をワークライフバランス研究センターが把握で

きるようにした。一時保育サポートプログラムでは、学生は有償ボランティアとして子どもと接する

ことになるため、学生が子どもを好きであるか、注意散漫ではないか等、 低限子どもを安全な

状態で預かることができそうであるかを判断することが必要なのである。 

 

養成講座受講前後のレポート課題に関しては、平成 20 年度においては講義内容についてのア

ンケート調査のみ実施し、保育実習のレポート等は特に用意しなかったため、実習委託園の様

子や実習中の学生の気づきといった感想および反省をフィードバックとして得ることができなかっ

た。そのため平成 21 年度は、養成講座の受講前後においてレポート（参考資料 6、7）を課し、学

生が講座への参加動機を自覚したり、講義および実習内容の振り返りをする機会を設けるととも

に、ワークライフバランス研究センターが一時保育サポートプログラムの内容改善のための資料

を得られるようにした。実際に得られた学生の意見等については、「2）保育サポーター養成講座

における『受講前後レポート』」において述べる。 
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実習委託園との事前事後情報交換に関しては、ワークライフバランス研究センターからは、保育

実習前に、受け入れを依頼する学生についての基本的な情報（氏名、学部、学年、連絡先、顔

写真）および受講前レポートの提出、保育実習初日に学生の体調管理票（ 近の健康状態に

ついての問診票）（参考資料 8）の提出を行った。また、保育実習後には、受講後レポートの提出

を行った。実習委託園からは、実習後に学生の様子についての報告を受けた。1‐(5)‐②で述べ

たケースのように、養成講座における学生の突然キャンセルのような事態が発生した場合には、

実習予定先であった保育所に事情説明および謝罪を行い、ワークライフバランス研究センター

内では、そのようなケースに対する今後の対応法について早急に検討を行うようにした。 

 

上記のようなケースの場合、1‐(5)‐②において記したように、学生の養成講座に参加することへ

の責任感の欠如が大きな原因であると考えられたため、平成 22 年 1 月～2 月実施の第 4 回保

育サポーター養成講座からは事前ガイダンスをとり入れ、原則としてガイダンスに参加した学生

のみが養成講座に参加できることとした。ガイダンスは同内容で 2 回行い、どちらか都合の良い

方への参加を求めたが、どちらも都合がつかず、個別にワークライフバランス研究センターまで

問い合わせをしてガイダンスを受ける学生もいた。ガイダンス時は、どの学生も真剣に耳を傾け、

質疑応答では積極的に質問を行っていた。ガイダンスに参加した学生のうち、日程の都合がつ

かない者以外はほぼ全員、養成講座への参加申し込みを行った。 

 

前述の通り、保育サポーター養成講座では、第 3 回目から事前に学生との面談を行っている。

予め面談日時を相談の上決定し行っているが、4 割強の学生が連絡をせずに遅刻をしているの

が現状である。第 4 回養成講座においては、時間厳守および「報告・連絡・相談」について言及

したにもかかわらず、やはり改善されていない。学生の無断での遅刻は、養成講座の保育実習

や、一時保育サポートでの利用者との約束時間等において、関係者に多大な迷惑をかけること

になるため、この問題について解決していくことは今後の課題である。 
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（参考資料 6）受講前アンケート 

 

「受講前アンケート」「受講後アンケート」（全 2 頁）挿入 
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（参考資料 7）受講後アンケート 
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（参考資料 8）体調管理票 

 

「体調管理票」挿入 
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2）保育サポーター養成講座における「受講前後レポート」 

平成 21 年度よりとり入れた、保育サポーター養成講座の受講前後レポートにおいて述べられた

学生の講座への参加動機・感想等を以下に掲載する。 

 

【受講前レポート】 

 

養成講座参加の動機 

 まず、子どもとふれあうことが好きだからです。子どもと一緒に遊んでいると、さまざまな発見が

あり、子どもの能力に驚かされます。大学内で子どもとふれあいながら学ぶことができるのは魅

力的です。そして、女性の仕事と子育ての両立という問題に興味があるからです。私自身も将

来、子どもを育てながら働きたいのですが、想像してみると、それはとても大変なことです。両

立を目指す女性の力になりたいと思います。 （学部 1 年女子） 

 

 私自身子どもが大好きで 6 歳年下の妹の面倒やいとこの世話等で小さい頃から子どもと接す

る機会はありました。学部時代、教授が講演をしている間にベビーシッターのような形で関わ

る機会もありました。しかし、子どもを預かることに対して専門的な知識を身につけていたわけ

ではないので、急な出来事が起きたとき誰かに頼るしかなく、あまり役に立てていない印象が

あります。今回このような養成講座が開設されたことで、初心者でも保育に関わる機会がいた

だけるのはとても嬉しいです。短期間ではありますが講座で学び、保育サポーターという形で

研究者の方々に貢献したいと思います。 （修士 2 年女子） 

 

 私は自分が小学校高学年の頃から、近所の幼稚園生や赤ちゃんと遊ぶのが好きで毎日遊ん

でいました。今思い返してもとても楽しい思い出です。しかし、近年では子どもを傷つける犯罪

が増加したり、遠くアフリカなどの地域では児童買春、児童兵などの問題があります。私は将

来これらの問題に取り組みたいと考えていますが、まず、また子どもと触れ合う時間を増やして、

一緒に楽しむことを思い出したいと思い、今回応募させていただきました。 （学部 1 年女子） 

 

保育実習で特に学びたいこと 

 以前に 1 日だけ保育園にボランティアに行ったことがあるのですが、その際は子どもたちが集

まってきてしまい他の先生方に迷惑をかけてしまい申し訳なく思いました。そのようなトラブル

が今回は起きないよう講習で学んだことを基に行動し、他の先生方の役に立てるよう働きたい

と思います。そして子どもたちとの関係はもちろん、保育士さんたちとの関係についても学び

たいです。 （学部 1 年女子） 

 

 子どもたちが、どのように人間関係を築き、私たち大人と物の見方が違うのかを学びたいと思

います。以前、小学生や中学生との関わりを通じて、大人と違う視点をもっていて、色々気づ

かされる部分がとても多くありました。今まで関わったことがない子どもたちと、小・中学生では

どのように違うのかみてみたいです。 （学部 4 年女子） 
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 発達段階に応じた子どもとの接し方を具体的に学びたいです。「子どもが何をしたら」「どのよう

なことを発言したら」などの条件によって、どう対応を変えていけばよいのかをできるだけ数多

く経験したいです。保育園で働く方々の姿を見て、子どもの楽しませ方や注意の仕方、安全

のための留意点も学びたいです。 （学部 1 年女子） 

 

 

【受講後レポート】 

保育実習中の印象的なエピソード 

 私は幼稚園で育ったので今回初めて保育園というところに行ってみてすべてが印象的でし

た!! 特に 3、4、5 歳のクラスでは学校みたいに決まりがちゃんとあって、子どもたち自身で自

分の身の回りのことをできている様子に感心しました。また子どもたちの方から声をかけてくれ

てすごく積極的でした。さらに、1 歳児クラスの男の子で、実習初日はまだ 1 人歩きができなか

った子が 3 日目に 1 人で歩いて遊んでいる姿を見て感動しました!! （学部 2 年女子） 

 

 0歳児が本を欲しがっていたので、本を取ってあげたが、いくら取ってもすぐに他の本を欲しが

ったので取ってあげたが、同じことの繰り返しで、どのように対応すれば良いのか分からなくな

った。 （学部 1 年男子） 

 

 子どもが自由に遊んで良い時間に、私がひざに3人子どもを抱えていた時、後ろから1人子ど

もがぶらさがってきて、私は 3 人の子を相手するのに精一杯であまりその子に注意を払えない

でいました。すると、後ろからぶら下がっていた子は自分の重さに耐えきれなくなり、床に落ち

てしまいました。私が慌てて後ろを見ると、その子は仰向けに倒れていたので、頭を打ってい

ないかとすごく心配になりました。また、私のすぐ後ろにロッカーがあり、角にぶつかっていな

いかなど色々不安になってしまいました。そういった感情が出ていたのか、その子は笑って

「大丈夫だよ？」と私を安心させるように言ってくれました。子どもにも察する力があるのだ、と

驚きました。 （学部 2 年女子） 

 

 3日目に3歳児クラスにて、紙芝居を読ませていただいたことが印象に残りました。私が選んだ

紙芝居を、前日練習してから子どもたちの前で読み聞かせました。 初は声の大きさ、位置、

強弱などどうすればいいのか考えて少し緊張していたのですが、子どもたちが夢中になって

聞いてくれたので、私も楽しみながら読むことができました。また、年齢ごとに行動や言動がす

ごく変わってくることも印象に残りました。 （学部 2 年女子） 
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講義は保育実習に役立ったか・今後の保育サポート活動に活かせそうか 

 講義の、「子どもの目線に立つと危険が一杯である」という説明は、実際危険を察知するのに

役立ちました。また、年齢ごとの発達の仕方を教えていただいていたので実習では実際に目

で確かめることができました。 （修士 2 年女子） 

 

 とても役に立ちました!! 一度オムツ替えの練習が事前にできたことや、子どもたちの成長の段

階を実習前に学べたことで、自信がもてたし、いざという時に焦らずに対応することができまし

た。歌なども、同じ歌を園で歌っているときに、自然に参加できました。 （学部 2 年女子） 

 

 ある程度の緊張感をもって実習を受けることができたのは、子どもの行動のある程度の知識が

あったからなので、講義は役に立ったと思いました。オムツ交換のことなども、実際にする時に

は教えてもらえなかったので、講義を受けておいて良かったです。 （学部 2 年女子） 

 

講座全体に関する感想・要望 

 プログラム全体を通じて、保育サポーターとしてだけでなく、大人として将来自分あるいは身内

に子どもができたら、どのように対応すればよいか学ぶことができてよかったと思います。

 （学部 2 年女子） 

 

 すごく充実して楽しい養成講座・実習でした!! 早く保育サポーターとして活動できたらいいな、

と思います。子どもがより一層、以前の 100 倍くらい好きになりました!! （学部 2 年女子） 

 

 1 週間くらいの実習があっても良いかもしれません。学校でももう少し時間をとって知識を学び

たいです。 （学部 2 年女子） 

 

 実習がプログラムに含まれているのがとても良かったです。とはいっても、実習では先生方の

サポートという形であったので、今後は慣れや経験が大事になるので、実際の保育サポートの

なかで成長していく必要があると思います。 （修士 2 年女子） 

 

 

保育サポーター養成講座の受講前後レポートは、「1）一時保育サポートプログラムの改善」で述

べたように、学生の講座への参加動機の自覚や、講義および実習内容の振り返りのために必要

なものである。また、ここで得られた学生の意見は、一時保育サポートプログラムの内容を改善す

る際にも大変重要な資料となる。したがって、今後も継続して、養成講座の受講前後にレポート

課題をとり入れていく予定である。 
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3）内規・約款・ハンドブックの整備 

一時保育サポートの提供を開始するにあたり、事故その他の損害が生じないための十分な体制

整備が必要であることから、一時保育サポートプログラムに関する内規・各種約款、および各種

ハンドブックを作成した。 

 

 

A. 一時保育サポートプログラムに関する内規・各種約款の作成（参考資料 9、10、11、12） 

ワークライフバランス研究センターにおける内規・約款の作成は、科学技術振興調整費事業の

一環として学内保育を行っている大学・機関の先行事例研究から始まった。大学によって規定さ

れている内容や取り扱う権利義務関係の範囲はさまざまであったことから、慶應義塾大学内で一

時保育サポートを実施するにあたり、本学総務部リーガル相談担当弁護士（一般民事・医療事

件）の指導と協力の下に内規・約款の作成を進めることとした。万一の事故に際して、学校法人

慶應義塾が負担すべき責任範囲や、レピュテーショナルリスクの観点から、事前に十分な体制

整備を図ることが不可欠であるとの共通認識に立ち、複数回にわたる意見交換を行った。一時

保育サポートプログラムの実施体制整備の視点としては、保育サポーター養成講座の内容の十

分性はもとより、保育ルールの内容（保育場所の限定、危険性の高い保育方法の禁止、保育対

象児童の基礎的情報の活用、保育対象児童とのトラブル発生時の対応策など）や緊急時の報

告体制・対応体制なども重要となるなどの指摘を受けた。リーガル観点による一時保育サポート

プログラムのリスク分析を行い、その結果をもとに責任所在や体制等について検討を重ねた。 

 

さらに、一時保育サポートの実施場所である湘南藤沢キャンパスのある藤沢市および神奈川県

への照会の結果、準備中の一時保育サポートの内容が「保育施設における保育」に該当し、ま

た、安全性確保のため一度の受け入れ児童数を5名以下と限定したことにより「届出対象外の私

設保育施設」（私設保育施設：神奈川県における認可外保育施設の総称）にあたるとの指導を

得た。これを受け、本学の一時保育サポートプログラムを、県の定める基準に則り運営する必要

が確認できたため、内規・約款案もこれに準ずる形で再検討を行った。約 3 ヶ月間を費やし内

規・各種約款を作成した後、本学の男女共同参画担当理事、湘南藤沢キャンパス担当理事等

への説明を経て大学側の了承を得た。 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

2.育児支援 － （1）保育支援 

68 

 

（参考資料 9）「一時保育サポート事業に関する内規」 
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（参考資料 10）「利用者登録約款・同意書」 
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（参考資料 11）「保育サポーター登録約款・同意書」 
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（参考資料 12）「利用約款・同意書」 
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B. 一時保育サポートに関する各種ハンドブックの作成 

各種ハンドブックを作成するにあたっては、社会福祉法人葵福祉会 亀井野保育園より提供い

ただいた数種類のハンドブックの内容（詳細については後述）を参考にした。 

 

○「利用者ハンドブック」（参考資料 13） 

前述の内規・各種約款と同様、神奈川県の基準を押さえた内容となるよう作成した。内容として

は、一時保育サポートプログラムの概要、利用者と保育サポーターの定義、一時保育サポートプ

ログラムの流れ、一時保育サポートを利用する上での諸注意、緊急時の対応、通告義務、保険、

および意見・要望の受け付け方法に関して記載している。 

 

本ハンドブックの作成は、主に保育士資格および現場経験をもつワークライフバランス研究セン

ター教員が行い、大枠ができたところで小児看護学専門の看護医療学部教員に内容の十分性

についての確認を受けた。センター内で推敲を重ねた後、平成 21 年 9 月には本学の男女共同

参画担当理事、湘南藤沢キャンパス担当理事等より、本ハンドブックの内容が安全性を確保す

る上で必要十分なものであるかどうかの判断および助言を受けた。その際、リスクをより管理する

ための対応が必要との指摘があったため、センター内においてさらなる検討および修正を行っ

た。 

 （参考・引用資料：亀井野保育園 「保護者用ハンドブック」） 

 

 

○「保育サポーターハンドブック」（参考資料 14） 

利用者ハンドブックと同様、県の基準に則った内容となるよう作成した。内容としては、一時保育

サポートプログラムの概要、利用者と保育サポーターの定義、一時保育サポートプログラムの流

れ、一時保育サポート提供中の諸注意、緊急時の対応、通告義務、保険、保育サポーターの心

得に関して記載している。 

 

本ハンドブックの作成についても、利用者ハンドブックと同様の手順を踏んで行われた。 

 （参考・引用資料：亀井野保育園 「安全対策チェックリスト」） 

 

 

○「事故・急病発生時対応ハンドブック」（参考資料 15） 

一時保育サポート中に事故および急病が発生した際の対応について記載した。前述の「利用者

ハンドブック」および「保育サポーターハンドブック」と重複する内容もあるが、本ハンドブックは、

ワークライフバランス研究センター教職員が緊急時においてとるべき言動について記されてい

る。 
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本ハンドブックについても、作成後にワークライフバランス研究センター内で推敲を重ねた後、小

児看護学専門の看護医療学部教員、および湘南藤沢キャンパス事務室より、内容の十分性に

ついての確認を受けた。作成にあたっては、県の基準に沿ったものにすると同時に、一時保育

サポートプログラムでは学生が保育サポーターとして保育を担うことから、事故および急病発生

時における保育サポーターへの指導やフォローの内容をも網羅したものとなるよう配慮した。 

 （参考・引用資料：亀井野保育園 「安全対策チェックリスト」） 

 

 

○「防災ハンドブック」（参考資料 16） 

一時保育サポート中に発生する可能性のある災害・非常事態への対応について記載した。事

故・急病発生時対応ハンドブックと同様、ワークライフバランス研究センター教職員が緊急時に

おいてとるべき言動について記している。 

 

本ハンドブックの作成についても、事故・急病発生時対応ハンドブックと同様の手順を踏んで行

われた。 

 （参考・引用資料：亀井野保育園 「防災ハンドブック」） 
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（参考資料 13）「利用者ハンドブック」
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（参考資料 14）「保育サポーターハンドブック」
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（参考資料 15）「事故・急病発生時対応ハンドブック」 
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（参考資料 16）「防災ハンドブック」
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4) 保険の整備 

一時保育サポートプログラムを実施するにあたり、利用者の子ども・学生双方の安全確保と万一

の損害等を補償するための保険付保の検討を行った。ワークライフバランス研究センターは、平

成 21 年 4 月より東京海上日動火災保険㈱と幾度か意見交換を行った。はじめ、自治体の運営

するファミリー・サポート・センターにおける保険付保方式の援用や、本学独自の保険付保のプ

ランを検討していたが、 終的には保険のカバーする対象の適合性や既存制度の活用という観

点から「スポーツ安全保険」への加入を決定した。 

 

「3)一時保育サポートプログラムに関する内規・各種約款の作成‐A.一時保育サポートプログラム

に関する内規・各種約款の作成」で述べた本学総務部リーガル相談担当弁護士によるリスク分

析においては、保険付保に関して、保険でカバーすることができない範囲については何らかの

対策をとることが留意点としてあげられた。ワークライフバランス研究センターは、その目的のた

めに、「3)‐B.一時保育サポートに関する各種ハンドブックの作成」で述べた各種ハンドブックの

内容の充実をはかった。 

 

スポーツ安全保険は、㈶スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続きを行った 5 名以上のア

マチュアの社会教育関係団体の構成員を被保険者として、東京海上日動火災保険㈱を幹事会

社とする損害保険会社との間に、「傷害保険」及び「賠償責任保険」を一括契約し、この他に協

会で運営する「共済見舞金制度」を組み合わせた補償制度である。加入できる団体は、スポーツ

活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動を行う社会教育関係団体である。一時保育サポ

ートプログラムにおける加入対象者区分は、保育サポーターについては「文化・ボランティア・地

域活動、団体員の送迎、応援、準備、片づけ」での対応となり年間掛け金一人当たり 600 円、利

用者の子どもについては「団体活動全般」での対応となり年間掛け金一人当たり 600 円である。

スポーツ安全保険は、将来的に想定される保育サポーターおよび利用者の子どもの拡充につ

いて、また活動時間の延長についても対応可能である。対象となる子どもの年齢は、中学生以

下である。詳細については、以下のサイトをご参照いただきたい。

http://www.sportsanzen.org/hoken/hoken1.html 

 

 

 

 

 

②病児保育支援 

「1.推進体制の整備 （5）地域連携等によるプログラム開発及び人材育成 ①NPO 法人フローレ

ンスとの協働による大学・研究者機関向け病児保育支援」にて詳しく述べた。 
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（2）情報支援 

①地域リソースに関する情報提供 

●前年度までの活動 

「1.推進体制の整備 （3）IT を活用した情報支援環境の整備 ①データベース・コミュニケーショ

ンシステムの構築について」にて、詳細を記述したコミュニティサイトの構築が完了し、コミュニテ

ィサイト内で公開される地域リソースの情報提供体制が整った。なお、平成 21 年 3 月現在、一時

保育事業者データベースおよび地域の保育リソースは、350 件以上登録済みである。一時保育

事業者の地図検索機能は、Google 社が提供するオンライン地図情報サービス機能を利用し、ゼ

ロベースから構築するよりも短期間・低コストにて構築された。 

●実施事項 

コミュニティサイトの構築は、平成 21 年 3 月に完了したため、より本格的な運用は平成 21 年度よ

り行った。地域リソースは、主に子育て支援情報であり、キャンパス周辺の一時保育事業者の情

報や、地域の育児等に関する情報を公開している。具体的な公開方法は、「一時保育事業者ナ

ビ」と「リンク集」の 2 つに分けられる。 

 

「一時保育事業者ナビ」は、緊急時や学会参加に際して保育サービスが必要となった研究者に

対して、公立・民間の保育所、託児室等で、一時保育対応が可能な施設を、地図検索すること

が可能な機能である。研究室の当日のスケジュールに合わせたランドマークを起点に、保育サ

ービスのアレンジメントを可能にしている。検索方法は多種多様であり、起点としたランドマーク

から半径 100m～10km 範囲内の一時保育事業者を検索したり（例：慶應三田キャンパスから 1km

圏内）、「早朝（～8:00）対応可」・「夜間（18:00～）対応可」・「当日予約可」・「離乳食対応可」とい

った必要な条件検索を付加したりして、検索を行うことが可能である。平成 22 年 3 月現在、457

件の一時保育事業者が登録・公開されており、各キャンパス周辺の一時保育事業者は、ほぼ登

録を完了した。 

「リンク集」は、自治体や民間が多種多様な育児支援情報を提供しており、それを集約する形で、

育児中の女性研究者に具体的データの情報提供を行うものである。特に、育児支援は、自治体

が中心になって実施している例が多く、キャンパス近隣の自治体が提供する情報を中心に掲載

を行っている。平成 20 年度にワークライフバランス研究センターが行った学内ニーズ調査による

と「研究継続のために現在利用したいのは？」という設問に対する女性の回答の中で、「慶應義

塾で受けられる支援についての情報提供」が 1 位、「自治体等が提供する支援についての情報

提供」が 3 位をしめていることをうけ、慶應義塾の出産・育児・介護等に関わる諸規定や支援情

報等も合わせて掲載している。育児と研究を両立する女性研究者は多忙であり、限られた時間

内に的確な情報を得られることは、大変重要である。地域リソースに関する情報提供は、こうした

ニーズに応えるものとして、今後も継続的に実施する。 

●課題 

育児支援に関わる情報は、常に更新されており、継続的な更新を行わないと、すぐに情報が古

いものになってしまう可能性がある。そこで平成 22 年度は引き続き、コンテンツの更新を継続し、

利用者が利用する時に、必要な情報が提供できる体制を目指す。 
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②育児等を経験した女性研究者のキャリアパス構築に関するケース収集 

●前年度までの活動 

育児等を経験した女性研究者がどのようにキャリアパスを構築したか等を、本学女性研究者にイ

ンタビューし、20 件のケースを収集。コミュニティサイトでの公開を行った。 

●実施事項 

前年度に収集した女性研究者インタビューを、大学の教職員・学生だけでなく、広く一般にも理

解してもらうことが、支援策を推進するうえで非常に有効となると判断し、プロジェクトウェブサイト

（http://www.wlb.keio.ac.jp/）にて、平成 21 年 5 月より 10 週間にわたって連載公開を行った。

「女性研究者インタビュー ワーク＆ライフ それぞれの選択」と題し、美しくレイアウトしたウェブ

コンテンツは女性研究者の実態等をわかりやすく提示したものとして、大変高く評価された。その

ため、引き続き、追加インタビューを行い、今年度もケースの収集に努めた。 

大学・大学院への女子学生進学率が向上するなか、女性にとっては博士課程から教員・研究者

へのキャリアアップが難しく、将来的に大きなポテンシャルのある研究者の卵をどう活かしていく

か、の課題克服が不可欠である。適切なロールモデルを提示し、魅力的な女性研究者像を具体

的に見せることによって、次世代の女性研究者育成につなげることが必要である。本コンテンツ

は、これまでのキャリア形成や育児との両立の工夫について、インタビュー形式で紹介したもの

で、女性研究者をより魅力的に提示するよう努めて作成したものである。 

しかしながら、ウェブだけの公開では、ワークライフバランス研究センターへの認知度が低い学

生や教職員等へ情報を届けることに限界があり、ウェブコンテンツを紙媒体に冊子化して配布を

行うことで、コンテンツを補完し、一つの「情報提供」パッケージとして、効果をあげることができる

のではないかと考えた。そこで、ウェブコンテンツを再構成・デザインし、視覚的な面（デザイン）

や、構成的な文章（コピー）の配置によって、アピール力を高めた紙媒体での小冊子を発行した。

これを、特に大学院生を中心に配布した。手にとって概要を閲覧でき、全文はウェブにて閲覧す

る形式としたため、ウェブコンテンツへのアクセスの増加も見込まれる。 

●課題 

研究者としてのキャリア初期にあたる可能性のある非常勤教員へ広報する手段が少なく、ポスド

ク、非常勤教員等を含めた若手研究者への広報手段を検討する必要がある。 
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3.エンパワーメント支援 

キャリアパスのあり方や育児と仕事の両立について相談窓口の設置準備を行ない意見交換の場を

提供した。それによって、女性研究者の抱える課題を共有し、また、本学一貫教育校で学ぶ次世代

の学生・生徒たちがキャリア形成やワークライフバランスについて学ぶ機会を設けた。 

 

 項目 実績 

（1）キャリア開発支援 ①キャリア・アドバイザー制度 ●H20 年度：プログラムの検討 

○H21 年度：プログラムの制度設計、試行的な

運用のための検討および準備 

（2）ネットワーキング支援 ①-④各キャンパス ワーキンググルー

プにおける取り組み 

●H20 年度：キャンパスワーキンググループの

発足、各種イベントの実施 

○H21 年度：ワーキンググループにてニーズ

調査を実施、講演会、交流イベン

トを継続的に実施 

①ワークライフバランス研究センター

およびキャンパスワーキンググルー

プの取り組み 

○H21 年度：慶應義塾湘南藤沢中高等部に

おける講演会を企画・開催し、ま

た他校の高校生へのエンパワー

メント活動を展開 

（3）次世代育成支援 

②慶應義塾関連部署による一貫教育

校へのアプローチ 

○H21 年度：理工学部による理系授業体験講

座、慶應義塾女子高等学校によ

る宇宙授業の実施 

①慶應義塾大学 SFC Open 

Research Forum（ORF） 参加 

●H20 年度：OFR2008 出展 

○H21 年度：ORF2009 出展 

（4）講演会・シンポジウム 

②第 2 回『ソーシャルキャピタルを育

む女性研究者支援』シンポジウム 

●H20 年度：第 1 回シンポジウムを開催 

○H21 年度：第 2 回シンポジウムを開催、関連

研究の発表の場を新設 

シンポジウム参加者数 

92 名（学内 44 名 学外 48 名） 

①託児室設置アドバイス ○H21 年度：国際法学会・世界法学会に対し

託児室設置に関するアドバイスお

よび保育事業者紹介等の支援を

実施 

②他大学との連携・交流 ○H21 年度：各大学の女性研究者支援育成

担当部署との情報共有 

（5）国内・国際連携 

③Grace Hopper Celebration of 

Women in Computing 2009 での視察

およびインタビュー 

○H21 年度：海外（米国）の学会における女性

研究者支援活動の視察等 
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 項目 実績 

④⑤各種シンポジウムにおける講演

および司会 

○H21 年度：ワークライフバランスや男女共

同参画に関する講演および司

会を担当 

⑥女性研究者支援システム改革プロ

グラム 事業合同シンポジウム 

●H20 年度：取り組み報告 

○H21 年度：取り組み報告 

⑦第 2 回私立大学合同シンポジウム

企画 

●H20 年度：第 1 回私立大学合同シンポジウム

を開催（７私立大学と共催）、取り組

み報告 

○H21 年度：幹事校として参画、『10 私立大

学男女共同参画推進のための

共同宣言』成立のため各大学と

協働 

 

⑧Bryn Mawr 学長懇談会 出席 ○H21 年度：日本の女子大学生や女性研究

者の現状のヒアリングに協力 

 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 ― （1）キャリア開発支援 

138 

 

(1)キャリア開発支援 

①キャリア・アドバイザー制度 

●前年度までの活動 

さまざまなニーズ調査等の結果を受け、昨年来、女性研究者がワークライフバランスやキャリア

構築に関する相談を受けられる制度設計に取り組んでいるが、複数箇所に点在するキャンパス

構造や、学部による問題認識の相違等のために、全学を包括的かつ均質的にカバーするシス

テムの構築は容易でないことがわかった。 

 

他方、ワークライフバランス研究センターのウェブサイト等を通じて寄せられる質問や要望の中に、

育児と研究を両立しつつキャリア形成を図りたいという思いを担当上司に理解してもらう際の困

難について相談するものが少なからずある。当該研究者と上司の間に入り、有能な女性研究者

が能力を封じ込めることなくキャリア構築に活かせるように適切なアドバイスを与えるプロフェッシ

ョナルの存在が不可欠であると考える。 

 

こうした諸事情の下、本学では、ワークライフバランス研究センターの改修に伴いセンター内に

相談スペース等を設けることにより、センターオフィスの位置する湘南藤沢キャンパスにおいて試

行的にキャリア・アドバイザー制度の運用を行うことで議論および準備を進めることになった。 

 

●実施事項 

制度設計にあたり、女性研究者支援モデル育成事業の一環としてキャリア・アドバイザー制度の

構築を進めることに共鳴する立場から、本学 SFC 研究所キャリア・リソース・ラボラトリー（花田光

世・総合政策学部教授）の協力を仰ぐこととなった。花田教授からは、問題発生に伴い対処療法

的にアドバイスするのではなく、キャリア形成のイニシアルな時点から目的や方法等をともに模索

し、キャリア構築の具体的な道筋を提案するのがキャリア・アドバイザーの本質的機能であるとの

指導をいただき、そうした考えに基づき制度設計を進めることとなった。また、本事業が事業実施

年度終了後にも継続し、かつ、全学規模で拡大展開されるためにも、一定の仕組みとしてスター

トし定着させることを目的とした。また、実際の運用に際しては、同ラボラトリーより 3 名（女性 2 名、

男性 1 名の予定）のアドバイザーを派遣していただくとの提案を受けた。 

 

●課題 

本センターにこれまで寄せられた関連相談の圧倒的多数は有期教員からの相談である。したが

って、女性研究者の中でも特に有期教員を対象とするキャリア・アドバイザー制度の構築を目指

すこととした。有期研究者の着任と同時に、当該キャリア・アドバイザーが在任期間内にどのよう

なキャリア形成をするのか、できるのか等につき、全ての有期研究者に対してアドバイスを行う仕

組みを用意する方向で鋭意検討中である。 

 

キャリア開発支援のもう一つの施策として、インターン制度の導入も引き続き検討中である。企業

に対して女性研究者の積極的登用を支援するための制度について、パートナー、対象者、方法

についてセンター内で調査・検討を行った。 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 － （２）ネットワーキング支援 

139 

 

（2）ネットワーキング支援 

●前年度の活動 

すでに出産・育児経験のある女性研究者やこれから母となる若き研究者の卵たちとの関係性を

深めるだけでなく、性別や子どもの有無にかかわらず、全ての本学関係者の意識に働きかける

よう周知を拡げるため、各キャンパスのワーキンググループ（以下、ＷＧ）主催によるイベントを 5

回開催した。また主催企画以外の学内のイベントにも積極的に参加してとかく孤立しがちな女性

研究者が交流し合い、キャリアの構築について学び、また自身のライフイベントを計画・設計する

きっかけ作りやその他、ワークライフバランスへの関心を高めることを推進した。 

 

 

●実施事項と課題 

キャンパスごとに異なる課題やニーズに対応するため、各キャンパスにおいて推進グループのメ

ンバーである教員を中心に、WG が活動している。本年度は、①三田キャンパス、②日吉キャン

パス、③矢上キャンパス、④湘南藤沢キャンパスにおいて、それぞれのキャンパス WG が交流会、

講演会、教職員座談会などの各種イベントを企画・開催した。各 WG の概要および活動内容に

ついては、次項にて詳しく述べる。 

 

 

 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 － （2）ネットワーキング支援 – ①三田 WG 

140 

 

①三田キャンパス ワーキンググループ  

 

●メンバー 

河内 恵子：文学部 教授  

駒村 康平：経済学部 教授 

犬伏 由子：法学部 教授 

樋口 美雄：商学部長、教授 

 

●活動 

三田キャンパスの現状として、女性の大学院生は多いが教員数に結びついていない、各研究科

の横のつながりが薄く、他科の様子が分からないといったようなことが挙げられる。そのため、本

学出身の研究者から話を伺い、研究者としてのキャリア形成をめざしている若手研究者、特に女

性大学院生と率直な意見交換を行うことでキャリア形成に向けての課題を抽出し、その結果を踏

まえながら具体的な改善策の提案を目指し、トークイベントを企画した。 

また、平成 20 年度に行った全学規模の専任教員へのアンケート調査を受け、さらに三田キャン

パスに特化したニーズや問題点を洗い出すため、平成 21 年度は三田キャンパスの専任教職員

に対してフォローアップアンケートを実施した。 

活動一覧 

2009 年 

 7/1 第 2 回イベント 開催 

   『研究と育児のバランスを目指して』 ～ 若手研究者による座談会 ～ 

2010 年 

 2 月 三田キャンパス 専任教職員 フォローアップアンケート 実施 
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●三田キャンパス・イベント実施報告 

 

【企画】第 2 回イベント『研究と育児のバランスを目指して』～ 若手研究者による座談会 ～ 

【日時】平成 21 年 7 月 1 日（水）18：00  ～ 20：00 

【場所】慶応義塾大学 三田キャンパス 

【スピーカー】 白鳥 義博 氏 ： 駒澤大学総合教育研究部 英語  専任講師 

 羽生 香織 氏 ： 東京経済大学現代法学部 民法  専任講師 

 大串 尚代 氏 ： 慶應義塾大学文学部 英米文学  准教授 

【コーディネーター】 樋口 美雄 氏 ： 慶應義塾大学 商学部長  

【参加人数】 9 名（うち、男性 2 名、女性 7 名） 

 

【当日の様子】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若き『研究者』であり、若き『親』である 3 人のスピーカーをお迎えし、研究者を目指した動機や、

現在の研究と育児のバランスの取り方について本音でお話し頂いた。 

 

2 児の父であり奥様もフルタイム勤務をしている白鳥氏からは、子どもが生まれてから思い通りに

使える時間は減ったが、その限られた時間の使い方が上手になったこと、また育児に関し夫婦

間での家事分担とお互いの思いやりが大事であること、というメッセージを頂いた。予期せぬ残

業等がないので、保育園の送り迎えなども自分が協力できるということだった。 

来月 8 月に第一子出産を控えている羽生氏からは、家族のサポートはもちろん職場の先生方

の支援も大きく、育休を取らずに産休のみで職場復帰することにしたというお話があった。「育児

中でも研究の種火を消さないように」との先輩研究者からのアドバイスがとても心に響いたとのこ

と。 

 

１児の母である大串氏は、保育園の確保が非常に大変だったこと、入園後の病気の際にどうす

ればよいか困惑したことを語られた。研究職は自分でタイムマネジメントをしっかりすれば時間調

整がしやすいので、子育てには向いているのではないかとのことだった。 

 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 － （2）ネットワーキング支援 – ①三田 WG 

142 

 

スピーカーからのお話のあと、参加者との積極的な意見交換が行われた。終了後のアンケート

では「一般企業の会社員よりも研究職は子育てがしやすいと感じた」との声があがり、また、いろ

いろな年代の子どもを持つ研究者の声も聞いてみたいという意見も出た。 
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②日吉キャンパス ワーキンググループ  

●メンバー 

浅川 順子：商学部 教授  

宇沢 美子：文学部 教授 

吉田 恭子：文学部 准教授 

不破 有理：経済学部 教授 

永井 容子：経済学部 准教授 

鈴木 透：法学部 教授 

常山 菜穂子：法学部 教授 

石光 輝子：商学部 教授 

朝比奈 緑：商学部 教授 

久保田 真理：医学部 専任講師 

佐々木 玲子：体育研究所 教授 

小熊 祐子：スポーツ医学研究センター 准教授 

 

●活動 

学生に対するエンパワーメント支援として、卒業生との交流会によるロールモデル、及び講演会

により学生自身のワークライフバランスのあり方やキャリア設計を考える機会を提供した。教員対

象として、アンケート調査を行い、今後の活動のための資料を作成した。他大学との交流会開催

により、男女共同参画をすでに推進してきている他大学から活動について報告を受け、質疑の

場では意見交換ができた。教員座談会では主にアンケート調査の結果やコミュニティサイトの活

用について話し合われた。 

 

 

活動一覧 

2009 年 

 5/28 他大学交流会 <日吉・矢上キャンパス WG 共催> 

   『女性研究者支援』 ～ 他大学の取り組みに学ぶ ～ 

 6/3 講演会 『なぜ、いまワーク・ライフ・バランスか』 

 6 月 大学教員のワークライフバランスに関するアンケートフォローアップ調査 

 6/15 交流会第 2 回 <日吉・矢上キャンパス WG 共催> 

   『女性研究者として輝き続けるためには』  

   ～ 共働き研究者夫婦のキャリアパス構築の難しさと楽しさ ～ 

 10/19 講演会 『男性にとってのワーク・ライフ・バランス男女共同参画』 

11/18 教職員座談会 『教職員の働き方、コミュニティサイトの活用について』  
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●日吉キャンパス・イベント実施報告① 

 

【企画】 『女性研究者支援 ～他大学の取り組みに学ぶ』 
【日時】 平成 21 年 5 月 28 日（木）16：30 ～ 18：30 

【場所】 慶應義塾大学 日吉キャンパス 来往舎大会議室 

【プログラム】 

  開会挨拶：浅川 順子氏：商学部 教授 

 1. 京都大学 登谷 美穂子 女性研究者支援センター・特任教授 

   「女性研究者の包括的支援『京都大学モデル』」 

 2. 早稲田大学 棚村 政行 女性研究者総合研究所・所長 

   「研究者養成のための男女平等プラン－早稲田大学の取り組み」 

 3. 東京大学 都河 明子 男女共同参画オフィス・特任教授 

   「アカデミアにおける男女共同参画」 

 閉会挨拶：朝吹 亮二：法学部 教授 

 司会：吉田 恭子氏： 文学部 准教授 

【参加人数】 教職員 22 名 （うち、男性 6 名、女性 16 名） 

 

【当日の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省 科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」採択機関である京都大学 

（女性研究者の包括的支援『京都大学モデル』）、早稲田大学 （研究者養成のための男女平等

プラン）（平成 18 年度採択機関）、および東京大学 （東大モデル『キャリア確立 10 年』プラン）

（平成 19 年度採択機関）の３つの大学の取り組みを学ぶため、それぞれの大学より先生方をお

呼びしてお話を伺った。 

 

 

 

１．京都大学 登谷 美穂子 女性研究者支援センター・特任教授 

「女性研究者の包括的支援『京都大学モデル』」 

 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 － （2）ネットワーキング支援 - ②日吉 WG 

145 

 

1983 年、女性研究者に関する全国的な調査が初めて行われ、女性は男性と同じ研究業績でも

社会的な地位が低いことが明らかになった。また、大学院博士課程修了時の学位取得率は男

性も女性もほぼ同じだが、専門的技術的職業への就職率は男性の方が高く、この 20 年間男女

差は 10％～20％である。 

 

2005 年現在の京都大学の学生・院生の女子比率は、20.0％（学生）＜21.7％（修士課程）＜

24.9％（博士課程）と上位課程に行くにつれ高くなっているが、教員の女性比率は 6.6％と非常

に小さい。これは、女性研究者の潜在的な能力が引き出されていないために起こる現象であると

考え、京都大学では科学技術振興調整費により、2006 年～2008 年の 3 年間、女性研究者の包

括的支援「京都大学モデル」を実施することによって、女性研究者の研究環境を整備してきた。 

 

モデルは、「交流・啓発・広報」「相談・助言」「育児・介護支援」「柔軟な就労形態による支援」の

4 つを事業の柱として掲げ、特に「育児・介護支援」の育児にかなりの力を注いできた。学内の組

織としては、総長直下に女性研究者支援センターを設置し、「京都大学モデル」推進室のもとに、

さまざまな研究科の教員から構成される 6 つのワーキンググループを置いて事業を推進している。

女性研究者支援センターには、１階に 15 人程度の保育ができる保育室スペースがあり、それが

事業を推進する上で大きな力となった。 

「交流・啓発・広報」事業に関しては、ニュースレターを年 8 回発行することにエネルギーを注ぎ、

女性研究者支援センターの存在を知らせると同時に事業の良い推進力となった。ニュースレタ

ーには、ほぼ毎回、「女性研究者になる！」をシリーズ記事とし、関心を持ってもらうことに成功し

ている。（配布先：女性研究者約 600 人に個人配布、また全体では毎号 6,000 部配布）また、「性

差の科学」研究会の継続的開催や「京都大学優秀女性研究者賞（たちばな賞）」を設立すること

によって女性研究者を顕彰する機会を設けた。学生向けの啓発事業としては、ポケットゼミ（新

入生向け、1 単位）、ジェンダー論入門（通年、全学共通科目）を開講し、さらに高校生との交流

会、出前講義や中学生向けのジュニアキャンパスを開催し、プレ研究者である若い世代に女性

研究者と直接接触する場を設けた。 

 

相談事業には「メンター制度」、「相談窓口」、「情報窓口」の３つの切り口を用意し、中でも研究

室内でのコミュニケーションスキル向上を目的とした「自己主張トレーニング講座」はニーズが高

く、講座を増回したほど盛況であった。 

 

育児・介護支援においては、定員が 5 名の病児保育室を附属病院内に設置している。ここには

小児科と併任だが専任の小児科医が 1 名措置されており、病児を預ける保護者の不安を解消し

ている。月の平均利用率は約 2 名である。 

 

研究者は、出産によって研究を中断したくないので、育児休業をほとんどとらないのが現状であ

る。しかし、年度途中に出産すると保育園に入園することが困難である。そのような、保育園入園

を待機している女性研究者支援のために「保育園入園待機乳児保育室」を、年度の後半の 9 月

から翌 3 月まで開室している。利用料金 月 5 万円。利用者は、このような制度が大学に公にあ

ること自体が「子どもをもつこと」と「研究を仕事とすること」を肯定してくれるということの意味がと

ても大きいと言う。また、夏休みキッズサイエンススクールを 1 週間開催している。午前中は保育
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士による工作やお絵かき、午後は教員・院生などのボランティアによる科学実験を行っている。

非常に人気があり、申込倍率が高い。また、幼児・学童おむかえシステムを実施しており、 初

は利用が少なかったが、お試し会をやったあとは利用が増えている。 

「柔軟な就労形態による支援」としては、勤務形態が複雑化している中、就労形態の現状とニー

ズを調査した結果、育児休業取得者は子どものある人のうち 27.8％であり、育児休業の取り方と

して、短時間勤務を望む人が多かった。これは、すでに短時間勤務制度はあるのだが、周りに

迷惑をかけるなど考えるとなかなか取りにくいという現状を表していると思われる。また、産休・育

休・介護期間中における研究・実験補助者の雇用を行っている。毎年 2 回募集し、平均 15 名に

援助を行っている。 

 

女性研究者支援事業で何が変わったかというと、女性比率は、学部、修士、博士、教員ともに少

しの伸び。教員は 6.6％から 8.1％に伸びたが、目標の 10％にはまだ到達していない。育児休暇

に関しては、H17 までで累積 8 人（男性 2 人を含む）で期間も短かったのが、H18 年から取る人

数、期間ともに増えているのは、大学が女性研究者支援を行い始めたことによる効果と考えられ

る。 

 

科学技術振興調整費は 2008 年度で終了したが、松本総長は女性研究者支援センター継続を

言明しており、H21 年 3 月に、今後 5 年間の「京都大学男女共同参画推進アクションプラン」が

策定され、その中で、センターは、男女共同参画推進室と連携し、これまで実施してきた支援事

業を、可能な限り継続していく組織として位置づけられた。 

 

 

 

２．早稲田大学 棚村 政行 女性研究者総合研究所・所長 

「研究者養成のための男女平等プラン－早稲田大学の取り組み」 

 

学生（学部、大学院）5 万人、そのうち女性学生は 3 割を占める。（1 万 5000 人、数は増えてきて

いる。） 

『研究者養成のための男女平等プラン』を提案し、3 年の委託事業を終了し、これからその成果

をさらに発展させて、若手の研究者も研究教育に取り組めるようなシステム改革に取り組みた

い。 

 

私立総合大学の先駆けとして 

研究者における WLB を阻んでいるのは、就労による経済的な自立（特に若手研究者に顕著）で

ある。雇用形態、地位、ポスドク、教員の年齢構成の高年齢化について改善策を考えねばなら

ない。また、介護の手当へのニーズは強くなってきている。本来研究で活躍しなければならない

方がライフイベントにぶつかったときにきちんと下支えするような整備が必要。特に女性が結婚・

出産等ライフイベントを選択した場合、研究の中断など厳しい立場にたたされる、負担が大きい

研究環境、システムを変えていくことが必要。多様な人たちの多様なニーズにどう応えていくか、

特に若い人材をどう育てていくか、公的資金のほか大学独自に進めている。 
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若手研究者 H18 年度 高等研究所 テニュアトラックプロジェクト 

2010 年度の研究者公募で、ようやく女性研究者の積極的な応募を望むという姿勢を打ち出した

（募集要項に明記）。 

アファーマティブアクション（同じ能力であれば女性を積極的に採用する）の賛否はあるが、現在

の状況で差が激しい場合、プッシュするのは差別にはあたらないのではないか。 

H20 に博士キャリアセンターをつくり、またポスドクキャリアセンター（公的な資金で若い人たちを

応援しようというプログラム）をさらに発展させて、早稲田大学若手人材育成センターを作って、

各センターを統合して若い人を育てるシステムの拠点づくりをしようという動きが始まろうとしてい

る。 

 

実施体制として、総長を総括責任者とし、学内全体の意識改革をしながら独自の支援モデルを

提示することを期待している。女性教員の比率を 25％、理系女性教員は 15％を目標とする。 

現状は、専任女性教員 11％だった。2006 年度の女性学生・院生・教員をあわせて 30.2％。2008

年度には 31.9％まで増えた。しかし、2006 年度女性教員の比率は 11％（助手・非常勤を含める

と17．1％）、理系女性教員は5.7％、（助手・非常勤を入れても6.7％）にとどまる。2008年度には

女性教員の比率は 12.3％、理系女性教員は 6％（助手・非常勤を入れても 17.5％）。 

 

新規女性採用率は、2006 年は 専任 15.3％ であったが、女性研究者支援を始めて 22.1％と

比率は上がっており、今年は 25.1％位になる予想。教授クラスだと特に理系はがっくり落ちるの

で、どうやってそれを逆転するかが課題。 

 

男女共同参画推進室の幹事会（実質的な男女共同参画に係る施策を提案するメンバー）がアン

ケート調査を実施したり、交流会などにできる限り出席して、昼食の際のランチョンミーティングな

どで意見を吸い上げて、幹事会で担当理事に提案する。本来の会議体を通すと必ず反対が出

て大きな組織だとなかなか改革が進まない。幹事会がアイディアを提案するシンクタンクという役

割を持っている。サポート部会→幹事会→理事会（即座に対応できるものはすぐに実行）という

システム。小さな意見も吸い上げる。 

 

 

ライフイベントサポートシステム 

大学の資金をつけて、教務補助を行っている。調査・アンケートをすると、助手全体の1割だった

ので、8～900 万で教務補助がつけられ、評判がよかった。助手採用の年齢制限（35 歳未満だっ

た、ライフイベントで中断していた人に不利）を撤廃した。非常勤はライフイベントでは休めない

ので、非常勤のための非常勤の採用が必要。私学は非常勤の方に教育について負っていると

ころがある。早稲田に貢献している人に関しては、担当教授の推薦により科研費の資格を付与。 

 

教員部分就業制度として、出産・育児・介護の教員は、コマ数の義務、委員会の出席について

免除をうけられる。今年の 4 月から始まった。休日の授業等でベビーシッターを雇う等負担があ

った場合、1 日 12000 円を上限として経済支援を開始した。 

本来の制度改革をやるのはとても時間がかかる。大きな大学の意思決定の効率の悪さを改革す

るうえでもこの事業は新しい。 
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基本計画、2009 年、2010 年の事業計画に関しては決定。それに基づき具体的な施策が進めら

れている。 

 

キャリア初期研究者両立サポートセンターは、ワークライフバランスサポートセンターに名称変更。

職員も含めることにし全学的な教職員をサポート。相談件数は、2007 年 20 件、2008 年 24 件。

待っていて相談に来るケースは少ないので、交流会などみんなが気軽に立ち寄れるような機会

を設ける。 

 

理系だけでなく、人文・社会科学系における問題についても対応していく。 

 

その他、施策を円滑に整備するために、箇所長との懇談を行う。また、上層部には具体的な数

字を出して現状の正しい認識、説得にあたる。 

女性に限らず、多様な人材がつぶされずに生きいきと個性を示しながら働けるような、元気の出

る組織にするというのがこの取り組みの一番の中心である。 

 

 

 

３．東京大学 都河 明子 男女共同参画オフィス・特任教授 

「アカデミアにおける男女共同参画」 

 

現在、日本に 270 万人いる科学者・技術者が 2050 年には 170 万に減少すると予想され、「科学

技術創造立国」維持の危機が叫ばれている。これからは、今まで活かされなかった女性研究者

を含め、多様な人材を活用する必要がある。 

大学における理系分野では、職位が上がるほど女性研究者の数は少なくなっている。女性研究

者の数を増やすためには、子どものころから理系への興味を持続させ、研究者の予備軍を増や

す施策も必要と考える。女性研究者比率を国別に比較しても、日本は韓国よりも低く 13％。 

 

企業においても、アメリカやイギリスでは女性就業者の割合と女性管理職の割合はほぼ同じ

(40％余)であるのに対し、日本や韓国の女性就業者の割合は、アメリカと同じであるが、女性管

理職の割合は 10％未満である。我が国において、企業でも大学でも女性が活用されていない

状況であることがわかる。 

 

東大の男女共同参画のあゆみ 

 

総長の下に、男女共同参画室（committee）を 2006 年に設置。（全学委員会組織であり、男女共

同参画担当理事、各研究科教授、事務の統括長等が委員となっていることが、活動をスムーズ

に進める点でよかった）。 

平成 19 年科学技術振興調整費に採択され、男女共同参画室の実働部隊である男女共同参画

オフィスを新設し、「東大モデル『キャリア確立 10 年』支援」を進めている。モットーは、「Diversity

（人材の多様性）＆WLB（男女ともが仕事と家庭を大事にする組織作り）」。 
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Diversity とは、多様な知と斬新な視点が加わることで、新たな科学技術研究分野が拓かれる可

能性を期待できること。 

WLB の考え方は、女性支援に限定せず、ライフスタイルの多様化を図ること。時間＝資源と考え、

短時間労働にするのではなく効率を上げる必要がある。日本は時間当たりにすると GDP は低

い。 

男女共同参画オフィスの活動 

東京大学では、4 つのプロジェクトに分けて、活動を進めている。 

プロジェクト１：キャリア確立 10 年の支援（大学院 5 年及び修了後の 5 年の支援）。結婚・育児が

重なり不安を感じている 30 歳前後の女性研究者を対象に、キャリア支援とライフ支援を行ってい

る。 

《キャリア支援》 

ポジティブアクションのシステム構築、女性研究者の情報ネットワーク・コミュニティサイト（電子会

議室）開設及び女性研究者サポート要員配置を行っている。  

ポジティブアクションには、厳格型（クオータ制）、中庸型（ゴール・アンド・タイムテーブル方式）、

穏健型（環境整備などの支援策）がある。女性を優先して採用するのはどうかという声もあるが、

マイノリティを優遇することは法律で認められている。 

東大におけるポジティブアクションシステム構築を進めるにあたり、まず、世界のトップ 10 大学の

女性教員比率、学部・大学院の女子学生比率を比較した図を作成し、東大のそれらの比率が如

何に低いかを役員会等に提示した。学内の意識を高めるためにも戦略が必要。 

2009 年 3 月 3 日、学内全部局の意見を反映させた「男女共同参画加速のための宣言」を発表し

た。教員・研究員を公募する際、女性の応募を歓迎する旨を明示すること、校正に行った評価に

基づき、女性研究者を積極的に採用すること、仕事と生活の調和を目指し、公的な会議は原則

として 17 時以降行わないことを宣言。2009 年度は、女性教員を加速するための女性に特化した

公募を始めている。 

 

《ライフ支援》 

2008 年度には東大 4 キャンパスに４つの保育園を新設した。今まで学内に 3 つの保育園があっ

たので、これで 7 保育園体制が整った(世界トップ 10 大学の学内保育園数を比較しても遜色が

ない)。福利厚生ではなく、大学の国際力向上の戦略として必要なインフラ整備であることをアピ

ールした。 

また、ライフ支援として「女性研究者支援相談室」を開設している。 

 

プロジェクト２：プレキャリア 10 年の支援（中学・高校の 6 年及び学部 4 年の支援）。研究者ロー

ルモデルを紹介し、研究者のキャリアを勧める。 

プロジェクト３：女性研究者の国際性を育む。数合わせのために女性研究者を増やすのではなく、

国際性やリーダーシップを持った女性を育成する。 

プロジェクト４：「東大女性研究者白書」の作成+ 

 

今後、 先端の研究を維持しつつ、子育てもという WLB が当たり前の世の中になってほしい。

女性研究者支援室のみの活動ではなく、大学を動かせるようなシステムの構築が大切。システム
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が構築されれば、振興調整費が終了しても、大学の委員が交代しても、この活動が継続できる

からである。 

 

 

Q ＆ A 

 

Q1：介護の問題については何か検討されているのか？ 

 

A 

登谷氏 

科学技術振興調整費の期間では、介護については取り組めなかった。育児支援で手一杯でそ

こまで手がまわらなかった。今年から、認知症を理解する講習を開催、講師を招いての講演会を

開催するなどの企画に取り組み始めたところ。 

 

棚村氏 

実態調査によると、教員の平均年齢 55 歳前後。50～60 歳の教員には、男女ともに介護負担の

問題が起こっている。（シングルで親の介護にあたる、遠方など） 

「教員部分就業制度」で、専任であれば客員でも箇所長に申し出ると、担当授業コマ数、委員会

の出席、入試業務を一部免除している。介護のほうがむしろニーズが大きい。今後の課題は、ニ

ーズを調査し、コスト試算を提示すること。制度ができても利用者が爆発的に増えるわけではな

い、周知徹底が必要。 

3年間で成果を出さないといけないのでなかなか介護に手がまわらないのが現状。3年間の科学

技術振興調整費ではできないので、大学の予算で。構成員の支援ニーズについて実態調査を

したのがよかった。 

 

都河氏 

調整費では介護については触れていない。女性研究者を増やすことが先決で、介護まで手が

付けられない。 

 

 

Q2：17 時以降の会議がないのがすごい。慶應では 18：00 からが一般的（キャンパスがまたがる

ので）。事業の枠などもあるのでなかなか調整しづらいのだと思うのだが？ 

 

A 

都河氏 

部局によって(病院等)は無理なので、まずは、17 時以降の教授会をなくすことから始めている。

総長の補佐会においても、海外でできてなぜ日本でできないかという疑問がでた。 

宣言を出したことにより、全学の意識改革は進んで来た。能率良い運営を心掛け、会議が早く終

わるようになっている。 

 

棚村氏 
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教授会で 2 時間ルールなどを作り、守れないときは、了解を得て○分延長可などのルール、目

標、原則を決めるだけでも大分違うような感じがする。お茶の水女子大の例など。 

 

 

Q3：京大のお迎えシステムは、運用にどのくらいの予算が必要なのか？ 

男子学生が将来過程を築くとき、どのように共同参画していくのかを啓蒙しているのか？ 

 

登谷氏 

振興調整費は理系だけの支援なので、調整費と同額の大学予算を組んで、理系・文系両方の

支援をしている。 

調整費終了した今年度は大学の負担は予算倍。5 年計画アクションプランを設定。 

学生への啓発は、男女共同参画やジェンダーを授業の中に組み入れていき理解してもらうのが

いいかと思い、ポケットゼミやオムニバス形式の授業を立ち上げている。 

 

棚村氏 

振興調整費の全体の事業はほとんど人件費。大学として予算措置を講じないと運営できない。

（3 分の 1 が自主予算）。また、制度が増えたり拡充すると、予算が膨れ上がる。 

海外協定校が 600 校あるので、海外の事例をまとめて小冊子にしていこうと考えている。 

シンポジウム、講演会、サポートセンター予算、ポピンズナーサリー（60 名に増員）等、部分的、

部局的に交渉して全体的には大きな額を大学が負担している。泣きつく。 

意識改革を重視。男女共同参画推進室を知っている人は、女性 8 割、職員だと 9 割。男性は 7

割、教員 6 割だった。男女の認識の違いは明らか。ポジティブアクションについての意見もわか

れる。 

新任教員には男女共同参画とハラスメントに関しての研修を受講させている。 

意識改革は大切で、学生・院生・助手・教員・職員に対してどうやって啓蒙的なプログラムを行う

かが課題。 

 

都河氏 

振興調整費はほとんど人件費。 

活動はほとんどが自主予算。保育園を設立できたのは、創立 130 周年記念事業の寄附があった

お陰。保育料を年収に応じて 5 段階に分けて徴収している。学生の利用が多いので、保育料収

入は少なく、運営費を大学に頼っている。総長以下マネジメントの優先順位付けと決断が必要だ

った。留学生の利用も多く、英語での対応も行っている。英語のウェブサイトを充実させたことに

より、海外からの問い合わせも多い。 
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●日吉キャンパス・イベント実施報告② 

 

【企画】 講演会 第 1 回 『なぜ、いまワーク・ライフ・バランスか』 

【日時】 平成 21 年 6 月 3 日（水） 16：30～18：00 

【場所】 日吉キャンパス 来往舎 シンポジウムスペース 

【講師】 樋口 美雄氏 ：慶應義塾大学 商学部長 

【司会】 島 桜子 氏 ：慶應義塾大学 ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授 

【参加人数】 60 名 （うち、男性 35 名、女性 25 名） 

 

【当日の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶應義塾大学商学部長で内閣府の「ワークライフバランス推進官民トップ会議」委員を務め国家

規模の立案にも係っている樋口美雄教授に学生向けのワークライフバランスに関するご講演を

いただいた。 

当日は 60 人以上の大勢の学生が集まり会場はにぎわっていた。樋口教授には学生向けにワー

クライフバランスとは何かをわかりやすく解説していただいた。学生は将来どのように生きていく

のか、職業の選択肢をどのように選ぶのかを考える必要がある。特に、十分に考える時間のある

大学 1、２年生の若い頃から、キャリアや生活について考える必要があると指摘された。 

 

次に、ワークライフバランスがなぜいま必要なのかのお話があった。少子化、世帯収入の変化、

雇用などの問題を解決するために、特に産業構造自体が変化してきているためワークライフバラ

ンスは必要であるという。近年、男性と女性の雇用状況が変化してきた。男性の雇用は 1997 年

をピークにマイナス傾向だが、女性の雇用は雇用の伸びは遅いながらも一貫して伸びている。

男性の雇用不安があり、従来の「男は仕事、女は家庭」という働き方はリスクの高い働き方になっ

ていると語られた。産業構造自体がワークライフバランスを求めているということである。 

 

質疑応答では「ワークライフバランスに関する（法的な）ルールができても、仕事をしていると育児

休暇などの支援を取れない、または実際には取りにくいのではないか」と学生の率直な疑問が

投げかけられた。それに対して、樋口教授は、制度はつくることができるが、実際、支援をとりや

すいかどうかは職場の風土が大きいと述べられた。ワークライフバランスに成功している企業に

は 3 つのポイントがあるといわれている。１．社長の意識が高い ２．一般社員の意識が高い ３．

中間管理職の意識が高いことである。樋口教授はそのなかで 3 番目の意識改革が一番重要で

あると語られた。中間管理職の意識改革を具体的に行っている企業は、中間管理職の査定・業
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績評価に部下のワークライフバランスを入れていることを挙げられた。部下の育児休暇の取得率、

有給休暇の取得率、労働時間が中間管理職の給与に反映されるインセンティブ方式を採用して

いる。ワークライフバランスを導入しているこれらの企業では業績や株価が実際に上がったことが

実証経済学の観点からも明らかになってきているとのお話もあった。 

参加者に依頼したアンケートには、「とても有意義なイベントだった」「就職活動の際にはワークラ

イフバランスの制度も考えたい」「今後の日本経済の成長のためにはワークライフバランスの考え

方をもっと日本に浸透させることが必要だと思った」等という感想が寄せられた。 
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●日吉キャンパス・イベント実施報告③ 

 

【企画】 交流会第 2 回 

 『女性研究者として輝き続けるためには？ 

  ―共働き研究者夫婦のキャリアパス構築の難しさと楽しさ ― 』 

【日時】 平成 21 年 6 月 15 日（月）16：30～18：00 

【場所】 日吉キャンパス 来往舎 大会議室 

【講師】 野々瀬 真司氏 ：横浜市立大学 国際総合科学部 准教授 

 野々瀬 菜穂子氏 ：独立行政法人 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 主任研究員  

【司会】 久保田 真理氏 ：慶應義塾大学 医学部専任講師 

【参加人数】 15 名 （うち、男性 5 名、女性 10 名） 

 

【当日の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶應義塾大学出身で研究者として活躍されているご夫婦をゲストにお招きし、大学生・大学院生

との交流会を開催した。約 20 名の参加があり、ご夫婦を囲んで、共働き研究者ご夫婦の生活に

ついてお話を伺うことができた。 

 

前半はゲストのおふたりに講演をお願いした。奥様の菜穂子氏は、2 人の子どもを出産し子育て

をしながら研究生活を続けているが、順風満帆に研究者としての生活を続けてきたわけではなく、

多くの苦労もあったと語られた。 

 

女性が研究者として働くにあたって、まず考えたことは、結婚・出産・学位・留学の順番をどうする

かであったという。理想は、結婚→学位→留学→出産であったが、実際には、結婚→出産・学位

の順番であり、現在のところ留学は保留になっている。結婚後、第一子誕生直後に夫の転勤が

決定し、悩んだ末、夫の単身赴任別居生活を選んだ。菜穂子氏が夫との同居生活よりも、これま

でのつくばの職場での研究生活を続けることを選んだのは、研究環境・子育て環境の充実を重

視したからだという。子育てと研究の両立、さらに母ひとり子ひとりの生活は、猫の手も借りたいほ

どの忙しさだったが、いくつかの工夫をすることで乗り越えてきた。例えば、仕事は決めた時間内

しかやらず、それ以外の時間は子育てに専心する、また母親のサポートを頼る、週末には夫に

帰ってきてもらい子どもとの密度の濃い時間をつくってもらう、子どもが大病をしないように子ども

には普段から無理のない生活をさせて早めにケアする等のポイントをお話しくださった。研究は

自分のペースを築けるが、子育ては子どもの機嫌次第でかき回されるため、忍耐と辛抱の連続
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だが、それだけに喜びも大きいので、得るものの大きさ・喜びを考えて何とか頑張っていこうと前

向きに考えてきたという。子育てと研究の両立をしていると、論文を仕上げるペースが明らかに遅

くなるなど、研究遂行のペースが自分中心になりがちで昇格の遅れへの焦りがあるが、投げやり

になるのではなく、それでも継続させることが重要だという信念をもつようになったと語られた。研

究者として も脂が乗るべき40代に、まだまだ子育て真っ盛りだが、それでも焦りは禁物だという。

女性研究者の場合は、子育てが一段落する 40 代後半から花を咲かせる例が多数であるから、

先輩方の活躍を見ながら頑張って子育てを乗り切り、後半の人生にかけようと思っていると力強

いお話を聞くことができた。 

 

また、夫の真司氏からは、単身赴任生活のご苦労、また働く妻を支えるうえでの心構え等につい

てお話があった。単身赴任先の家にいるときは、研究のことばかり考えているが、週末つくばの

家に戻るときは、仕事は一切持ち帰らず、研究者としての自分をスイッチオフしているという。子

どもと接している時間が短い分、一緒にいるときは仕事のことは一切考えず目の前の子どものこ

とだけを考えるようにしているとお話しされた。 

夫婦共働きの家の夫は、専業主婦の妻を持つ夫に比べてハンディを背負うことになるが、立身

出世のみが人生の目的ではないと、自由で幅広い生き方を考えるようになったという。 

また、妻が家で怒鳴っていても、怒鳴り声は妻の健康状態のバロメーターと考えているから反論

はしないそうで、「負けるが勝ちです」と笑って話されていた。 

 

後半は、質疑応答を中心に交流の場を設けた。参加者からは、研究者として働き続けるために

どうやって夫の協力を得たのか、人生の分かれ道でどのように考えたのか等、様々な質問が出

た。菜穂子氏からは、自分のなかで何が一番大事なのかという強い信念を持つことが大切だとい

う力強いメッセージが伝えられた。今の学生には、将来設計をどう考えるか、今の大学生活は何

のためにあるのかを考えてほしい、大学へ入った途端に人生の目的を失うという話も聞くが、大

学は到着点ではなくて将来の人生設計を考えるための出発点であることを自覚し、将来の人生

設計・目的をしっかり持ってほしいとのこと。そうすればおのずと自分がどうあるべきかも見えてく

るので、とにかく強い信念を持つということを今の学生には伝えたいと強調されていた。 

真司氏からは、自分は尻に敷かれている夫だが、男として立身出世とかそのために仕事に専念

するのとは違う方向に、一人の人間としての生きがいがある、豊かな人生があるという価値観に

立っているというお話があった。何が実り多い人生になるか、男は男なりの影の強い信念があっ

て尻に敷かれなければならない、これも負けるが勝ちの戦法であるとコメントされていた。 

おふたりからは「信念」という言葉が繰り返され、自分の人生設計にあうワークライフバランスをど

のようにとっていくかという人生の選択にぶつかっても、強い信念があれば自然と答えが出るの

だというメッセージが伝えられた。 

 

終了後のアンケートからは、「キャリアを築いていくうえで、長い経験上の様々なノウハウが聞けて、

とても参考になった」「女性自身が頑張ることも必要だが、理解のある男性を選ぶことも必要だと

思った」等の感想が寄せられている。 
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●日吉キャンパス・イベント実施報告④ 

 

【企画】 講演会 

  『男性にとってのワーク・ライフ・バランス 男女共同参画』 

【日時】 平成 21 年 10 月 19 日（月） 16：30～18：00 

【場所】 日吉キャンパス 来往舎 シンポジウムスペース 

【講師】 渥美 由喜氏：東レ経営研究所 ダイバーシティ＆ワークライフバランス研究部長 

【司会】 島  桜 子 氏 ：ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授 

【参加人数】 17 名 （うち、男性 12 名、女性 5 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフバランス研究部長の渥美由喜氏をお迎えし、「男

性にとってのワーク・ライフ・バランス男女共同参画」についてご講演いただいた。 

渥美氏はワークライフバランスについて先進企業国内外 600 社のヒアリングに加え、3000 社のデ

ータベースを作成・分析なさっており、企業コンサルティングや厚生労働省・自治体のワークライ

フバランスコンサルタント養成講座のカリキュラム策定を担当されている。 

 

プライベートでは現在３歳になるお子さんの子育てに奮闘されていて、一昨年、産休を取得した

奥さまと交代で、勤務先で男性初となる育児休暇を取得された。また、復職後も兼業主夫となり

毎日 18 時には会社を出て保育園への送り迎えをなさっているとのこと。限られた時間での業務

は毎日が締切日のように感じられ、業務効率が格段に向上したと述べられた。 

 

また、育児休暇取得前は自分では４割ぐらいは分担できているだろうと思っていた家事も、奥さ

まからすると１割程度と言われ、その認識のギャップに驚いたと語った。育児「休」業というと休ん

でいるイメージがあるが、現実は育児「専」業。家事の猛特訓を経て、仕事は家事に比べたら全

然大したことがないと感じたと述べられた。 

 

育児休暇取得当初は職場からの「取り残され感」や、男性が平日昼間に育児をしていることの地

域の視線に苦労を感じたが、公園デビューも無事に果たし、地域の奥さまたちとのコミュニケー

ションもすっかり上手になったとのこと。職場に復帰したら、部下たちも「親から預かっている息子

さんたち」と感じ、大切にしなければと思うようになり、コミュニケーションがうまくいくようになったと
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仰った。部下の時間、相手の時間を大切にできるようになったことで、結果として、職場の雰囲気

が温かく、柔らかくなったことを感じていらっしゃるとのこと。 

 

育児をしていると夕方以降のミーティングに出られないなどの制約も生まれるが、先進企業では

制約はネガティブ要素ではなく、「得難い個性」の１つとして捉えられる。日本は「ワークライフバ

ランスがとれている」と感じている人が世界２４カ国中、３番目に低いという結果がでており、且つ、

不満がたくさんあっても改善を試みずあきらめてしまっているという、世界的に見てもとても特殊

な環境であるとのこと。 

 

ワークライフバランスは意識をしないとなかなか対応できないと思うので、１つのきっかけとして男

性こそ躊躇せず育児休暇をとってはどうかと渥美氏は提案された。役割を変えると新たな気付き

が生まれ、当たり前と思っていた家事も当たり前ではなく、両親・女性への感謝が生まれる。男性

にとってワークライフに取り組むことはメリットがとても多く、職場にとっても地域社会にとっても意

義があると強調された。 

 

また、「子どもがいない人はいても親がいない人はいない」と介護問題についても触れられた。家

庭を顧みず仕事に打ち込んできた夫が、自身の両親の介護を全面的に妻に任せながら、感謝

の意を妻に伝えられず、そのため熟年離婚となってしまう例などについてもお話いただいた。男

性がワークライフバランスを意識することにより、家庭が生き生きするだけでなく、職場も生き生き

するようになり、よいスパイラルになると感じられるお話だった。 

 

今回、参加いただいた聴講者の７割が男性だった。聴講者からいただいたアンケートには、

「WLB は女性のみならず全ての人の生活にとって必要な取り組みであるという知見が得られた」、

「とても惹きつけられる内容だった。自分も勇気をもって育休をとろうという気になった」等の感想

が寄せられた。 
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●日吉キャンパス・イベント実施報告⑤ 

 

【企画】 教職員座談会 『教職員の働き方、コミュニティサイトの活用について』 

【日時】 平成 21 年 11 月 18 日（水） 13：00 ～ 14：30 

【場所】 日吉キャンパス 来往舎 中会議室 

【参加人数】 8 名 （うち、男性 1 名、女性 7 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学部横断的に参加者を募り、日吉ワーキンググループとして初の教職員座談会を実施した。前

半は 6 月に実施したアンケート結果を踏まえ、育児と介護と仕事のバランスをどうとっていくか、

教職員の働き方に改善の余地があるかを話し合い、後半はワークライフバランスのコミュニティサ

イトを紹介いただき、どのように活用できるかを話し合った。 

 

まず、6 月に日吉教員に向けて実施したアンケートでは、370 人分を配布し、回収できたのは 25

名分であったことが報告された。回答は両極化しており、もっとフレキシブルな働き方をとの要望

がある一方、すでにフレキシブルであるとの意見もあり、教員の間にもギャップがあることが浮き

彫りになった。 

また、意見を下さった方の中にも具体的なアイデアは特になく、夕方以降の会議をやめようという

提言がいくつかあった程度で、具体的にこうしてほしいというアイデアがあるわけではないようだ

ということが分かった。 

 

回収率の低さからも、教員が無関心状態であることの危機感について話し合われた。「女性研究

者支援」というイメージが突出しすぎていて、それに過剰に反応する・しないというパターンにな

ってしまっており、ワークライフバランスという言葉を使っていった方がしっくりくるとの参加者の意

見が上がった。 

 

後 半 は 、 ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス 研 究 セ ン タ ー 丸 井 氏 よ り 、 コ ミ ュ ニ テ ィ サ イ ト < 
http://www.wlb.keio.ac.jp/project/introduction/community.html >について説明を受けた。 

目指したところは、何かがあったときに安心感を与えられるサイトであり、フォーラムという掲示板

で匿名で気軽に発言できるような作りにしたこと、同じような問題意識を持っている人は何かのと

きにここへ来てほしいこと、だんだんコミュニティが広がっていくようにしたいと思っているとの説

明があった。 
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全体を通して参加者からいただいた、ご意見・ご要望は以下の通り。 

 

考え方や制度について： 

 次世代の教員や、男性の意識を変えるためにどう意識してもらうかが大切 

 自分の生活の中で育児・介護などなにか１つ起きれば自分の研究者生活が脅かされること

を認識してほしい 

 育児・介護休暇をとった際、担当授業はどうなるのかなど考えられるケースについて細かく定

義したらどうか 

 育児や介護休暇を取ることが個人の「我儘」ではなく、保護してもらいたい 

 女性研究者だけでなく、男性の問題でもあると認識してほしい 

 

インフラ整備について： 

 問題が起きた時、まずどこへ行き、何をすればいいかを知りたい 

 必要な情報や体験談をいつでも見られるシステムが欲しい 

 コミュニティサイトについてもっと多くの人に知ってもらいたい 

→新教員にオリエンテーションを行ってはどうか 

 先輩からもらった情報でこれは役に立ったと思えることを集め、サイトに載せたらどうか 

 今は書き込みは多くないが、増えたら全部に目を通すのは無理なのですぐ探せるような工夫

をしてほしい 

 忙しくて買い物に行けない教員のために、介護用品などお店になかなかないもので役に立

つネットショップの情報が欲しい 

 システムに頼るだけでなく、ベースになる人間関係を築いておくことも大切 

 

今後の課題： 

 介護の問題についてアンケートを取ったことがないので、ニーズ調査をしたらどうか 

 必要に応じて直接聞き込みをすると具体案が聞けると思う 

 助けてほしい人が助けてもらって、その体験を書き、それがまた誰かを助けられることにもな

る。助けやすくて助けられやすいサイトを目指してほしい 

 少しの安心と大量の情報を目指してほしい 

 

1 時間半という短い時間ではあったが参加者よりご意見ご要望をいただき、ニーズはまだまだあ

ることを認識した。今後の活動につなげていきたい。 
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③矢上キャンパス ワーキンググループ 

●メンバー 

岩波 敦子：理工学部 外国語・総合教育教室 教授  

松本 緑：理工学部 生命情報学科 准教授 

松尾 亜紀子：理工学部 機械工学科 教授 

神成 文彦：理工学部 学部学習指導主任（～H21 9/30 まで）、電子工学科 教授 

犀川 陽子：理工学部 応用科学科 専任講師 

佐藤 朋：理工学部 矢上研究支援センター 課長 

市古 みどり：理工学部 矢上メディアセンター 事務長 

高山 緑：理工学部 心理学 准教授 

●活動 

矢上キャンパスは理工学部３，４年生・大学院生が学んでおり、学部生の多くは大学院へ進学す

るため、女性学生のキャリアパス・ロールモデルの提供が課題となっている。 

今年度も交流会「ワークライフバランスを考える 研究者の夕べ」を実施し、若手研究者のご夫婦

をお招きし、子育て・研究生活についてご講演いただいた。パートナーといい関係を築きながら、

着実に研究者としてのキャリアを積んでいるロールモデルを紹介することで、ワークライフバラン

スの実践を身近に感じてもらうことを目的としている。 

また、WG と矢上女性教員とのランチョンミーティングを定期的に実施し、情報交換の場として活

用した。 

活動一覧 

2009 年 

 5/26 ワークライフバランスを考える研究者の夕べ 第３回 

 5/28 他大学交流会 <日吉・矢上キャンパス WG 共催> 

  『女性研究者支援』 ～ 他大学の取り組みに学ぶ ～ 

 6/15 交流会第２回 <日吉・矢上キャンパス WG 共催> 

  『女性研究者として輝き続けるためには』  

  ～ 共働き研究者夫婦のキャリアパス構築の難しさと楽しさ ～ 

 7/16 慶應女子高等学校向け 「理工学部セミナー」（理系授業体験講座） 

 10/30 ワークライフバランスを考える研究者の夕べ 第４回 

 11/21 慶應女子高等学校向け 「理工学部セミナー」（理系授業体験講座） 
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●矢上キャンパス・イベント実施報告① 

 

【企画】 『ワークライフバランスを考える研究者の夕べ』第 3 回 

【日時】 平成 21 年 5 月 26 日（火）17：00～19：00 

【場所】 矢上キャンパス 創想館７階フォーラム 

【講師】 武内 宏樹氏 ：花王株式会社 ケアビューティ研究所 

 武内（設楽）純子氏 ：花王株式会社 パーソナルヘルスケア研究所 

【司会】 岩波 敦子氏 ：慶應義塾大学 理工学部教授 

【参加人数】 23 名 （うち、男性 15 名、女性 8 名） 

 

【当日の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花王株式会社で研究者として活躍されている武内ご夫妻にご自分達のワークライフバランスに

ついてご講演いただいた。 

 

武内純子氏からは、研究職を選んだ経緯、現在の仕事内容、夫との家事分担等についてお話

をいただいた。大学で理工学部に入学したものの研究職に対するイメージが悪く文系就職を考

えていたが、大学 4 年の研究室での生活で研究職に対するイメージが好転し、研究職を考える

ようになったという。大学院まで進み、自分が作った商品がお店に並ぶのを見たいと思い、花王

に就職したというお話があった。現在は製品開発を担当しているが、たとえば性能と味、製造方

法と時間等、バランスを取りながらいろいろな部署と一緒に製品を作り上げていくのが面白い点

だと語られた。「色々な人を見ること、色々な人のお話を聞くこと、色々な形があることを知ること」

を学生へのアドバイスとして挙げられた。 

 

武内宏樹氏からは、仕事内容の他、おふたりの仕事と私生活のバランスについてお話しいただ

いた。入社当初は素材の開発を担当しており、技術の展開を視野に入れて研究しているため、

多くの分野の商品に関われる可能性があって面白かったという。現在は商品開発を担当してお

り、その製品のサンプルが家には沢山あるというエピソードもご紹介いただいた。同期入社のお

ふたりは、勤務地が東京と和歌山で離れていたが、遠距離のまま結婚された。遠距離結婚生活

が長かったが、宏樹氏が東京に異動になり、初めて毎日顔を合わせる生活になったそうだ。食

事の準備をしなかったほうが後片付けをする等、家事は二人で分担されている。 
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後半の質疑応答では、会社の女性支援制度、男性の育児協力についての社内の雰囲気につ

いて等、様々な質問が出た。 

終了後のアンケートには、「働きながら結婚生活を送るイメージがつき、今後の参考になった」

「結婚に色々な形があることを知り、とても参考になった」等の感想とともに、今後もこういった企

画をぜひ続けていった方が良いという意見が多数寄せられた。尚、アンケートの結果詳細につ

いてはウェブサイトに掲載している。 
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●矢上キャンパス・イベント実施報告② 

 

【企画】 『ワークライフバランスを考える研究者の夕べ』第 4 回 

【日時】 2009 年 10 月 30 日 17:00～19:00 

【場所】 矢上キャンパス 創想館７階フォーラム 

【講師】 加藤 雄一郎氏 ：東京大学工学系研究科 総合研究機構 准教授 

 清水（加藤）智子氏 ：独立法人理化学研究所 表面化学研究室  研究員 

【司会】 岩波 敦子氏 ：慶應義塾大学 理工学部教授 

【参加人数】 18 名 （うち、男性 9 名、女性 9 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫婦共に研究者としてご活躍されている加藤ご夫妻に、ご自身のワークライフバランスについて

ご講演いただいた。 

 

研究が大好きだという智子さんは、育児により勤務時間が減ることに 初はかなりストレスを感じ、

ワークライフバランスを取るのがいかに難しいか考えさせられたそうだが、一生のうち、赤ちゃん

が小さいのは数年だと覚悟し、優先順位を考えてバランスを保つことにしているとのこと。 

 

ぐらぐらしながらもバランスをとり続けられるのは周囲のおかげと智子さんは仰った。智子さんの

職場である理化学研究所では育児に関するサポートが充実しており、産休の申請を出すと、支

援内容が記載されている子育て応援ハンドブック・事業所近くの保育園の情報・困ったときの相

談窓口などの書類がすぐに届き、休暇中も定期的に情報提供のチラシが送られてきたり、必要

に応じて研究員を雇い、自分の研究を進めてくれる制度があるとのこと。また、男性でも育児休

暇を取る雰囲気があるという。また上司も若い頃に子育てに苦労されたとのことでとても理解を示

してくれる、とても理解ある職場だと語られた。 

 

また、預けている保育園ではどのように娘さんが過ごしたか細かく様子を知らせてくれるので安

心で、離乳食の献立表もあるのでそれを参考に自宅で作れるのも助かっているとのこと。雄一郎

氏も、出産で女性は大変な思いをしているので、育児ではできるだけ協力したいと、夜中のミル

ク作りなどを手伝っていらっしゃるとのことだった。職場の育児に関する制度、研究室の方のご協

力、保育園・両親の支えに感謝しながら育児をなさっているご様子が印象的だった。 
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会場のアンケートでは女性が働きやすい職場は、異性も働きやすいことが分かった、就職の選

択肢として働きやすさをもっと重視したいと思うようになった、等の意見が寄せられ、ワークライフ

バランスを考えるきっかけとなった。尚、アンケートの結果詳細についてはウェブサイトに掲載し

ている。 
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④湘南藤沢キャンパス ワーキンググループ  

 

●メンバー 

濱田 庸子：  環境情報学部 教授  

増田 真也：  看護医療学部 准教授 

宮川 祥子：  看護医療学部 准教授 

安田 恵美子： 看護医療学部 准教授 

Lynn Thiesmeyer： 環境情報学部 教授 

内藤 泰宏：  環境情報学部 准教授 

 

●活動 

湘南藤沢キャンパスWGでは、キャンパスの教員に対して男女共同参画・ワークライフバランスの

重要性を周知するための活動として、教員の交流会であるSFCアゴラにて商学部長樋口美雄教

授による講演を実施した。次世代育成の活動としては、湘南藤沢中高等部 4、6 年生（高校 1、3

年生）に対してワークライフバランスおよび男女共同参画に関する講義を行った。調査・研究推

進の活動として、2010 年春から湘南藤沢キャンパス内で一時保育サポート事業を開始すること

から、教員に対して一時保育に関するニーズと課題を抽出するための調査を行った。 

 

また、湘南藤沢キャンパスでは、他キャンパスに比べて育児をしながら学部・大学院に通う学生

が多いことから、研究者だけでなく広く学生、職員を含めたネットワーキングを目的として、月に 1

回程度の定例ランチョンミーティングを開催し、情報交換や、活動の周知、ニーズの掘り起こしに

努めた。 

 

活動一覧 

2009 年 

 5/27 ランチョンミーティング開催 

 6/10 SFC アゴラ（教員会議）にて、ワークライフバランスについての講演会開催 

  （商学部長 樋口美雄氏） 

 6/24 ランチョンミーティング開催 

 7/13 湘南藤沢中高等部 4、6 年生向け ワークライフバランス講演会 開催 

 7/29 ランチョンミーティング開催  

 10/28 ランチョンミーティング開催 

 11/18 ランチョンミーティング開催 

 12/16 ランチョンミーティング開催 

 12 月 湘南藤沢キャンパス 一時保育に関するニーズ調査を実施 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 － （2）ネットワーキング支援 - ④湘南藤沢 WG 

166 

 

●湘南藤沢キャンパス・イベント実施報告① 

 

【企画】SFC アゴラ 『なぜ、いまワーク・ライフ・バランスか』 

【日時】平成 21 年 6 月 10 日（水）12：00～13：00 

【場所】SFC キャンパス アルファ館 大会議室 

【講師】樋口 美雄氏 ：慶應義塾大学 商学部長・教授 

【司会】濱田 庸子氏 ：慶應義塾大学 環境情報学部 教授 

【参加人数】 湘南藤沢キャンパス 教職員 40 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶應義塾大学商学部教授で内閣府のワークライフバランス推進官民委員をはじめ多数兼任さ

れ、そしてこの研究領域の第一人者である樋口美雄教授にワークライフバランスに関するご講演

をいただいた。 

樋口教授には「日本全体でなぜワークライフバランスになってきたのか？」と「女性の一般研究者

としての日本における活躍」の二点についてお話いただいた。 

 

オランダでの緊急避難型ワークシェアリングを例に挙げ、ワークライフバランスの議論が始まる前

のワークシェアリング議論について述べられた。オランダでは労働時間の短縮で仕事を分け、雇

用を維持できないかという議論をする中、むしろ雇用形態の多様化、就業形態の多様化を進め

るべきだと提言し、失業率を改善させただけではなく男女の役割分担がはっきりしている中で働

く女性が増え、労働力というより人材という形でキャリアアップしていくという変化が起き各国とも

参考にするべきだという流れになったとのこと。 

 

2002 年、日本でもワークシェアリングの議論はされたが、景気が回復してきたということもあり、実

行する必然性が薄れたという。その一方で、就業形態の多様化の問題、メンタルヘルスなどの問

題が起こり、その中で働きやすい環境を用意して行く必要があり、その視点からワークライフバラ

ンスが注目を集めるようになったと語った。 

 

ワークライフバランスを直訳すると「仕事と生活の調和」であるが、現在はその調和（ゆとり）がなく

なっている。時間は有限な貴重資源であるということから、時間の有効性をもっと高めるという視

点が、個人の視点からは必要不可欠だと述べられた。くらしの問題を考えると国の役割と同時に
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地域の役割も重要であることから中央集権的というよりむしろ分権的な考え方、個人の考え方に

基づいた促進が重要だとのこと。この中で、ワークライフバランスを進めるべき３つのポイントを挙

げられた。１．労働力減少への対応－少子高齢化に対する職場の役割、２．男女共同参画の促

進、３．女性が仕事をとるか家庭をとるかの二者択一から両立できる社会にするということ、である。

労働力の減少は、社会の変化に制度が追いついていないのが問題であり、制度を見直すことが

ワークライフバランスであるという。また、働く女性が増えればますます少子化が進展するが、二

者択一の世界からむしろ両立できる社会に変えていくということで、従来の少子化対策にプラス

アルファが必要であると話す。その一つがワークライフバランスだと言う。しかし、基本的な問題と

して働き方の問題が挙げられるが、少子化に関係しているのはむしろ男性の働き方であるという

ことが 近わかったという。 

 

ワークライフバランスは、国や行政が押し付けるべきものではなく、個々の職場や家庭で解決し

ていくべき問題である。ようやく数値目標を設定し、それに向けた施策も具体的に進めていくとい

う状況になってきたと語った。 

 

後に参加者からも多数の質問が寄せられた。その中で、「日本の人口は減少していくのだから

外国人を雇うべきという議論があるがどう思われるか？」という質問に対して、「留学生を含め日

本で教育をうけた人達が日本の企業に就職できないという問題がある」「誰をもって高度人材と

呼ぶのか？それについて企業と我々の間で認識の違いがあると感じている」と回答された。また、

人材の確保よりはむしろ労働力の確保という側面もあることは間違いない。そこについて今まで、

政治レベルで先送りし実態の方がだいぶ進展してきてしまったということもあり、国家戦略として

どうするかを決めていかないと今度は遅れを取ってしまう可能性があるかもしれない」と結んだ。 
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（3）次世代育成支援 

●実施事項と課題 

慶應義塾の付属中等部・高等部と連携し、本学一貫教育校で学ぶ次世代の学生・生徒たちが

キャリア形成やワークライフバランスについて学ぶ機会を設けた。「①ワークライフバランス研究セ

ンターおよびキャンパスワーキンググループの取り組み」において、本事業主体による取り組み

について、また「②慶應義塾関係部署による一貫教育校へのアプローチ」において本学の自主

的取り組みについてそれぞれ述べる。 

 

①ワークライフバランス研究センターおよびキャンパスワーキンググループの取り組み 

1）慶應義塾湘南藤沢中高等部における講演会の開催 

平成21年7月13日（月）、慶應義塾湘南藤沢中高等部4年および6年在籍の生徒を対象に「ワ

ークライフバランス講演会」を開催した。「私のワークライフバランス－今、どうしてワークライフバ

ランスなのか」をテーマに、湘南藤沢キャンパスワーキンググループ（以下、SFC-WG）の安田恵

美子・看護医療学部准教授のとりまとめで実現した講演会であり、増田真也・看護医療学部准

教授（SFC-WG）と島桜子・ワークライフバランス研究センター特別研究准教授が講師を担当し

た。増田氏は自身の体験を含めてワークライフバランスとは何かを、また、島氏は男女共同参画

社会基本法が生まれた背景や政府の子育て支援施策等について、それぞれ講演した。その後、

生徒たちへ質疑応答を行い終了後に感想を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

島氏は『男女共同参画社会の実現を目指して』（内閣府男女共同参画局 2009 年 6 月改定版）

を参考資料に、男女共同参画社会に関する議論の背景と、その基本理念および国、地方公共

団体及び国民の役割について説明した。そのうえで、男女共同参画社会の形成の状況として、

①意識をめぐる状況、②政策・方針決定過程への女性の参画をめぐる状況、③教育分野におけ

る状況、④就業における状況、⑤ワークライフバランスをめぐる状況に分けて解説した。また、樋

口美雄・本学商学部長の議論に基づく「わが国の人口減少と労働力人口の見通し」を踏まえて、

これからの日本社会の予想図について論じた。その中で現在、国・政府において男女共同参画

社会の実現に向けた取り組みがどのように展開されているかについて、①男女共同参画基本計

画（第 2 次）とその改定に向けて、②ポジティブ・アクション（積極的改善措置）、③ワークライフバ

ランスの実現、④育児・介護休業法改正（直近の事例として－父親も子育てができる働き方の実

現：パパ・ママ育休プラス）、を取り上げつつ説明を行った。 後に、慶應義塾の取組みとして、

次世代育成支援対策推進法に基づく行動指針（2006．2.10）、と男女共同参画室の設置（2009．

3）について報告した。 
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増田氏は、ご自身の子育て経験を踏まえながら、まず「仕事をする」ことの意味について生徒た

ちに問いかけた。どんな職業に就きたいのか、何のために働くのか、仕事に意味を感じるとはど

ういうことか？などの疑問点に対して、人間の「存在の保証」という視点から丁寧に考察を積み重

ねた。他者とのつながりのなかで自分の存在を表現でき、そこで自分は見捨てられていないとい

う感覚を得ることが、人間の生きる意味につながっていくと論じ、生活だけでなく命を含めたライ

フが見捨てられることのない社会の大切さを語った。ワークライフバランスを考えるとき、ライフとワ

ークは決して対立しあうものではなく、ライフの一部としてワークの質をいかに高めていくかが重

要であり、ワークとライフをともに向上させていく中で生きる意味をどう充足させるか、それがワー

クライフバランスの大切なポイントであると主張した。 

 

終了後、生徒からたくさんの感想が寄せられた（無記名）。「ワークライフバランス（という言葉）を

初めて聞いた」とする感想が 4 年生に目立ったが、中には 6 年生にも散見された。多くの生徒が

「興味深く、勉強になった」、「男女共同参画社会についての理解が深まった」、「ワークライフバ

ランスというテーマで“現状を知る”また“仕事の意味”という 2 つの観点からの講演は、興味深く

考えさせられた」と述べていたが、中には「内容的に難しかった」とする生徒もいた。より具体的な

感想としては、増田氏の話から「自分の存在が認められ、生きていく上で（ライフ）、仕事（ワーク）

と両立することができることが一番良い生き方なのだと思った」、「“Work を含めた Life の世界”と

いう言葉がすごく印象的であった」など仕事に対する思いや価値の有様について述べているも

の、島氏の話から「日本が男女平等という点でこんなにも先進国の中でも遅れていることに驚い

た」、「社会を豊かにするためには、性別に関係なく好きな仕事ができるようにしなければいけな

いと感じた」など男女共同参画の現状や将来について述べているものがあった。中には、養育

費がかかるために共働きが多いことをあげ「日本は養育費の中でも教育費が高いので、親の労

働環境だけでなく、教育機関の充実を目指し公立学校の価値を高める施策も必要ではないか」

と周辺領域まで及んで意見をのべている生徒もいた。その一方で、「日本の経済力のためにも

男女みんなに働いてほしいというのはわかるが、男性が一家の大黒柱となり、女性が家事をする

という日本ならでは習慣が減るのはさみしい気がする」（女子）、「男女が共に働かなければ平和

で明るい社会が築けないという話に違和感を覚えた」（男子）、「今の日本の女性の地位は大きく

なっており、逆に男性の社会の扱いがおろそかになっているような気がする」など、性別役割に

ついて述べている生徒も多かった。 

 

本企画に対する生徒の感想から、高校生のワークライフバランスについてのとらえ方など一部で

はあるが、興味深い内容が得られた。今後も、継続して高校生対象の企画を検討していく予定

である。 
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（参考資料 17）講演資料「私のワークライフバランス－今、どうしてワークライフバランスなのか」
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2）他校の高校生へのエンパワーメント 

 

2009 年  

6/2 ●海城高校の生徒がワークライフバランス研究センターにおける女性研究者支援の

取り組みについてインタビューに訪れ、宮川祥子准教授が女性研究者支援が必要

となる社会的背景と具体的な取り組み内容について説明を行った。 

 

11/13 ●神奈川学園女子高校の 3 年生 10 名が湘南藤沢キャンパスを見学した。その際、e-

ケアスタジオにおいて宮川祥子准教授が研究の説明および慶應義塾における女性

研究者支援の取り組みについて説明を行った。 

 

 

 

 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 － （3）次世代育成支援 

173 

 

②慶應義塾関係部署による一貫教育校へのアプローチ 

 

1）理工学部主催 慶應女子高等学校向け 理系授業体験講座 

1. 「理工学部セミナー」（理系授業体験講座） 

 日時：平成 21 年 7 月 16 日（木）13：00～14：30 

 場所：慶應義塾女子高校会議室 

 講師：理工学部専任講師 牛場潤一 

 

2. 「理工学部セミナー」（理系授業体験講座） 

 日時：平成 21 年 11 月 21 日（土）13:00～15:00 

 場所：慶應義塾女子高校会議室 

 講師：理工学部専任講師 犀川陽子 

筑波大学 下田臨海実験センター研究員 中地美都  

（慶應義塾大学生命情報学科卒（慶應義塾女子高卒業生）） 

 

2）慶應女子高校主催 宇宙授業 

慶應女子高等学校では 2004 年度より定期的に講師を招いて『宇宙』をテーマとした授業（以下

「宇宙授業」）を行っている。2007 年からは慶應義塾創立 150 年記念未来先導基金からの援助

を受け、新企画の「宇宙授業」を展開してきた。 

1. 第 12 回宇宙講座 「はじめて裸で宇宙空間に出た動物，クマムシとは？」 

 日時：平成 21 年 6 月 29 日（月） 15 時開始 

 場所：慶應義塾大学三田キャンパス「北館ホール」 

 演者：鈴木 忠氏（慶應義塾大学医学部） 

 

2. 第 13 回宇宙講座 「地球生命は宇宙から来た！？  

   ～「しんかい 6500」で見た生物世界と火星探査機フェニックス～」 

 日時：平成 21 年 11 月 18 日（水） 15：00～16：30 

 場所：慶應義塾大学三田キャンパス「北館ホール」 

 演者：山根一眞氏（ノンフィクション作家・獨協大学特任教授） 

【慶應義塾大学自主事業】 
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（4）講演会・シンポジウムの開催 

①慶應義塾大学 SFC Open Research Forum(ORF) 2009 参加 

【企画】慶應義塾大学 SFC Open Research Forum 2009 

【日時】平成 21 年 11 月 23 日、24 日 

【場所】六本木アカデミーヒルズ（六本木ヒルズ 40F） 

【主催】慶應義塾大学 SFC 研究所 

 

オープンリサーチフォーラムは、本学湘南藤沢キャンパスで実施されている産官学連携による研

究成果の発表と、研究シーズ紹介による産官学連携の研究推進を目的に、本学 SFC 研究所が

主催するイベントである。出展ブース数は 73、来場者は企業、官公庁、学術関係者を中心に

3,300名であった。ワークライフバランス研究センターとして1ブースを確保しポスター展示を行い、

80 人程度の来場者に取り組み説明をした。本学および他大学の学生や研究者、慶應義塾 OB・

OG、企業人、教育関係者（NPO その他）、湘南・藤沢地域に居住する方など、昨年同様多彩な

顔触れの来場者があった。 

 

【当日の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来場者の質問は、女性研究者支援の必要性がなぜあるのか、という基本的なものから、本学に

おいても男女差別的雇用慣行があるのか、との驚きを交えた問いかけまで、実にさまざまである。

しかし昨年に比べると、ワークライフバランスそのものに関する関心度の高まりがあまり感じられな

いという感想をもった。他方、ワークライフバランスの必要性を熱っぽく語る男性が少なからずい

ることもわかり心強く思うところであった。慶應義塾を卒業後、現在民間企業の人事部に勤務しワ

ークライフバランス担当となった女性の話では、企業としてワークライフバランスに取り組まなくて

はならないことを頭では理解していても、実際どのような制度改革を進めればよいのか、会社とし

ての意見がまとまっていないなか、担当者に拝命され困惑しているという。母校での取り組みを

参考にしたいと立ち寄ってくださったが、逆に、大学以外の組織体における働く女性支援の実情

を私たちが学ぶ機会ともなった。 
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②第 2 回『ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援』シンポジウム 

 

【企画】  「慶應義塾としての男女共同参画への取り組み 

  ―いま、女性研究者の活躍のために何をすべきか―」 

【日時】 平成 21 年 12 月 12 日（土） 13：00～17：00 

【場所】 慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール 

 

【プログラム】 

 1．開会の辞 清家篤 慶應義塾長 

 2．来賓挨拶 河村潤子 文部科学省高等教育局私学部長 

 3．基調講演：「男女共同参画社会づくりと慶應義塾」 

  岩男壽美子 慶應義塾大学 名誉教授 

 4．講演： ①「ワークスタイル・イノベーションとダイバシティ・マネジメント」 

   土井美和子 株式会社東芝研究開発センター首席技監 

  ②「男も人なり、女も人なり－福澤諭吉の女性論・男性論」 

   西澤直子 福澤研究センター准教授 

  ③「理工学部における女子の変遷：なぜ、そうなのか？」 

   松尾亜紀子 理工学部教授 

  ④「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援―慶應義塾大学における取り組み」 

   宮川祥子 看護医療学部准教授 

  5．研究発表：「現役大学生からみた大学におけるワークライフバランス」 

 福澤諭吉記念文明塾 1 期生 H グループ 

 太田結斐・田中謙伍・和田安代  

 6．講演者によるパネルディスカッション 

  「いま、女性研究者の活躍のために何をすべきか」 

コーディネーター 樋口美雄 商学部長 

7． 挨拶 渡部直樹 常任理事（男女共同参画担当） 

8． 閉会の辞 太田喜久子 看護医療学部長・ワークライフバランス研究センター長 

 

（総合司会： 島桜子 ワークライフバランス研究センター特別研究准教授）
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【パネル展示】 

北館ホールホワイエで関連研究のポスター展示によるプレゼンテーション  

① 三四会女性支援室 

 1．「女性医師支援アンケート調査結果（平成 18 年 7 月実施）」 （p192 194 参考資料 19） 

 2．「慶應義塾大学病院院内保育園アンケート調査結果（平成 21 年 6 月実施）」 

（p194 参考資料 20） 

② 尾崎彩佳（看護医療学部 4 年）・増田真也（看護医療学部 准教授） 

 「ワークライフバランスとメンタルヘルス－企業での調査から」  （p195 参考資料 26） 

③ 西澤直子 （福澤研究センター 准教授） 

 「男も人なり、女も人なり－福澤諭吉の女性論・男性論」  （p196 参考資料 21～25） 

④ ワークライフバランス研究センター 

 「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援―慶應義塾大学における取り組み」 

（p191 参考資料 18） 

⑤ 「10 私立大学男女共同参画推進のための共同宣言」 （p211 参考資料 28） 

 東京女子医科大学・日本女子大学・早稲田大学・慶應義塾大学・津田塾大学 

 東海大学・日本大学・上智大学・東京都市大学・東邦大学 

 

【当日の様子】 写真 
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●参加人数  参加者合計  92 名 （学内 44 名 学外 48 名）   （*登壇者：14 名を除く） 

＜学外 主要参加者＞ 

○科学技術振興調整費関係機関 

科学技術振興機構 塩満 典子氏、 臼井 直規氏、 岡本拓士 氏 

元内閣府特命大臣（男女共同参画担当） 猪口 邦子氏 

内閣官房内閣参事官 杉本 達治氏 

 

○外部評価委員 

株式会社 MM インキュベーションパートナーズ 取締役、 

SFC 研究所上席研究員（訪問）、 メンター三田会 森 靖孝氏 

 

○採択機関 

東京医科歯科大学 九州大学 津田塾大学  

佐賀大学 名古屋大学 静岡大学 

 

●今後の課題 

来年度予定される第 3 回目のシンポジウム開催にあたっては、塾内外からの集客をより充実させ、

本事業の周知徹底を図りそれ以後の事業の継続・拡充につながるよう努力する。特に慶應義塾

の理事・学部長・教授レベルの幹部教職員に大して本テーマにおける課題の共有化が進むよう

工夫する。 

 

今回初めての試みとして学部生・院生による発表の機会を設けたところ、大変評価が高かった。

女性研究者支援を当該関係者だけの視点ではなく、より多様な立場の視点から、また、男女共

同参画やワークライフバランスとの関係のうえで見つめ直し、具体的な取り組みとしていくことの

重要性や可能性につき引き続き考慮していきたい。 
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●実施報告 

平成 21 年 12 月 12 日（土）、三田キャンパス北館ホールにおいて、当センター主催で文部科学

省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業第 2 回『ソーシャルキャピタルを育

む女性研究者支援』シンポジウムを開催した。「慶應義塾としての男女共同参画への取り組みー

いま、女性研究者の活躍のために何をすべきか」をテーマに、多様な議論、具体的な提言が飛

び交う、熱のこもったシンポジウムとなった。 

 

シンポジウムは清家篤慶應義塾長の開会挨拶で始まった。清家塾長は、本学の女性研究者支

援が男女共同参画社会づくりという国家的課題を大学として共有しその責任の一翼を担うという

大きな文脈の中で展開されていると言明した。大学には全ての教職員や学生たちにワークライフ

バランス実現のための選択肢を提供する責務があり、とりわけ、出産・育児というライフイベントに

直面する女性研究者たちはその非常に貴重で大切な時期にワークとライフを両立させることが

著しく困難であるため、シンポジウムにおいてその解決に向けた議論が大いに展開してほしいと

の期待を表明した。 

 

続いて、岩男壽美子名誉教授より「男女共同参画社会づくりと慶應義塾」の演題で基調講演が

行われた。岩男氏は本年制定 10 周年を迎えた「男女共同参画社会基本法」の創案者の一人と

して、法の理念が必ずしも社会に正しく理解されてきていないとの疑念を呈しながら、今こそいか

なる社会経済情勢の変化にも対応できる活力ある豊かな社会を実現することが緊要であると強く

訴えた。少子高齢化や国際経済競争の熾烈化を前にわが国は社会の繁栄の原動力となるリス

クテイカーの存在を認識し、そうした人材を男女問わず活用することが不可欠であると主張した。

日本の大学、社会全体が競争激化する世界の中で魅力を保ち生き残るためには、正しい理念

の共有の上に男女共同参画社会づくりを行うことが必要であり、慶應義塾は教育研究機関、す

なわち人材育成とその能力発揮の機関として将来にわたり内外における優位性を確保し知的活

力を維持すべく、トップのリーダーシップの下、リスクを回避せずリスクを取れる人材を育成する、

あるいは、人々がリスクを取れる環境を整える必要があると力説された。 

 

シンポジウムの前半では４名の講師より当該テーマに関して多角的視点を提示していただいた。

トップバッターの㈱東芝研究開発センターの土井美和子首席技監は「ワークスタイル・イノベーシ

ョンとダイバシティ・マネジメント」をテーマに、ご自身の体験を通した企業における男女共同参画

の取り組み事例を報告された。東芝グループのダイバシティに向けた取り組みでは、社員が自

分でリスクテイクして自分らしく輝くことを目指し、そのための環境、意識、風土改革を図ること、

すなわちワークスタイル・イノベーションを全社あげて推進している。少子高齢化での労働力確

保、グローバル化での競争力維持のためには多様な人材が不可欠であり、多様性ある社会では

相互理解のために情報共有を‘見える化’する必要があること、コミュニケーションを深めることで

目標を正確に共有することが可能となり、一人ひとりがリスクテイクし、チームあるいは企業全体と

して目標達成を目指す雰囲気が醸成され、結果としてイノベーションの創出につながると結論し

た。女性にとっては特に「３つの壁」―前例がない、余裕がない、自分を閉じ込める―を乗り越え

ること、すなわち前例を作る努力と勇気、視点を変える柔軟性、リスクを見込んで取り組む、失敗

を恐れずにやるチャレンジ性をもつことが重要だとのメッセージをいただいた。 
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次に、西澤直子・福澤研究センター准教授が「男も人なり、女も人なり―福澤諭吉の女性論・男

性論」の演題で講演した。男女が同等の存在であり、そこに軽重はないということを生涯かけて

主張した福澤が問題視した多くの点がいまだに解決されていないと指摘し、社会に存するジェン

ダーバイアスについて語った。福澤は無意識のうちに人々が日常生活の中で思い込まされてい

る男尊女卑の考え方について、それを頭の中にある「陰の帳面」に書き込んでいく日本社会の

特性に言及しながら、勇気ある男性の意識改革が女性の立場の向上を促し、社会全体の好転

につながると主張した。男女同権にとって法律の整備はその推進の前提にすぎず、自分たちが

習慣を変えていく努力をしなければならないと述べたことなど、福澤の現代にも通じる指摘を紹

介した。 

 

また、理工学部の松尾亜紀子教授からは「理工学部における女子の変遷：なぜ、そうなのか？」

という演題の下、ご自身の女子学生としての、あるいは女性研究者としてのご経験を踏まえた講

演が行われた。理工系への女子学生進出はそれなりに伸びているが、主に資格系（医学・歯学・

薬学）が引導しており、工学部系はまだ厳しさを残す現状を報告、研究者・技術者の道を選ぶ際

の重要なポイントとなる大学院進学における「敷居」を下げることが重要だと論じた。それは、より

具体的には、理工学部系の女性に対する社会の先入観を払しょくし、小中高において女子生徒

の理数系離れを阻止しながら理数系の面白さを知ってもらうことだと主張した。 

 

後に看護医療学部の宮川祥子准教授が、第１回シンポジウムに続き「ソーシャルキャピタルを

育む女性研究者支援―慶應義塾大学における取り組み」を報告した。本学における女性研究

者比率は順調に増加しているものの、女性研究者のうち任期付き教員の占める割合が非常に

高く、キャリア初期のポジションであるが育児休暇や時短等の制度的支援を受けることができな

い任期付き教員に対し、ライフとワークの両立が可能となるような支援をどうすべきかとの課題を

提示した。また、高職位ほど女性研究者比率は減少するという変わらぬ状況を報告し、大学院

への女子学生進学率が向上するなか、女性にとっては博士課程から教員・研究者へのキャリア

アップが難しく、将来的に大きなポテンシャルのある研究者の卵をどう活かしていくか、との問題

提起が行われた。さらに、適切なロールモデルを必ずしも十分に提供できていないこと、キャン

パスごと、学部ごとに問題点に相違があることへの対応など女性研究者支援の取り組みの問題

点を確認しながら、ワークライフバランスセンターの活動の進捗状況や、12 月 4 日に開催された

私大合同シンポジウムでの 10 私立大学の男女共同参画に向けた共同宣言等について報告が

あった。 

 

後半のパネルディスカッションは、樋口美雄・商学部長のコーディネートの下、前述の 4 名の講

演者がパネリストとして引き続き参加した。冒頭、樋口氏は、少子高齢化、雇用情勢の厳しさが

進む日本社会を長期的にどう形づくっていくのかという国家的課題を考える際の概念として、ワ

ークライフバランスを軸に置くべきではないか、と問題提起した。その文脈の中で、性や年齢にと

らわれずに誰もが意欲と能力を発揮できる社会の形成のために慶應義塾は何をするのか、３つ

のポイントを中心に議論を進めていった。 

 

第一に、慶應が女性研究者を育むうえで何が必要か、との質問に対し、ロールモデルを育て多

様なキャリアパスを示す機会の提供の重要性（土井氏、西澤氏、松尾氏）や、ファカルティが自
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身の先入観を認識したうえで学生を正しく研究者として導けるようにファカルティディベロップメン

トをどうしていくかが重要（宮川氏）などの意見が出された。女性教員に対するアファーマティブ

アクションについては、数値目標の設定の重要性（ 低限のラインを示すことがチャレンジを誘

導し、変化につながっていく）、クリエイティブアクションにおけるトップのリーダーシップの不可欠

性（土井氏）、全学一律でのアファーマティブアクション（同じ業績であれば女性を優先的に採

用）の導入（西澤氏）、理工系における女性研究者の母数の拡大の必要性（松尾氏）、大学の経

営戦略としてアファーマティブアクションを考える必要性（宮川氏）などが表明された。第二に、性

別役割分担をなくすうえで、慶應義塾の一貫教育校の教育の中で何を行うことが有効かとの問

いかけに対し、自分の親世代に限定されない多様な働き方のモデルを教えていくこと（宮川氏）、

小中高での理系進路選択に際しての女子生徒および親の意識を変えること（松尾氏）、福澤の

理論を入り口に一貫教育校で近代社会の再考のための授業を提供すること（西澤氏）、親による

職業についてのプレゼンテーションの機会を作ること（土井氏）などが提案された。三番目に、樋

口氏が男性の意識、さらには女性を含めた社会全体の意識を変えるには何が効果的かと尋ね

たところ、思い込みを排し正しいデータに裏付けされた考え方、アクションをさまざまな場面で繰

り返すこと（土井氏）、マンガ、ネットを通して知らずに習得している先入観などをワークショップで

出し合いながら実際との差異を話し合う機会を持つこと（西澤氏）、具体的な施策を実行し小さな

成功体験を積み重ねることで変化へのきっかけが掴めること、そのためにもトップが施策の推進

を力強く表明し具体的にコミットすること（宮川氏）などの方途があげられた。 

 

こうしたパネルディスカッションの発言に対しては、会場の聴衆からも質問や賛同の声が寄せら

れた。本学法学部教員は、女性研究者支援については当時者と当事者でない人のギャップが

大変大きく、そのギャップを埋める議論のコミュニティをどう育くむかとの課題を提示した。この点

において教育の府である大学は次世代に向けた効果的な啓蒙活動にもっと取り組むべきで、そ

のためのイニシアティブは塾当局にあり、男女共同参画室を中心に、ジェンダー教育等を含め

た効果的手法が探求されることを要望した。また、本事業は直接的な目標を女性研究者支援に

置くものの、それが 終的にはソーシャルキャピタルを育むことにつながっているとの強い意識

を共有すべきだとの提案があった。目指す男女共同参画社会とは全員参加で、かつ、人々がさ

まざまな立場を補完し合いながら、お互いに助けやすく、より助けられやすい社会であるとの考

えが示された。さらに、このようなフレキシビリティあるいはモビリティに敏感な社会構築のために、

大学においてはまず教職員の働き方を、学生や外部から見てわかる形で、柔軟なものへと変え

ていくことが大切であるとの意見があった。他方、現下の厳しい国家間あるいは企業間の市場競

争の中で、日本が勝ち抜くのに も先鋭的に必要な能力にはすでに性別は関係ないとする主

張があった。女性研究者比率が低いのは男性の方が優秀である結果であり、アファーマティブ

アクションを考慮するなど、今の国際競争社会に生きる日本にその余裕はないとの意見も披歴さ

れた。 

 

本シンポジウムでは今回、新しい試みとして、本学関係者による研究発表の場を用意した。パネ

ル展示の形では、三四会（医学部同窓会）女性支援室による「女性医師支援アンケート調査結

果、および、慶應義塾大学病院院内保育園アンケート調査結果」や、増田真也・看護医療学部

准教授および尾崎彩佳氏（同学部 4 年）による「ワークライフバランスとメンタルヘルス―企業で

の調査から」、西澤直子・福澤研究センター准教授による「男も人なり、女も人なり―福澤諭吉の
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女性論・男性論」が発表された。（詳細については p191 を参照。）また、壇上では、福澤諭吉文

明塾 1 期生 H グループの和田安代氏（医学研究科博士課程 2 年）、田中謙伍氏（環境情報学

部 3 年）、太田結斐氏（法学部法学科 2 年）による「現役学生からみた大学におけるワークライフ

バランス」の発表が行われた。資源、食料自給の出来ない日本において、グローバル化＆少子

高齢化の中、企業だけでなく教育研究機関においても高い技術レベルを保ち、先見性の高い

人材を確保することが重要課題であるとの認識の上に、大学におけるワークライフバランスに向

けた取り組みに関する実態調査を行った結果、企業と比較して大学の関連施策は非常に不十

分であり大学間格差も大きく、大学でのワークライフバランスの実現においては保育所などの設

置が制度整備以前に有効だと結論した。ニーズとは裏腹に学内保育所は少なく、需要の少なさ、

財源の少なさ、大学行政の意識の低さや啓もう活動・情報量不足を原因としつつ、ワークライフ

バランスに向けた環境整備は優秀な人材の確保、研究業績の向上、イメージアップ、離職率の

低下、大学に対するロイヤルティと研究に対するモチベーションの向上をもたらすとして、大学に

強く取り組みを要望するメッセージの発信となった。 

 

すべての発表の終了後、文部科学省高等教育局私学部長の河村潤子氏より来賓ご挨拶を頂

戴した。河村氏は男女共同参画の問題は理解と共感だけではなく、どういうアクションをとるのか

が重要で、大学という 1 つの組織の取り組み姿勢が社会全体に大きな影響力をもつと指摘され

た。私立大学にとって、今後も研究機関として発展し厳しい時代を乗り切るための経営戦略とし

て女子学生を確保し女性教員の活躍を支援することは重要なカギだと明言し、すべての大学は

共通インフラとして男女共同参画に取り組んでほしいと要望した。また慶應義塾に対しては、わ

が国の私学を代表する学校として共通インフラのモデルを開発し、全ての大学に浸透させていく

先頭に立ってほしいこと、それに際しては男女共同参画に関する様々なデータ（職位別、分野

別、所属の組織別での男女別の教員数、研究者数等）を公表することが重要であり、この分野に

ついて先んじた取り組みを期待するとの発言があった。 

 

後に、渡部直樹・常任理事（男女共同参画担当）と太田喜久子・ワークライフバランス研究セン

ター長よりそれぞれ、今後の取り組みへの決意と謝意が表明され、シンポジウムは多様かつ有意

義な活気ある意見交換の後に閉幕した。 

 

●登壇者発言要旨 

○岩男寿美子氏 

岩男氏は冒頭、オバマ米大統領の就任演説を引用し、社会の繁栄の原動力となるリスクテイカ

ーについて言及、リスクの取れる人材を男女にこだわることなく確保し活用することが、少子高齢

化や国際経済競争の熾烈化に直面する現在の日本には不可欠であると主張した。 

 

他方、日本の女性研究者の現状を他国と比較するとその遅れが一目瞭然であることをデータを

もって示し、日本の大学が厳しい競争の中で魅力を保ち生き残るために、「男女共同参画」の理

念を正しく理解した上でそれに向けた大学づくりを進める必要があると述べた。岩男氏は今年制

定 10 周年を迎えた「男女共同参画社会基本法」の創案者の一人であり、法の理念が必ずしも社

会に正しく理解されていないとの疑念を呈した。当時、まだなじみの薄かった「参画」という言葉
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を使うことで、立案の段階からその全てのプロセスに男女が共に関与する、新しい社会づくりを

企図していたと説明し、その理念に今こそ立ち戻り、いかなる社会経済情勢の変化にも対応でき

る活力ある豊かな社会を実現することが緊要であると強く訴えた。岩男氏にとっては男性であっ

ても十分に人材として活かされていない、能力が発揮できていないのが日本社会であり、その中

で、一人の人間として男女に軽重の差はないと説いた福澤諭吉を創始者とする慶應義塾こそ、

男女共同参画の正しい理念に基づく取り組みを展開していくべきとの期待を表明した。 

 

後に、慶應義塾の今後の課題として、本学が教育研究機関、すなわち人材育成とその能力発

揮の機関として将来にわたり内外における優位性を確保し知的活力を維持するために、トップの

リーダーシップの下、男女共同参画社会作りの理念が塾内で明確に認識かつ共有化され、その

うえにリスクを回避せずリスクを取れる人材を育成する、あるいは、人々がリスクを取れる環境を整

える必要があると主張し、岩男氏は基調講演を結んだ。 

 

 

○土井美和子氏 

 自身が所属する東芝グループは行動基準として「人間尊重」、個人と多様な価値観を認める、

ということから出発し、男女共同参画を超えた、ダイバシティに向けた取り組みを進める。自分

でリスクテイクして、自分らしく輝くことを目指し、そのための環境、意識、風土改革を図る「ワ

ークスタイル・イノベーション」を掲げている。 

 少子高齢化での労働力確保、グローバル化での競争力維持のために、グローバルな人材が

不可欠である。多様な人材から成る、多様性のある社会では、相互が理解しやすいために情

報を「見える化」し、コミュニケーションして目標を正確に共有することが重要である。そうする

ことにより、一人ひとりがリスクテイクするとともに、企業として、チーム全体として目標達成を目

指し、結果としてイノベーションの創出につながる。 

 東芝では、あらゆるライフステージにおいてワークとライフのバランスを考え直し、かつ、その

ために必要な支援のあり方を整理するなかで、組織としての制度整備を進めている。重点は、

広報活動、トップのリーダーシップ、相談窓口の提供等。自分の環境に一番あった仕事のあり

方を考え、そのうえで自分がチームの中で担う役割、チームに対する貢献のあり方が意識さ

れる。個々人が自分の立場、あるいはチームの目標をシェアしながら進んでいくことにより、利

益ある持続的成長が実現できる。チームとしマネジメントすることと個人としてマネジメントする

ことの両輪がそろうことで企業は成功する。 

 女性に対しては、「３つの壁」を乗り越える重要性を主張したい。つまり、前例がない、余裕が

ない、自分を閉じ込める、という壁を乗り越えることだ。自分自身が前例を作る努力・勇気をも

つこと、視点を変えること、リスクを見込んで失敗を恐れずに取り組むことが非常に重要である。

これらを自分ひとりでやるのではなく、自分にきたボールを自分より適任である人に渡すこと

で自分の後継者を育て、ゴールの共有とリスクテイクの軽減が可能になる。 
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○西澤直子氏 

 福澤諭吉は自分が面白いと思ったこと、興味を抱いたことには何でもチャレンジした人であ

る。 

 「学問のすすめ」初篇を読んだ当時の 99.9％の人は、人の上に人を造らずの人というのは成

人男子であると理解したはずだ。これが男性も女性も含めた全部の人のことだとわかってもら

うために、福澤は敢えて、「そもそも世に生まれたる者は男も人なり、女も人なり。この世に欠く

べからざる用をなすところをもっていえば、天下一日も男なかるべからず女なかるべからず」

（学問のすすめ第八編）と極めて当たり前のことを述べる。男女が同じ存在、等しい存在であ

り、そこに軽重はないということを生涯かけて主張した。 

 福澤が問題視し、いまだに解決されていなことが多々ある。例えば、福澤は「結婚して女性が

男性の姓名を名乗るのもおかしい。結婚というのは一人の男性と一人の女性がお互いの合

意でもって新しい家族を作るものであるから、男性の姓をとるのでもなく、女性の姓をとるので

もなく、それぞれの姓から一文字をとって新しい名前を作って新しい家族の名前とすべき」と

説く。日本の近代化の中で福澤の指摘した問題が置き去りにされてきたと言えるのではない

か。 

 福澤は女性論あるいは男性論の中でジェンダーバイアスを指摘する。「儒者の流儀の学者が

婦人を見て、なんとなくこれを侮り、なんとなく男子より劣りたるように思込み、例のごとく陰性と

して、己が脳中にある陰の帳面に記したものなり」とし、特に根拠はないのだが、何となく女性

のほうが劣っている、あるいは男性のほうが優れているということを日常生活の中で思い込ま

されていく。それを勉強して一生懸命つくる帳面ではなく、頭の中にある陰の帳面に書き込ん

でいってしまう。そしてその帳面をもとにいろいろなものを判断していくことを問題視した。そう

した行為を通して「第二の性」というものが作りだされる。第一の性が天然な男女性を指すの

に対し、男性は尊ぶべき存在、女性は卑しむべき存在という、後天的で、かつ固定化した尊

卑関係の形式である。 

 ジェンダーバイアスの解決のために、福澤は「女大学批判」を著す。そこで福澤は、問題は目

に見えない規範を作り出す根っこにあるというふうに考えた。それを指摘するため、福澤は男

女を入れ替えて考えてみることの必要性を説く。それにより、男性たちが意識改革をしていく

ことが非常に重要であると述べる。男性たちが意識を変えていくことで女性の立場が変わるこ

とを主張し、世間体に捉われず自分たちが勇気をもって新しい規範で行動を取らねばならな

い、そうでなければ社会は好転していかないと述べた。そのうえで福澤は「法と習慣」につい

て、男女同権は法律がいくら整備されても進んでいかない、 法律が整備されることは前提で

あって、法律ができたうえで自分たちが習慣を変えていく努力をしなければならないと述べた。

女性たちが法律を真の文明の懐剣として利用するためには、人々が習慣を変えねばならな

いと説いた。 
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○松尾亜紀子氏 

 理工系への女子学生進出はそれなりに伸びているが、資格系（医学・歯学・薬学）が引導して

おり、工学部系はまだ厳しさを残す。 

 研究者・技術者になるには大学院進学が一つの重要なポイントとなっている。 

 社会的に、女子が理工系を学ぶということはハードルが高い。一番重要なのは、この敷居を

下げてあげることであり、小中高において女子生徒の理数系離れを阻止すること、理数系の

面白さを知ってもらうことが重要になる。その際、女子生徒に対する親、特に母親の影響等も

考慮する必要がある。 

 

○宮川祥子氏 

 本学における女性研究者比率は向上しているが、職位が高いほど女性の比率は減少する。 

 任期付き教員のうち女性が 78％を占める。この有期教員は産前産後休暇は取れるが、育児

休職や時短については制度が完備していない。キャリア初期のポジションである任期付き教

員のポジションでライフとワークの両立が可能となるような支援をどうやっていくべきかが大き

な課題となっている。 

 また、大学院への女子学生進学率は漸増するものの、博士課程で 28.5%を占める女性が、教

員・研究者に進むと 20.9%に減少する。このギャップをどう埋めるか、将来、非常に大きなポテ

ンシャルのある研究者の卵をどう活かしていくか、もポイントである。 

 

○福澤諭吉記念文明塾 1 期生 H グループ 

 資源も少なく、食糧も自給出来ない日本において、グローバル化や少子高齢化の中、高い技

術レベルを保つこと、生産性の高い人材を確保することが重要課題である。企業でのワークラ

イフバランスの取り組み実例を調査した結果、男性の参画の重要性、職場の雰囲気の変化の

重要性、トップのリーダーシップ、ロールモデルの存在、制度の充実等のポイントを知り得た。

今後はワークライフバランスの取り組みの優劣が女子学生の就職志望理由に影響を与え、企

業のイメージアップにつながるものと考える。 

 ワークライフバランスの取り組みが優秀な人材の確保につながると考える企業は確実に増加

しており、多様性の対応として男女関係なく多様な制度を設けることが必要と考えられている。

ロールモデルの存在が大きく、実際に制度を活用した人がいると連鎖的に取り組みが広まり、

多様な人材の、多様なワークスタイルが生まれてくる。早期からの啓蒙活動として女子高校生

向けの企業説明会も多くなっている。テレワークなどの新たな制度を設け多様な働き方を可

能にしている。 

 他方、内閣府白書によると、女性が大学等の研究職を選びにくい理由はワークライフバランス

が困難であること、育児期間後の職場復帰が困難であること、日本ではそもそも女性の研究

者志望が少ないことが原因。男女ともに働きやすい魅力的研究機関を整備する必要がある。 
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 大学アンケート調査結果を要約すると、認可外保育所は国公立で比較的充実しているが、諸

制度は私立大学で先行し、育児休暇取得可能日数はばらつきが大きい。全体として、企業で

の取り組みに比べ、大学のワークライフバランス施策は非常に不十分で大学間格差が大きい

ことがわかった。 

 一流の研究を将来にわたって行うためには長期的かつ継続的に研究に取り組める環境が必

要で、そのためにワークライフバランスの実現が不可欠である。ワークライフバランスのメリット

とは、優秀な人材の確保、研究業績の向上、イメージアップ、離職率の低下、大学に対するロ

イヤルティと研究に対するモチベーションの向上等であり、日本の将来への投資ということが

できる。ワークライフバランスの実現においては保育所などの設置が も有効であり、子どもを

預けることができなければその他の制度も利用できない。ただし学内保育所は少なく、需要の

少なさ、財源の少なさ、大学行政の意識の低さや啓蒙活動・情報量不足が原因と考えられ

る。 

 

○パネルディスカッション部分 

樋口美雄氏： 

 少子高齢化、雇用情勢の厳しさが進む日本社会を長期的にどう形造っていくのかという国家

的課題を考える際の概念として、ワークライフバランスを軸に置くべきではないか。女性の活

躍の場、年齢にとらわれることなしに活躍できる場を用意していくということが、女性や高齢者

だけの問題ではなく、むしろ男性の問題だということに気づかされる。性や年齢にとらわれず

に誰もが意欲と能力を発揮できる社会の形成のために、慶應義塾は何をするのか。また、教

育機関として、小中高の生徒から、学生・院生に至るまで、ワークライフバランスを促進するう

えでどのような取り組みをしていくのか。 

 ワークライフバランスを進めるうえで、リーダーの力、リーダーシップが重要。 

 法律ができることにより制度は整っても、それは本当に利用しやすいのかという現実面を考え

ていくと、習慣や人々の考え方が大変重要だということがわかる。 

 

 

1．慶應が女性研究者を育むうえで何が必要か。 

土井：ロールモデルを育てキャリアパスを示す。 

女子学生の割合に対して女性教員が少ない点を同じレベルのところまで引き上げてほし

い。それによりロールモデルが同じ割合存在することを示せる。 

西澤：多様なルートをたどった教員の存在を学生が分かるように示す機会が必要。 

松尾：キャリアパスを見える化することで、自分がそうありたいという強いイメージを与えなければ

ならない。 

宮川：自分の中にバイアスなり、苦手意識があることを、どれだけのファカルティが把握している

のか。その認識なくして学生を正しく研究者に導くことはできず、ファカルティディベロップ

メントをどうしていくかが重要になる。 
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樋口：ネットワーク形成、アファーマティブアクション（クオーターシステムなど）についてはどう思

うか？ 

 

土井：数値目標の設定は重要。 低限のラインを示すことでチャレンジを誘導し、変化につなが

っていく。こうしたクリエイティブアクションはトップからのチャレンジから始まる。 

西澤：全学一律に、同じ業績であれば女性を採用するということにしてはどうか。 

松尾：理工系はそれ以前の問題として女性が少なすぎる。候補者をいかに増やすかということを

先に練る必要がある。 

宮川：全塾アンケートではアファーマティブアクションには反対が強い。個々の研究者がどう思う

かということと、大学の経営戦略としてどうかということは全く別の問題。 

 

2．性別役割分担をなくすうえで、小学校からの教育で何を行うことが有効か。 

宮川：現在の一貫教育校（幼稚舎）の子どもたちの家庭環境は必ずしも一般的ではない。 

自分の親の世代だけをモデルにして将来の自分の家庭のモデルを作ろうと考えることは

大変危険。世の中にいろいろな働き方があるということ、もっと多くのモデルがありそれを見

ていかなければいけないとする教育が必要。 

松尾：小中高において理系進路選択に関する女子生徒の意識を変えることが重要。親の強い

勧めがキーポイント。 

西澤：幼稚舎から進学しても福澤のことをほとんど知らずに卒業してしまう。福澤を入り口にして

もう一度、近代社会を考えなおすというような授業を一貫校でやっていいのではないか。 

土井：親がそれぞれに職業について語る機会を提供する。とりわけ小学生に対して実際に今働

いている仕事についてプレゼンしてもらい質疑応答させる。 

 

3．男性の意識、さらには女性、社会の意識を変えていくには何が効果的か。 

樋口：会社においては、男性社員、中間管理職、自分の上司の意識というものが障害となる。 

土井：陰の帳面＝思い込みがある。女性をなぜ管理職にしないかとアンケートすると、女性はす

ぐ辞めるからという紋切型の回答になる。データとして正しいかどうか、裏付けをとって考え

るというアクションをさまざまな場面で行う。 

西澤：福澤は、一番小さな社会である家庭の中で必要なものとして、愛、敬、情と言った。 

情＝相手の、お互いの立場に一度なって考えるということが非常に大切。 

自分たちが見聞した雑誌、マンガ、ネットなどで得ている先入観などを一度ワークショップ

で出し合いながら、実際にはどうかということを話し合う機会を持てば少しは変わってくるの

ではないか。 

ネット上で慶應義塾が発信者となっていろいろな情報を出すということも重要。 

宮川：ムードを変えるためにはまず具体的な施策とリーダーシップが必要。きちんとした施策を実

行し小さな成功体験を積み重ねることから始めないとムードは変わらない。 

トップがきちんとワークライフバランス、男女共同参画を推進していこうという表明をし、コミ

ットをすることが大事。慶應義塾でそうした活動をすることが受け入れられる、自分はそこに

いてもいいのだということを研究者にも学生にも感じてもらう。 

樋口：体験に基づく実感が重要。それを発信していく、とくにグッドプラクティスを発信することが

求められている。 
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●シンポジウム終了後アンケート 
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⑥本日のご感想、およびこのプロジェクトに対して、今後期待することがあれば教えてください。 

 助成金が出るようなプロジェクトについてもう少し詳しく教えてほしいと思います 

 本日も、まことにありがとうございます。今後とも、よろしくお願いいたします。土井様、西澤様のお

話に興味を持ちました。ソーシャルキャピタルのコンセプトに共感を持ちました。自ら、公私ともに実

践中です！？ 

 土井先生のご活躍、とてもはげみになります。前例が無いからと、私自身も言われ、断られたことは

今でも多数あり、提案しつづけ、環境を作り上げていくといった状態です。今後とも、参考にしてい

くメッセージを沢山頂きました。有難うございました。※セミナー時間配分（休憩 etc）について、もう

少し、メリハリがあった方がよいと思いました。 
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 文部科学省の助成金をきっかけに始まった活動が慶應義塾に浸透してきたと感じました。これをチ

ャンスとして広げていくと良いと思います。 

 特に福澤諭吉の女性論がよかった。先駆的な企業の取り組みを紹介するのもよいが、現在、女性

差別は有期雇用（非正規雇用）差別という形でおこっているわけで、慶應義塾も例外ではなく、有

期雇用では、育休が取れない現状がある。ワークライフバランスを慶應義塾で押し進めるのであれ

ば、そのような足元の問題に対し、正面から取り組んでいただきたい。この点で、現在の問題を的

確に述べた宮川先生の発表は非常に良かった。 

 男女問わず優秀な人材を育成するために頑張ってほしいです。 

 4 名の講演者は、どなたも勢いと情熱があり勇気を与えていただきました。期待以上の内容でした。

大学に持ち帰り報告しようと思います。学生の発表が新鮮で良かったと思います。 

 地域各地に男女共同参画のセンターがあります。そのようなところにチラシを配布し、広めてみて

はいかがでしょうか。（横浜市男女共同参画センターの職員にお知らせしたところ、ぜひ事前に情

報を下さいと言われました） 

 若い年代（学生の段階）から本シンポジウムの内容のような取り組みや考え方について積極的に伝

えていってほしいと思います。視野の広い見方や考え方を持った柔軟な若い人がたくさん社会に

出ていくことを期待します。 

 これからどうするという話ばかりでなく、ここまで到達した、こうしてこんな良いことがあった、これはこ

うだからメリットが生まれたという研究成果も見せていただけると、大学での取り組みらしさが出ると

考えます。今後ともよろしくお願いします。 

 パネルディスカッションがよかった。質問が明確であった。パネリストがそれぞれの専門分野、職務

での知見に基づいて深い発言をしていた。 

 本日のシンポジウムでは若い（出産、子育て世代）就業人、研究者への WLB 支援についての取組

が中心でした。今日の社会における WLB についての認識も、同じような年齢層を対象にしたものと

思います。一方で、子育てや様々な事情で 5～10 年、職場や研究を離れながら復帰する例も増え

つつあるように感じています。その場合は、親世代の介護や、地域の一員としての役割を負いつつ、

職業、研究を続けていくための支援も必要になっていくと考えられます。そうした問題も活動の幅を

広げられるよう期待しております。 

 慶應義塾として男女共同参画を具体的に推進してほしい。今は活動がみえてよい。振興調整費が

終了してもこの取り組みにコミットしてほしい。 

 様々な方の多様な意見を伺うことができ、非常に刺激を受けました。私は学生として来たのですが、

このようなテーマにもっと積極的に学生が関わっていけるよう、こうしたシンポジウムや講演会の機

会を増やしていただけたら、と思います。 

 どの演目も全てとても興味深いお話でした。今後もぜひ継続して下さい。 

 2～3 つ位にテーマをしぼった分科会によるディスカッションを試みてはいかがでしょうか？Ex)「パ
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パの家事と育児のススメ」「WLB とメタボお腹の相関関係」 

 本日はとても勉強になりました。女性がどのような心構え／理想的な女性はどうあるべきか／今後う

かがってみたい。 

 職場として、教育機関として、という立場で考えていくことは、他分野においてもとても必要なことだと

思います。（当病院は 95％が女性職員であるため、いかに、女性が成長しながら職を続けていくか

が重要な課題であります。）研究者、という人材育成ではありませんが、非常に勉強になりました。ど

んどん発信していただければと願っています。 

 私は医学部特別研究助教です。医者 7 年目で子どもは 3 歳です。医学部（とくに臨床系）はまさに

WLB については発展途上国です。そもそも日本の医療の問題も含んでおり、大変切り込みにくい分

野だと思いますが、どうか私達をおいていかず、支援をしていただけましたら幸いです。こうしている

間にも多くの女性医師が失われていきます。どうか救ってください。女医の夫は医師であることが多

く、彼らは超人的忙しさで働くことをしいられており、家庭の事、育児の事のサポートを期待できず、

女性一人でかぶっている現状があります。大変過ぎて、結局辞めていく女医が多いのです。 

 学内の研究者、学生さんとのコミュニケーション機会を増やし、困っていること、ニーズをお聞きいた

だき、いただいた結果について学内シンポジウムで意見交換していただけましたら幸いです。（大勢

が参加できる内容） 

 前回のものよりもとても有意義でした。私も来年から 1 年の任期で理工学部の助教になります。1 年

間だけなのでその先が不安なのですが、理工学部の女性研究者を増やすためのロールモデルに

なりたいなと思っています。任期を伸ばしてもらえるのを期待しています。そのためにも、WLB センタ

ーを応援しています。 

 全学への展開の効果的な方法（なかなか浸透せず苦労しているので）、大学間の active な

networking 化、social capital の有効利用の具体的な方法。 
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（参考資料 18）パネル展示-①「慶應義塾大学における取り組み」 
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（参考資料 19）パネル展示-②「女性医師支援アンケート調査結果」（三四会女性支援室） 

*詳細は三四会ウェブサイトよりダウンロードをご参照いただければ幸甚である。

（http://www.sanshikai.jp/information/female/enquete.html） 
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（参考資料 20）パネル展示-③「慶應義塾大学病院 院内保育園アンケート調査結果」 

（三四会女性研究者支援室） 
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（参考資料 21）パネル展示-④「男も人なり、女も人なり－福澤諭吉の女性論・男性論」 

（西澤直子 福澤研究センター 准教授） 

出展：「未来をひらく福澤諭吉展」図録(発行： 慶應義塾)より抜粋 
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（参考資料 22）パネル展示-⑤「男も人なり、女も人なり－福澤諭吉の女性論・男性論」 

（西澤直子 福澤研究センター 准教授） 

出展：「未来をひらく福澤諭吉展」図録(発行： 慶應義塾)より抜粋 
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（参考資料 23）パネル展示-⑥「男も人なり、女も人なり－福澤諭吉の女性論・男性論」 

（西澤直子 福澤研究センター 准教授） 

出展：「未来をひらく福澤諭吉展」図録(発行： 慶應義塾)より抜粋 
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（参考資料 24）パネル展示-⑦「男も人なり、女も人なり－福澤諭吉の女性論・男性論」 

（西澤直子 福澤研究センター 准教授） 

出展：「未来をひらく福澤諭吉展」図録(発行： 慶應義塾)より抜粋 
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（参考資料 25）論文「家族とは何か」 （西澤直子 福澤研究センター 准教授） 

出典：『慶應義塾 創立 150 年記念 未来をひらく福澤諭吉展』、pp．29－35 

 

家族とは何か 

西澤直子[慶應義塾福澤研究センター 准教授] 

 

１ はじめに  

――「文明の家庭は親友の集合なり」   （『福翁百余話』） 

私たちはいま、家族をめぐる様々な問題を抱えている。 近では家族内で解決し得なくなった

問題が、全く関係のない第三者に向けられ悲劇的な結末を迎える事件すら起こるようになった。家

族を形成しない人々は増え続け、少子高齢化社会に拍車をかけているといわれる。福澤諭吉は、

明治 30 年（1897）執筆の『福翁百余話』の中で、「文明の家庭は親友の集合」であると述べた 註

1）。福澤は文明化と家族との関係をどのように捉えたのであろうか。福澤が「親友」にこめた意味は

いかなるものであったのか。そして「親友の集合」体である家族は、日本の近代化過程の中で実現

し得たのであろうか。 

福澤の家族論の出発点は、25 歳のころから関心を寄せる女性論にあった 註 2）。福澤は、男女

は軽重なく等しい存在であり、男性たちは男性が陽で女性は陰、すなわち男性は優れ女性は劣っ

ているといった根拠のない差別意識を払拭し、女性の地位向上に努めるべきであると主張した。

女性論は当然のことながら、家族論と密接なつながりを持つ。福澤は慶応 4 年（1868）の『西洋事

情 外編』で家族について触れ、明治 3 年（1870）11 月の「中津留別之書」の中で夫婦や親子の

関係を論じて以来、 晩年の著作『福翁百話』『福翁百余話』（明治 30 年執筆）『女大学評論・新

女大学』（明治 31 年執筆）に至るまで、生涯にわたって家族について論じ続けた。 

福澤の女性論と家族論は、存命中はもちろんのこと、歿後も賛否両論の中で読み継がれてい

った。たとえば本間久雄や一条忠衛は大正年間に福澤の先進性を評価し、山高しげり（婦人運動

家、国会議員、全国地域婦人団体連絡協議会会長）は昭和 9 年（1934）に福澤の女性論は「今日

尚その名著たるを失はず」と述べた。その一方で棚橋絢子（教育家、大日本婦人会会長）は昭和

13 年（1938）に、福澤の議論はあまりに極端で、そのためにしばらく日本女性に道を誤らせてしま

ったと評し、平原北堂は昭和 16 年（1941）に、福澤の「婦道」は全くの失敗であり、一時女子教育

が歪んだことがあると述べた 註 3）。男女を問わず、賛否を問わず、福澤の議論が批評され続ける

のは、そこに提示されている問題が、いつの時代にあっても今日的であり続けたからに他ならな

い。すなわち福澤の女性の地位や家族に対する提言は、日本の近代化の過程の中で、根本的に

解決されることがなかったといえる。福澤の議論には、確かに今日の私たちにとってもいまだ身近

な問題がしばしば指摘されている。 

 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 － （4）講演会・シンポジウムの開催 

200 

 

 

２ 家族をめぐる問題 

――「人生活動の区域を大にするものと云うべし」   （『福翁百話』） 

家庭内暴力を示す DV という言葉が人々に認知されるようになって久しいが、未だに解決をみ

たわけではない。その裏には男女間の潜在的な支配被支配意識が存在する。福澤は、夫は天で

あり絶対的存在であるという観念が一般的であった時代に、夫が暴力をもって妻を従わせようとす

ることには、何ら正当性がないと断言した。そして父親が母親を軽んじれば、それを見て子どもも

母親を軽視するようになることを問題視した 註 4）。 

親子関係においては、そうした目に見える行為が大切である。福澤は「子は父母の言語を教と

せずしてその行状を見慣うものなり」（「中津留別之書」）「徳教は耳より入らずして目より入る」（「新

女大学」）と、親が行動で手本を示すべきことを繰り返して説く。さらに子どもを溺愛することを戒め

る。いくら「正直」な父母であっても、子どもに考えさせることなく親の希望通りに歩ませようとするこ

とは、一見罪がないようだが、それは子を愛することはできてもどのように愛すべきかを理解してお

らず、結局はその子を「無智無徳の不幸」に陥らせることになる。子どもの「心の病」は「身体の病」

より問題であるという（「中津留別之書」）註 5）。 

そして結婚や子育てについて、次のように語る。確かに独身ほど気楽なものはない。自分ひとり

であらゆる快楽を楽しむことができ、いつ眠ろうが起きようが、出かけようが食事をしようが勝手次第

である。ところが結婚すれば、相手を気遣わねばならず、食事すら勝手気ままにとるわけにはいか

ない。自分の病気だけではなく、相手の病気も心配になり、結婚というものは「苦労の種の一つなり

しものを二つにする姿」である。しかしながら「結婚後の楽しみは独身の淋しき時よりも一倍して尚

お余りあ」ると主張する。苦労も多いが、喜びはもっと多く、「差引して勘定の正しきもの」であるとい

う。さらには子どもを産み育てれば、苦労はするがその分だけ歓びも益し、2 人、3 人と増えていけ

ば歓びの種も増え「人生活動の区域を大にする」、つまりは人生をゆたかにしてくれるというのであ

る（『福翁百話』）註 6）。 

 

３ 近代社会の条件 

――「一身独立して一家独立し、一家独立して一国独立し、 

一国独立して天下も独立すべし」   （「中津留別之書」） 

明治維新後福澤が も急務であると考えたのは、近代社会の形成であった。日本が国際社会

の中で独立国家としての体制を維持するには、文明化を成し遂げなければならない。そのために

は人々が前近代的思惟体系から脱却し、主体的に近代社会を形成する必要があった。そこで福澤

は人々に、その根本となる「一身独立」を求めたのである 註 7）。 

日本の近代化のために、明治初期の著作や書簡で福澤が、まず人々が成し遂げねばならない

と考えた「一身独立」とは何か。それはひとつには精神的自立である。明治維新によって身分制度

の下で定められていた枠組みから解放されたものの、そこで得た自由を真の自由とするためには、

自らの中に依って立つところの判断基準を築かなければならない。他者によって定められた規範に

頼るのではなく、情報を整理し自己判断する力を得ることが必要である。そうでなければ、結局人々
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は前近代的な関係のままで、近代社会は形成されず文明化は成し遂げられない。また精神的自立

と同時に必要とされるのは、経済的自立である。いくら自己判断力を養ったところで、衣食住を人に

頼っていたのでは精神的な自立はあり得ない。福澤は「自から労して自から食」うべきことを繰り返し

強調する。 

「一身独立」なくしては、「一国独立」すなわち独立国家としての日本はあり得ない 註 8）。そして

福澤は、その中間に「一家独立」を位置づける。福澤が考える「一家」とはどのようなものなのであろ

うか。福澤はなぜ「一身」と「一国」の間に「一家」を介在させたのであろうか。 

 

４ 家族の様相 

――「凡そ世間に人情の厚くして交の睦きは家族に若くものなし」 （『西洋事情 外編』）

福澤が も早くに家族について述べるのは、前述のように西洋における家族を紹介した慶応 4

年の『西洋事情 外編』である註 9）。それ以降生涯にわたって様々な著作や書簡の中で論じている

が、その理想とする家族像に大きな変化はない。その特徴は以下のようなものである。 

①夫婦は対等で、愛・敬・恕によって結びつく。 

福澤は、繰り返し夫婦が対等であることを述べる。女性が男性に嫁するのではなく、男性が女性

に入婿するのでもなく、夫婦というのは「真実の出合い」によるもので、「双方婚姻の権利は平等」で

ある。そして「婚姻の権利平等なれば資産も亦平等なるべき」（明治 18 年<1885>「日本婦人論」）

で、経済的にも平等である。「家」は「夫婦の家」であり、「家事」を取り扱う権利は平等に分配され、

財産も「共有」にするか、「私有の分限」を約束すべきであるという（明治 18 年『日本婦人論後編』）。

夫が妾を持つ、花柳界で戯れるなどの「獣行」を恣にすることは「対等の配偶者を侮辱し虐待する」

ことだと批判する（「新女大学」）註 10）。 

ではこの対等な夫婦は何によって結ばれているのか。福澤は愛と敬、そして恕であるという。お

互いに相手を愛しいと思うことは基本であるが、それだけでは動物も同様で、人間の本分はお互い

に相手を尊敬し合えることである。夫婦間の「敬」とは、相手を自らと同等に扱い、何についても語り

合い「説の合わざるとき」は議論することで、寵愛一偏で美衣美食だけを与えるのでは犬猫相手と

同じである。さらには相手の立場にたって考え、お互いに恕し合う、この愛・敬・恕が、夫婦を結び

つけるものであると考える 註 11）。 

②家族団欒を重視する。 

福澤はまた様々な場面で「家族団欒」の重要性を述べる。明治 2 年（1869）6 月に簗紀平に宛

てた書簡で「一家団欒」を望んだ福澤は、明治 25 年（1892）10 月に門下生である福島作次郎に宛

てた書簡で、地方名望家の第一の役割は「家を治めて家族団欒之ホーム」を成すことだという。「家

の美風」は様々あるが、「 も大切なるは家族団欒、相互に隠すことなきの一事」（「新女大学」）な

のである。家族を持つということは「苦楽」が「家の苦楽」となって「人の苦楽」ではなくなること、すな

わち苦しみも喜びも分かち合い、たとえ貧困であっても「肉体以外の安心」すなわち精神的安定が

得られるものと考える（『福翁百話』）註 12）。 

③「家風の美」をなす。 
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前述のように、家族においては親が子の手本となることが重要である。親が「家風の美」を形成

すれば、「子女の徳義」は教えなくても自然に美しくなる。父母たる者は自分の利益のみならず、子

孫のために品行方正であるべきという（「新女大学」）。「人生の道徳」は夫婦の間に始まり、これが

「百徳の根本」であって、「公徳の美」を求めるならばまず「私徳」を修めることが重要で（明治 21 年

『日本男子論』）、親元での習慣が「戸外の働に現れて公徳の美を円満ならしむる」（同前）のである 
註 13）。 

④世代間では別々の家族をなす。 

封建制度下における「家」は、相続され継承される。しかし福澤が考える家族は、そうした継承さ

れる「家」ではなく、夫婦と未婚の子によって構成されるもので、異なった世代間では別々のものと

なる。明治 17－20 年（1884－87）にアメリカに留学している息子たちへ宛てた書簡には註 14）、結婚

すれば生計を別とし、お互いに独立した関係となることを繰り返し説き、「新婚以て新家族を作るこ

と数理の当然なり」（「日本婦人論」）という 註 15）。明治 22 年（1889）11 月に近藤良薫に宛てた書簡

でも、新婦は嫁に来るのではなく「即日より新家の全権」となると述べている 註 16）。 

⑤家業を創出する。 

その一方で、福澤は家業という観念も持つ。独立国家維持のためにはなんとしても文明化をは

からねばならないが、しかし一朝一夕にして変化が望めるわけではない。福澤は、近代社会形成の

核となり変革の牽引車となる役割をミドルクラスに求めた。ミドルクラスの中心は士族層で、蓄積され

た教養という点では も文明化の担い手となる素地を持つ階層であった。 

しかしながら、「一身独立」のための経済的自立の面では、問題を抱える階層でもあった。福澤

は生産手段を持たない武士は「忽地ニ無産の流民」（前掲簗紀平宛書簡）となることを自覚すべき

であると強く主張するが、生まれながらにして「家」に俸禄があった士族層にとって、自ら労して自ら

食う自覚は生まれがたく、また自覚したとしても「士族の商法」の言葉があるように、たやすいことで

はなかった。 

福澤は、明治 10 年（1877）に 15、6 歳の読者を対象にした『民間経済録』の中で、家族間の分業

について、分業というのは社会全体を考えれば便利な方法であるが、一家という単位で考えれば不

便利である。一家においては男女は互いに相手の仕事を知り、その代役が務められるような存在で

なければならないと述べ、「男女老少成るべき丈け業を分たずして相共に勉強して、まめに働くべき

なり」と主張する。ここで福澤が想定するのは、家業と呼ぶべき業をもつ家族である。そのために中

津に建てられた洋学校中津市学校の活動や『時事新報』の論説などを通して、「棄つべき旧業なく

して新業のみある者」である武士に養蚕製糸業を奨励した（明治 16 年 9 月 13～15・17 日付『時事

新報』「士族の授産は養蚕製糸を第一とす」）。福澤の側にあって常に福澤を補佐していた小幡篤

次郎は、士族には「業」が必要であり、「家」は「特業」を持つべきであると演説している 註 17）。 

⑥家産を維持し有効に利用する。 

また文明化のためには、鉄道など交通網の整備や教育の充実が必須条件となる。しかしこのよ

うなすぐには利益があがらない事業への投資は、まとまった資産がなければ行えない。近代化の基

礎をなす事業へ十分な初期投資を行うためには、優良な資本が必要なのである。そのために福澤

は、華族資産が無意味に散逸しないよう「旧藩情」（明治10年）を著して学校の設立を促し、中津藩

奥平家や三田
さ ん だ

藩九鬼家の資産運用に積極的に関わった。華族だけでなく地方名望家にも注意 

を促し、前掲の福島作次郎宛書簡でも政治に首を突っ込み「祖先伝来の産」を空しくすることがな
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いよう述べている。 

 

 

５ 家族の役割 

――「国の本は家に在り」「家族あらざれば国も亦あるべからず」   （『日本男子論』） 

福澤の描く家族のあり方をまとめてみれば、家族とはひとつには精神的支柱となり、モラルを

涵養する場であるといえる。人々は家族によって苦楽を分かち合い、家族団欒によって精神的安

定を得ることができる。家族はそうした個人の精神的自立を支える存在であるとともに、近代社会に

おけるモラルを涵養する。 

もうひとつは、近代化実現のための経済的成長の担い手としての家族である。家族を単位とし

て経済的に自立をはかり、またある一定階層を捉えれば、家族は優良資本を維持する母体となる。 

すなわち福澤が家族に求めた役割は、「一身独立」から「一国独立」への展開の中で、一面で

は「一身独立」を補完するものとしての「一家独立」であり、もう一面では「一国独立」の核となる「一

家独立」であると捉えられる。家族は、家族を構成する個々人の精神的自立を支え合うものであり、

また個人では成り立ち難い経済的自立を家業というまとまりによって助けるもので、その点では「一

身独立」を補完する役割を果たす。一方で家族はよき家風を示し、私徳を涵養し公徳を向上する

場であり、また家族が持つ家業や家産が経済的発展を支える、すなわち「一国独立」の核となる存

在になる。 

福澤にとって近代社会は、「一身独立」した個人が形成するものであった。そもそも社会とは客

体として先に存在するものではなく、society を「人間交際」と訳し、「人の世に在る、往来交際せざる

べからず。往来交際せざれば社会存すべからず、社会存せざれば人間無きなり」（明治 19 年

<1886>『男女交際論』）と述べるように、それは個々人が主体的に交際することによって形成される

ものであった 註 18）。ゆえに家族も、まず国家が存在し、その構成単位として「家」あるいは家族が存

在し、さらにその「家」によって既定される個人が存在するのではなく、「一身独立」した個人が存在

するところから始まり、「一家」「一国」へと導かれる。 

家族論の前提となる福澤の女性論は、女性たちの「一身独立」を求め「速に日本女性の鎖を

解くことに尽力すべきものなり」（「日本婦人論」）と「家」によって有形無形に自己犠牲を強いられて

きた女性たちの解放をめざしたものであった 註 19）。その「一身独立」から「一国独立」に展開するた

めに存在するのが、「一身独立」を補完し「一国独立」の核となる「一家独立」なのである。 

 

６ 異端からの出発 

――「人間の交際は家族を以て本とす」   （『西洋事情 外編』） 

こうした福澤の家族論は、当時は「異端」であった。福澤に対する批判は、明治 14、5 年（1881、

82）頃からの儒教主義教育化や良妻賢母論の台頭と相俟って、井上哲次郎をはじめ、大江スミ子、

三輪田元道ら多くの人々から寄せられた。明治 23 年（1890）の「教育勅語」に盛り込まれた「夫婦相

和し」は、衍義において「夫唱婦随」と解釈され、女性は母として強い子を産み国家に貢献すること
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が大切であるとされた。福澤の説は女性の歓心を買おうとするもので、日本女性が本来有するどこ

までも従順であるという女徳をないがしろにするものであると非難されたのである。 

福澤自身も、自らの女性論で世間が変わり始めるという自信をもつ反面（明治 18 年<1885>10 月

2 日付福澤一太郎宛書簡）、「新奇もその流行の初めに聊かの不安心」もあった。しかしそれを恐れ

て発表しないわけにはいかない、時間がたてば「自然に本筋の道理」が理解されるようになると考え

ていた（『日本婦人論後編』）註 20）。 

だがこと家族論について、「異端」は現在も「異端」のままではないだろうか。福澤は「文明の家

庭は親友の集合」体であると言った。なるほど福澤が想定した家族の役割を考えれば、「親友の集

合」体といえよう。しかし私たちはまだ、国家の構成単位として法的に保障された家族というものに

縛られているのではないだろうか。夫婦別姓にしろ、無国籍児の問題にしろ、法的問題が起こるた

びにそう思う。私たちのライフスタイルは多様化した。もはや正しい家族像は存在し得ず、その多様

な価値観は認められるべきである。福澤の家族論の中に、私たちが抱える様々な問題の答えがあ

るわけではない。しかしながら「一身独立」した個人が人間交際を通じ主体的に社会を形成していく

中で、家族は何を果たすことができるのかという福澤の議論は、私たちにいま一度、社会とは自らが

主体的に形成し得るものであることを意識させる。近代化過程において「異端」のまま置き去りにさ

れた家族像を通じ、私たちはそれぞれが家族に何を求めるのか問うことができよう。 
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10) 『著作集』第 10 巻、pp．44，79－80，328。 

11) 『著作集』第 10 巻、pp．80，93，169（明治 21 年<1888>『日本男子論』）。 

12) 明治 25 年（1892）10 月 19 日付（『書簡集』第 1 巻、p．133）。明治 25 年（1892）10 月 16 日付（『書簡集』第 7

巻、p．201）。『著作集』第 10 巻、p．312。『著作集』第 11 巻、pp．56－58。 

13) 『著作集』第 10 巻、p．312。『著作集』第 10 巻、pp．162，166。 

14) 『書簡集』第 4 巻、第 6 巻。 

15) 『著作集』第 10 巻、pp．43－44。 

16) 『書簡集』第 6 巻、p．189。 

17) 『著作集』第 6 巻、p．116。『全集』第 9 巻、pp．173－84。 

時事新報の社説は無記名ゆえ筆者がはっきりしないが、「士族の授産は養蚕製糸を第一とす」は、たとえ筆者が

福澤でなかったとしても、中津市学校の「市校事務委員集会録事」などから福澤が養蚕製糸の授産活動に関わ

っていたことは明らかである。小幡の演説は明治 12 年（1879）11 月 26 日付『田舎新聞』。 

18) 『著作集』第 10 巻、p．102。 

19） 『著作集』第 10 巻、p．53。 

20) 『書簡集』第 4 巻、p．306。『著作集』第 10 巻、pp．99－100。 
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（参考資料 26）パネル展示-⑧「ワークライフバランスとメンタルヘルス－企業での調査から－ 

（尾崎彩佳 看護医療学部４年・増田真也 看護医療学部 准教授） 
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（参考資料 27）発表資料「現役学生からみた大学におけるワークライフバランス」 

（福澤諭吉記念文明塾 １期生 H グループ） 
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（参考資料 28）パネル展示⑨「10 私立大学男女共同参画推進のための共同宣言」 
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（5）国内・国際連携 

 

①国際法学会・世界法学会 託児室設置アドバイス 

平成 21 年 5 月 9 日（土）に国際法学会、10 日（日）に世界法学会がそれぞれ、三田キャンパス

において研究大会を開催した。開催にあたり、本学法学部の明石欽司教授より託児サービスの

提供につきワークライフバランス研究センターに相談があった。国際法学会ではこれまで研究大

会に際して子どもを預かるサービスを提供したことはなかったが、約1,000人に達する学会員のう

ち女性が約 2 割を占め、子ども同伴の参加希望を想定し、託児サービスを試行的に実施したい

ということであった。（世界法学会も賛同し、実施を決定。）センターが民間の保育専門業者を選

定、紹介し、また、託児サービスの詳細等の打ち合わせにて、アドバイスをおこなった。 

当日は、大会会場である三田キャンパスの北館ホールおよび西校舎大教室に近い研究室棟 

B130（地下１階）を託児室として利用し、そこで㈱ポピンズコーポレーションより派遣された幼稚

園教諭資格者１名および児童指導員の経験者１名、計 2 名が託児業務を担当した。9 日は 1 歳

9 カ月と 9 歳 4 カ月、10 日は 9 歳 4 カ月の子どもがそれぞれ半日ないし終日の託児サービスを

受けた。 

今回の取り組みによって、大学におけるイベント開催時には託児のニーズがあり、今後ますます

サービス提供の必要性は高まっていくであろうことを、大学関係者が認知・共有するよい機会に

なったと考える。また、民間の専門業者とサービス内容の詳細を検討し、託児会場の下見のポイ

ント等を打ち合わせすることにより、大学という場所において保育サポートをする場合、保育のプ

ロの視点で必要と考えられる課題等を知り得たことは、センターの一時保育サポート事業の準備

にも大変有益であった。 

 

（参考）託児ルーム イメージ 
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②他大学との連携・交流 

1）津田塾大学における講演 

【主題】 「テクノロジー特別講義」 

【日時】 平成 21 年 7 月 2 日 14:40～16:20 

【場所】 津田塾大学 小平キャンパス 

【講義内容】 研究テーマとキャリア形成、慶應義塾大学女性研究者支援の取り組み紹介 

  

宮川祥子看護医療学部准教授が、津田塾大学「テクノロジー特別講義」において、授業内講演

を行った。 

 

2）一橋大学 

平成 21 年７月７日、一橋大学保健センターの柳澤千恵子氏がワークライフバランス研究センタ

ーを訪れ、推進メンバーである野末聖香 看護医療学部 教授 、宮川祥子 同 准教授、上田

七生 ワークライフバランス研究センター 特別研究助教が慶應義塾大学の取り組みについて

説明した。 

 

3）琉球大学 

平成 21 年 8 月 28 日、琉球大学 環境産業学部 教授牛窪潔氏の来所を受け、宮川祥子看護

医療学部 准教授が慶應義塾大学の取り組みについて説明した。 
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③Grace Hopper Celebration of Women in Computing 2009 視察およびインタビュー 

 

Grace Hopper Celebration of Women in Computing(GHC)は、米国 Anita Borg Institute が主催

する、計算機科学者で COBOL の開発者でもある Grace Hopper を記念して設立された、女性技

術者・研究者のための会議である。米国コンピュータサイエンス分野における女性研究者のキャ

リア支援の現状と課題の抽出および先端的な取り組みを視察する目的で、看護医療学部准教

授の宮川祥子氏がこの会議に参加した。なお、この会議への参加は、慶應義塾大学学事振興

資金によるものである。 

 

GHC は 1994 年に第１回が開催され、今回が 8 回目となる。GHC2009 は 2009 年 9 月 30 日～

10 月 3 日にアリゾナ州ツーソンで開催され、米国を中心として 1,600 人以上が参加し、そのうち

の約 700 名が学部生・大学院生であった。GHC2009 では、研究発表のセッションの他に、キャリ

ア開発やワークライフバランスに関する多くのセッションや女性研究者のネットワーキングを目的

としたミーティングが開催された。その一部を以下に示す。 

 

【Career Development に関するセッション】 

For Undergraduate Student: CSE is for You: Innovation, Flexibility and Exciting Opportunities.  

For Graduate Students: Graduate School Survival Skills.  

For Early Career Researchers: Growing Your Research Program.  

Becoming an Academic Leader  

The Fight or Flight Moment: Understanding Why We Leave or Stay in Industry 

The Best Way: Research by Undergraduates 

 

【Work Life Balance に関するセッション】 

For Early Career Researchers: Work/Life Balance. 

Time is on My Side: Practical Tools for Managing Your Time 

How we did it: Breaking through the Glass Ceiling  

Baby Loading, Please Wait: Pregnancy, Graduate School, & Computing 

 

GHC2009 の会場では、無料の保育所が開設された（要事前予約）。企業スポンサーからの資金

提供により、プロフェッショナルの保育者を雇用して 8:00～23:00 の間、保育を行っている。2 歳

以下 12 名、3 歳～6 歳 12 名がこの保育サービスを利用した。 

 

会場で 3 名の女子学生及び 2 名の女性研究者に対してインタビューを行い、研究者としてのキ

ャリアを発展させる上でそれを阻害する課題について調査した。学生の所属はミネソタ大学工学

部、マサチューセッツ工科大学工学部、テキサス大学電子工学部であり、また、研究者の所属は

カリフォルニア大学アーバイン校工学部、カーネギーメロン大学工学部である。学生へのインタ

ビューからは、誰を目標にすればよいかわからない・親が研究者というキャリアに否定的といった

ロールモデルの課題、研究において指導時間や学会に参加できる機会が男子学生より少ない

といったキャリア構築に関する課題、実験着に着替える場所がない等の環境整備が課題として

抽出された。また、女性研究者からは、昇進の機会が男性より少ない・推薦状を書いてもらえな
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いといった「ガラスの天井」に関する課題、相談できる女性研究者がいないといったロールモデ

ルに関する課題、大型の研究助成のため産後すぐに仕事に復帰した・パートナーが遠方の大学

で職位を得たといったワークライフバランスに関する課題が抽出された。 

 

上記の他、津田塾大学女性研究者支援センターの高橋裕子教授、来住伸子教授によるセッショ

ン「Networking women in a global context」に登壇し、慶應義塾の女性研究者支援の取り組みに

ついて報告を行った。 

 

GHC2009 では参加した学生のおよそ 45%にあたる 311 名が参加のための助成金を得ている。ま

た、事務局ボランティアとして参加することで参加費を免除する制度等があり、多くの学生が参加

しやすい環境を整えている。さらに、履歴書の書き方講座の開催、スポンサー企業による企業説

明会や就職面接、大学院説明会など、女性技術者・研究者のキャリア形成を支援するための取

り組みが複合的に実施され、全体として学生を含む女性研究者をエンパワーする仕組みが機能

している。 

 

GHC2009 の Web サイト：http://gracehopper.org/2009/ 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 － （5）国内・国際連携 

216 

 

④神奈川ワーク・ライフ・バランス・シンポジウムにおける講演 

 

【主題】 「神奈川ワーク・ライフ・バランスシンポジウム」 

【日時】 平成 21 年 10 月 16 日（金） 

【場所】 神奈川公会堂 

【主催】 神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市主催 

【基調講演】 「地域戦略としてのワーク・ライフ・バランス」 

 渥美 由喜氏：  株式会社東レ経営研究所 

  ダイバーシティ＆ワークライフバランス研究部長  

島  桜 子 氏 ： 慶應義塾大学ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年 10 月 16 日（金）午後 1 時半～4 時 45 分、神奈川公会堂において、神奈川県・横浜

市・川崎市・相模原市主催の「神奈川ワーク・ライフ・バランスシンポジウム」が開催された。女性

の能力の活用、子育て・介護支援、就労時間の短縮等、男女がともに働きやすい職場づくりを進

めることを目的としたイベントである。神奈川県商工労働部雇用労政課より、同じ地域の大学の

視点でワーク・ライフ・バランスをどう考えるかについて講演依頼があり、当センターの島桜子・特

別研究准教授が講演、対談（対談相手は渥美由喜・株式会社東レ経営研究所ダイバーシティ

＆ワークライフバランス研究部長）および事業所事例発表のコメンテーターを務めた。 

 

シンポジウムの全体テーマ「地域戦略としてのワーク・ライフ・バランス」に関連し、島准教授が本

学の取り組みを取り上げながら、地域、企業体との連携にも触れつつ、ワーク・ライフ・バランスの

必要性や展望・課題について講演した。今、社会でワーク・ライフ・バランスの議論が注目される

ようになった背景説明から始まり、本学の「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」の内容

を報告し、また、本学の社会・地域連携室の活動を通して慶應義塾がどのように地域との連携を

積み重ねているかを、日吉キャンパスに開設した認可保育所等の事例を取り上げながら説明し

た。 後に、大学には今後地域において、知の公器として、男女共同参画やワーク・ライフ・バラ

ンスに関する情報や知識を社会に還元していく使命があること、大学自体が地域における自身

の物理的存在感、存在意義を敏感に受け止め、開放型のキャンパスとなって地域の人や企業と

の関係性を深め交流させる場へと転化する必要性を論じた。 
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続いて渥美氏の講演の後の対談では、改めて本学の女性研究者支援に言及しながら、男女共

同参画やワーク・ライフ・バランスに関する大学の自主的取り組みは、地域の同様の取り組みを

支え、あるいはそれと共鳴しあう形で、国全体としての男女共同参画社会づくりに資するもので

あることが議論された。また、地域におけるワーク・ライフ・バランス支援のためには今後ますます

ITの活用が重要になってくるとの論点を示し、本学の女性研究者支援策においてもWeb会議の

活用等が大きな効力を発揮していることを報告した。 

 

なお、渥美由喜氏の講演他、本シンポジウムの詳細については、神奈川県 HP「Web 労働講座」

（www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/webkouza/index.html）に掲載されているので参照いただ

けると幸甚である。 

 

（参考資料 29）発表資料「地域戦略としてのワーク・ライフ・バランス：慶應義塾大学の取組み」 
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⑤乳幼児精神保健学会横浜市民公開シンポジウムにおける司会および講演 

 

【主題】 慶應義塾創立 150 周年記念イベント 

 FOUR WINDS 乳幼児精神保健学会子育て支援集会および学術集会主催 

 『子育て支援集会および学術集会』 

【日時】 平成 21 年 11 月 22～23 日 

【場所】 日吉キャンパス 

【主催】 FOUR WINDS 乳幼児精神保健学会 

【講師】 宮川 祥子氏： 慶應義塾大学 看護医療学部 准教授 

 松岡 美子氏： NPO 法人グリーンママ／横浜市子育て支援拠点「いっぽ」主宰 

 篠崎 孝子氏： 山手学院中学校・高等学校理事長・学院長、㈱有隣堂相談役 

 目黒 庸一氏： 子育て中のお父さん代表 

 長尾 幸子氏： お母さん代表 

【司会】 島 桜子氏： 慶應義塾大学 ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年 11 月 22～23 日、慶應義塾創立 150 周年記念イベント FOUR WINDS 乳幼児精神

保健学会子育て支援集会および学術集会主催『子育て支援集会および学術集会』が本学日吉

キャンパスにおいて開催された。FOUR WINDS 乳幼児精神保健学会は、全ての赤ちゃんとその

家族の健やかなこころの成長を応援する学会（2010 年 2 月現在、会員数は 377 名）で、日本各

地で乳幼児精神保健に取り組む会員が、職種の壁を超えて互いに連携を深めている。学会の

理念は、「赤ちゃんと家族を主体とする」「職域を超えた連携」「関係性の世代間伝達」「ライフサ

イクルにおける発達」「神経科学と臨床の統合」の 5 本を支えとしており、会員は、 新の研究、

臨床・育児を通じて赤ちゃんの世界を学び、それを乳幼児精神保健に役立て、実践することを

目指す。年 1 回の学術集会を国内各地で巡回して開催し、世界各国の臨床・研究科を講師に

招聘し、 先端の知見を学ぶ機会としている。「赤ちゃんに乾杯！－命を育む地域づくり－」と

いうテーマで行われた第 12 回目の集会開催にあたり、医学部小児学科教室専任講師の渡辺久

子・学術集会会長よりワークライフバランス研究センターに協力依頼があった。それを受け、宮川
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祥子・看護医療学部准教授がシンポジストとして、また、島桜子・ワークライフバランス研究センタ

ー特別研究准教授が司会兼コーディネーターとして、市民参加型シンポジウムである子育て支

援集会に参加した。 

 

当日、学術集会には会員 122 名、一般 118 名、学生 16 名、合計 256 名の参加者が集い、その

うち約 200 名が子育て支援集会に出席した。保育士、教師、大学教員、スクールカウンセラー、

乳児院、養護施設指導員、臨床心理士、子育て支援関連施設職員、医師（小児科、精神科）看

護師、保健師、児童福祉司など、全国から集った学会員に加え一般市民の皆さんが参加すると

いう、極めてユニークな場となった。壇上では「赤ちゃんにとってのワークライフバランス」をテー

マに、現在育児中の働く母親、父親の視点から、あるいは保育園・乳幼児に関わる専門家の視

点から、さらには企業の視点から、日本の現状や課題、今後の方向性などについてそれぞれに

発表があり、続いてパネル・ディスカッションが行われた。 

 

集会は渡辺久子会長の挨拶で始められた。通常いわれるところの「ワークライフバランス＝仕事

と生活の調和」の定義や考え方は私たち市民レベルにはいまだ浸透していない状況ながら、こ

のシンポジウムでは「私たちの生活の真ん中に赤ちゃんを据えて、みんなで育んでいく」という視

点で「ワークライフバランス」について改めて見つめ直してみたい、と集会の趣旨について説明

がなされた。続いて、各シンポジストが自己紹介を含めテーマについての発言を行ったうえでデ

ィスカッションを繰り広げた。本学の宮川准教授に加え、NPO 法人グリーンママ／横浜市子育て

支援拠点「いっぽ」を主宰する松岡美子氏、山手学院中学校・高等学校理事長・学院長であり

㈱有隣堂相談役の篠崎孝子氏、また、子育て中のお父さん代表として目黒庸一氏、お母さん代

表の長尾幸子氏という多彩な顔触れで、さらには会場の参加者も交えて、「赤ちゃんにとっての

ワークライフバランス」について意見や思いが語られた。2 時間にわたるシンポジウムの 後には、

赤ちゃんを真ん中に据えた家庭、地域、国をつくることは、赤ちゃんにとってだけなく、その周り

にいるお父さん、お母さん、兄弟姉妹、おじいさんやおばあさんといった家族にとっても安心でき

る社会をつくることと同意であり、少子高齢化時代の日本において、企業・組織などの経営戦略

としてのワークライフバランスの視点も重要だが、それ以前の問題として、赤ちゃんの目線に立っ

た幸福感や充足感でそれぞれの家庭が満ち溢れることが、自然とワークライフバランスにつなが

っていくことを思いだしたい、との結論に達し、閉幕した。 
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⑥女性研究者支援システム改革プログラム 事業合同シンポジウムでの取り組み報告 

 

【主題】 『女性研究者支援の新時代を迎えて』 

【日時】 平成 21 年 11 月 25 日（水）・26 日(木) 

【場所】 日本大学会館 2 階大講堂 及び 会議室等 

 

【当日の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年 11 月 25 日（水）・26 日（木）、日本大学会館・2 階大講堂において、女性研究者支援

システム改革プログラム事業合同シンポジウム「女性研究者支援の新時代を迎えて」が開催され

た。本学は文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業平成 20 年度

採択機関として、2 日間にわたるポスターセッションでのパネル展示説明、および、25 日の壇上

での取り組み報告を行った。 

 

「女性研究者支援モデル育成」事業については、平成 19 年度から 21 年度に到る全採択大学・

機関が壇上での発表を行い、本学からは太田喜久子・ワークライフバランス研究センター長が事

業概要を、宮川祥子・看護医療学部准教授が個々の取り組み事例について発表を担当した。

続いて行われた「女性研究者支援システム改革加速」事業については、すでに女性研究者支

援モデル育成事業年度を終了し、一定の成果を達成した 5 大学がプレゼンテーションした。い

ずれの大学も女性研究者支援モデル育成事業を展開するプロセスで、学長のリーダーシップの

下、大学内に男女共同参画に関する担当部局を設置し、力点を置いた支援分野には相違があ

るものの、補助金を活用するだけでなく自主的取り組みを拡充する方向で着実に事業展開を進

めた点で共通していた。事業達成の成功要因を学ぶ上で非常に示唆に富んだ発表であったと

考える。 

 

2 日目の 後に自由参加の分科会が開催され、「テーマ１：今求められる保育（学内保育・病児

保育・学童保育）」と「テーマ２：支援から加速、そして今後に向けて」という２つのテーマ設定の

下、活発な議論が展開された。本学は病児保育および学内一時保育サポート事業を重要な取り

組みに位置付けることから、テーマ 1 の分科会に参加した。そこではまず東京大学および新潟

大学より「学内保育」について、東京医科歯科大学および千葉大学より「病児保育」について、

名古屋大学より「学童保育」について、それぞれの取り組みに関する発表があった。各大学が資

金面での工夫について言及したほか、新潟大学および名古屋大学からは学生が積極的に大学
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の取り組みに参画していることについて、また、名古屋大学からは大学における保育所と学童保

育の違いについての報告も行われた。 後に質疑応答があり、資金面での工夫についての詳

細に関して活発な議論があった。 

本学は新潟大学と同様に、学生を活用した保育サービスのプログラム構築・採用を目指しており、

その意味で同大の発表に も関心が高かった。新潟大学における学生のシッター養成では、養

成講座の講義が全学科目として位置づけられており、また全在学生にシッター養成に関するリ

ーフレットが配布されることから、学生および教職員に広く周知できるシステムが整っている。対

照的に、本学における一時保育サポート事業の認知度は高くないため、新潟大学の工夫のあり

方が非常に参考になった。 

 

また、本シンポジウムの機会を借りて、有志による「『女性研究者支援システム改革』の縮減なき

継続、拡充に関する要望書」への署名活動が行われた。行政刷新会議事業仕分けにより３割縮

減の対象となった女性研究者支援システム改革事業に対し、政府ならびに国民一般の理解を

促進し、更なる支援につなげていこうという狙いである。科学技術創造立国を標榜するわが国に

とって、将来にわたる科学イノベーションの創造と持続的発展を実現するには、更なる多様な人

材の活用が不可欠である。OECD 加盟国中 下位という不名誉な地位に甘んじている女性研

究者活用の現状を改善し、埋没している女性研究者の能力を開花させ活躍の機会を与えること

は、ダイバーシティに溢れる人材確保のための 短の道である。このような考え方を共有し共通

行動を重ねることで、女性研究者の間に一層の連帯感が醸成されたことを実感するシンポジウ

ムとなった。 
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（参考資料 30）慶應義塾大学の取り組みの概要 

（女性研究者支援システム改革プログラム 事業合同シンポジウム 報告冊子に掲載） 
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⑦第 2 回私立大学合同シンポジウム 企画 

 

【主題】 「男女共同参画の輪をさらに拡げよう」 

【日時】 平成 21 年 12 月 4 日（金） 12：30～16：30 懇親会 17:00～ 

【場所】 津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス 津田ホール 

【発起人校】（2008 年度採択大学）津田塾大学 

【幹 事 校 】（2008 年度採択大学） 慶應義塾大学 東海大学 日本大学 

【参 加 校 】（2008 年度事業終了大学） 日本女子大学 東京女子医科大学 早稲田大学 

（2009 年度採択大学） 上智大学 東京都市大学 東邦大学 

 

【当日の様子】 

 

 

 

 

 

平成 21 年 12 月 4 日（金）午後 12 時半～16 時半、津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス内津田ホー

ルにおいて、第 2 回私立大学合同シンポジウム「男女共同参画の輪をさらに拡げよう」が開催さ

れた。第１回シンポジウムのテーマ「男女共同参画の輪を拡げよう」を引き継ぎ、私立大学合同

でシンポジウムを開催し、採択校相互のさらなる連携を図ると共に、文部科学省科学技術振興

調整費「女性研究者支援モデル育成」事業終了大学をはじめ、広く他の私立大学にも呼びかけ

て男女共同参画の推進を図ること目指す。本学は本シンポジウムの幹事校として準備段階から

積極的に関与した。シンポジウム当日配布用プログラムの作成、シンポジウムに対する後援およ

び協賛依頼、シンポジウムに関するメディア取材および記事掲載依頼を中心に作業に取り組み、

また、本学の清家義塾長が開会挨拶を担当した。 

 

続いて各大学による取り組みの発表が行われ、本学からは太田喜久子・ワークライフバランス研

究センター長が事業概要を、宮川祥子・看護医療学部准教授が個々の取り組み事例について

発表を担当した。 

 

本シンポジウムに関して特筆すべきは、参加10私立大学が結束して「男女共同参画推進のため

の共同宣言」を取りまとめ、全学長（一部代理を含む）が一堂に会し公に発表したことである。国

が男女共同参画社会の実現を 21 世紀の 重要課題と位置づけてさまざまな施策に取り組むな

か、高等教育機関としての大学が社会の一員として担うべき責務は大きい。にも関わらず、男女

共同参画に向けた活動が私立大学ではいまだきわめて低調であり、この現実をまず直視し、先

行する国公立大学の取り組みに追いつくことを自らに戒めることから宣言文作りは着手された。

男女共同参画はすでに多くの大学で少子化時代における重要な経営戦略として位置づけられ
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ており、私立大学がそれぞれに意識を高め積極的支援策を打ち出すことで、より多くの大学が

後に続き、活力に満ちた男女共同参画社会の構築に資することを目指す宣言を取りまとめること

ができた。 
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10 私立大学 男女共同参画推進のための共同宣言 

日本国憲法は、個人の尊重と法の下の平等をうたい、この原則にのっとって、男女共同参画社会基本

法は、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の 重要課題と位置づけています。人が性別にかかわらず、

社会の対等な構成員として、自らの意思により社会のあらゆる分野の活動に参画し、政治的、経済的、社

会的および文化的利益を平等に享受する社会、そして各人の個性が尊重され、多様な選択が保障され

る社会、そのような社会が「男女共同参画社会」です。 

男女共同参画社会の実現は、国、地方公共団体、国民すべてに共通に課せられた責務であり、高等

教育機関としての大学も、その一翼を担うべきことはいうまでもありません。教育・研究活動や学術・研究

分野における男女共同参画の促進について、大学が果たすべき役割は非常に大きいものがあります。 

日本学術会議で出された 2008 年 7 月の「学術分野における男女共同参画促進のために」という提言

の中のアンケート調査では、男女共同参画を推進するための活動の実施状況は全体的に低く、「特にし

ていない」との回答のあった 451 校の内訳は、国立大学の 35.1%に対し、私立大学は 78.4%にも達してい

ました。残念ながら、この数字を見ただけでも、男女共同参画に向けた活動が私立大学ではきわめて低

調であることは明らかです。 

しかしながら、科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業の採択校については、男女共

同参画推進のための組織や委員会が設置され、広報啓発活動が活発化し、統計的資料や問題分析も

進んでいることが明らかになりました。さらに、女性教員の増加のための取り組み、大学の意思決定に対

する女性の積極的参加、育児支援制度等で優れた実績を上げていることもはっきりしてきました。 

現在、「女性研究者支援モデル育成」事業には 45 機関が採択され、それぞれが各機関の教育理念や

特性を活かしつつ、ユニークな構想の実現とシステム改革に鋭意取り組んでいますが、このうち私立大学

は、東京女子医科大学、日本女子大学、早稲田大学、慶應義塾大学、津田塾大学、東海大学、日本大

学、上智大学、東京都市大学、東邦大学の 10大学しか採択されていません。全国に 773の大学があるう

ち、私立大学はその 77%近くを占めるにもかかわらず、採択数は全体の 4分の 1にも満たない状況です。 

国立大学は、すでに2000年に国立大学協会（国大協）により「国立大学における男女共同参画を推進

するための提言」がなされ、この中で「男女共同参画推進担当機関の設置」や「ポジティブ・アクションの

採用」、「理工系、その他特に女性の少ない分野への女性の参画の推進」などが挙げられており、早くか

ら男女共同参画推進体制が構築されてきました。 

この結果、北海道大学や名古屋大学では、それぞれ「ポジティブアクション北大方式」、「発展型ポジテ

ィブ・アクションプロジェクト」を展開し、全学予算を効果的に用いることで、部局の人事権を尊重しつつ非

常に積極的な女性増員策がとられています。2008 年 10 月の国立 7 大学シンポジウムでは、7 大学総長

による「U7“男女共同参画”に係る共同宣言」において、「男女共同参画社会の実現のために大学が負っ

ている重大な責務を自覚し、“公正な評価に基づく女性研究者の積極的登用”等を含めた施策に英知を

絞り、その実現に向けて真摯に努力する。」と宣言され、また、多くの大学で「男女共同参画」が大学の戦

略として位置づけられています。 

私立大学も、ぜひそれぞれが意識を高め、積極的な支援策を打ち出すことで、より多くの大学が後に

続いてくれることを期待し、ここに、私立大学における 10 大学の学長・総長等による内外に向けた取り組

みとして、男女共同参画を促進し実現することを高らかに宣言します。 
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１ 私たちは、教育・研究・就労の場における男女共同参画を実現するために、

全学をあげて、教職員・学生等の人的構成の男女格差を是正し、大学運営

の意思決定における男女共同参画の実現をめざします。 

 

２ 私たちは、各大学の教職員・学生等が、出産・育児・介護と教育・研究・就

労を両立させることができるための効果的で具体的な措置を講じます。 

 

３ 私たちは、男女共同参画社会における学問・研究が、世界をリードし地球

的規模で生ずるさまざまな問題の解決のために大きく寄与するものであり、

かつ、男女共同参画の実現が多様な生の共存にも貢献するものであること

を自覚しつつ、今後とも、新たな社会の創造に向けた知の結集・国際性豊

かで優れた人材の育成をめざします。 

 

４ 私たちは、学術分野での男女共同参画を強力に推進するために、女性研

究者の積極的採用、キャリア形成支援、育児・介護等と研究・教育の両立支

援などについて、私立大学としても社会に対する重大な責務と認識し、その

実現に向けて真摯に努力します。 

 

 

2009 年 12 月 4 日 

 

 

東京女子医科大学学長 

日本女子大学学長 

早稲田大学総長 

慶應義塾長 

津田塾大学学長 

東海大学学長 

日本大学総長 

上智大学学長 

東京都市大学学長 

東邦大学学長 

（採択年度順・50 音順） 



Ⅱ.平成 21 年度実施報告 

3.エンパワーメント支援 － （5）国内・国際連携 

229 

 

⑧Bryn Mawr 学長懇談会 出席 

 

【主題】 Bryn Mawr College 学長（Jane McAuliffe 氏）との懇談 

【日時】 平成 22 年 1 月 15 日（金） 

【場所】 ウエスティンホテル 

【参加者】 President Jane McAuliffe, Bryn Mawr College 

 Prof. Dennis McAuliffe, Bryn Mawr College（Italian） 

 平 山  尚 氏 ：東京福祉大学社会福祉学部長、大学院社会福祉学科長、 

 テネシー大学名誉教授 

 広中 和歌子氏：参議院議員、民主党 

 勝  悦 子 氏 ： 明治大学副学長、政経学部教授  

宮川 祥子氏：慶應義塾大学准教授、看護医療学部 

 大川 恵子氏：慶應義塾大学教授, メディアデザイン研究科  

 伊木 和子氏：上野学園大学名誉教授(英文学)  

 森  洋 子 氏 ： 明治大学名誉教授（西洋美術史） 

 

Bryn Mawr Collegeは、米国ピッツバーグ州にある女子大学である。7 Sistersと呼ばれる米国の7

大女子大学の一つであり、津田塾大学創始者である津田梅子が留学した大学としても知られて

いる。 

 

Bryn Mawr College 学長の Jane Dammen McAulifee 氏より、日本の女子大学生や女性研究者の

現状のヒアリングと、Bryn Mawr Collegeとの教育研究における連携の可能性をディスカッションし

たいとの要請があり、慶應義塾大学からは、メディアデザイン研究科の大川恵子教授と、看護医

療学部の宮川祥子准教授が懇談会に出席した。大川教授からは、現在メディアデザイン研究科

で取り組んでいる、ゴールドマン・サックスと共同で取り組んでいる「一万人の女性プログラム」に

ついての説明を行った。宮川准教授からは、日本における女性研究者の現状と課題、また、文

部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援システム改革」の紹介および同課題における

慶應義塾大学の取り組みについての説明を行った。
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4.研究推進・調査 

女性研究者支援に資するワークライフバランスや男女共同参画に関するニーズ調査・プログラム評

価を行いワークライフバランスに関する研究を推進して、女性研究者にとって 適な支援体制の構

築、運営、発展に努めた。 

 

 項目 実績 

 

●H20 年度：慶應義塾大学に在籍する常勤研

究者 2,298 名を対象にワークライ

フバランスと男女共同参画に関す

る調査を実施 

①湘南藤沢キャンパス 一時保育ニー

ズ調査 

○H21 年度：キャンパスの専任教員・有期

専任教員に対して調査を実施

（1）ワークライフバランス・

男女共同参画に関す

るニーズ調査 

②日吉キャンパス アンケート調査 ○H21年度：H20年度に実施した全学調査

を受け、日吉キャンパスにお

ける具体的な意見を吸い上げ

る 為 、 日 吉 地 区 専 任 教 員

370 名に対して調査を実施 

（2）ワークライフバランスに関

する研究推進 

①ワークライフバランス研究センター

における活動 

●H20 年度：情報収集の為、他大学のシンポ

ジウムに出席、有識者との面談、

また本学で行われるワークライフ

バランスをテーマとした講義に対

する講師紹介などのアレンジメン

ト的サービスを実施 

○H21 年度：各種シンポジウムに参加、他

大学の事例研究を行い、有識

者との面談等を通じて継続的

な情報収集に努めた 

（3）外部評価委員会によるプ

ログラム評価 

 ●H20 年度：平成 21 年 3 月 26 日実施 

○H21 年度：平成 21 年 3 月 8 日実施 
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（1）ワークライフバランス・男女共同参画に関するニーズ調査 

①湘南藤沢キャンパス 一時保育ニーズ調査 

●実施事項 

2010 年春から、湘南藤沢キャンパスワークライフバランス研究センターにて一時保育サポート

（詳細は別項）が実施されることに伴い、湘南藤沢キャンパスにおける潜在ニーズ、また、一時保

育サポート事業への理解を把握するために、キャンパスの専任教員・有期専任教員に対して調

査を行った。 

 

調査票は、12/2 に開催された総合政策学部・環境情報学部合同教員会議および 12/16 に開催

された看護医療学部学部全体会議に出席した教員に対して配布された。配布数は総合政策学

部・環境情報学部が 88 枚、看護医療学部が 37 枚である。回収数は総合政策・環境情報学部が

22枚、看護医療学部が26枚であり、回収率はそれぞれ25.0%、70.3%であった。全体の回収率は

38.4%であった。回答者の属性は女性が 66.7%、男性が 33.3%で、職位については専任教員が

60.4%、有期専任が 33.3%、その他が 6.3%であった。 

 

回答者全員が一時保育サポートの実施に「賛成」、もしくは「どちらかといえば賛成」と回答した。

利用に関しては、「すぐに、もしくは近い将来使いたい」という回答が6名(12.5%)、「必要な状況に

なったら使いたい」という回答が 23 名(47.9%)で全体として 60.4%が「使いたい」と回答した。一時

保育サポートの実施場所については、ワークライフバランス研究センター内およびその周辺とい

う現状案を 60%以上が支持したが、他方で屋外での実施についても 51%の支持があった。実施

時間帯については、平日の 9:00～17:00 という現状案に対して、夜間早朝および土曜日の実施

についても、それぞれ 75.6%、80.0%の支持があった。自由回答欄では、保育園がサポートしてい

ない夜間や休日、特に入試期間中のサポートの必要性が指摘されていた。また、安全性につい

ての配慮や、経験の少ない学生が保育をすることへの対応の必要性についての指摘があった。 

 

●課題 

全体として、一時保育サポートの実施についての支持は高く、その意義は十分に理解されてい

ると思われる。将来的なものも含めた潜在ニーズは60%を超えている一方で、実施時間帯等につ

いて、必要なニーズを完全には満たしていないということも明らかになった。一時保育サポート事

業の実施時間帯等の枠組みは、安全性への配慮を優先し、平日の 9:00～17:00 となっているが、

今後、経験とノウハウを蓄積しながらより幅広いサポートにむけて検討を進めていく必要があると

考えられる。 
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（参考資料 21）調査票 
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②日吉キャンパス大学教員のワ－クライフバランスに関するアンケートフォローアップ調査 

●概要 

平成 20 年度にワークライフバランス研究センターで実施した全塾アンケートを受け、日吉のワー

キンググループでは、問題意識がある教員より具体的な意見を吸い上げるため日吉地区専任教

員を対象に、記述式のアンケートを実施した。昨年度の全塾規模の調査ではマークシート式の

アンケートが実施されたが、日吉ワーキンググループでは、その結果の分析の過程で、いくつか

の点に関してより具体的な意見を吸い上げる必要があると判断し、記述式の回答形式（完全無

記名）をとった。 

●実施主体 

日吉キャンパスワーキンググループ 

法学部：鈴木透 

体育研究所：佐々木玲子 

スポーツ医学研究センター：小熊祐子 

●調査概要 

1. 調査期間 

 記述式（全 7 問）の調査票を教員メールボックスへ投函した。 

 6 月 15 日を締切としていたが、回答が少なかったため、6 月末まで延期した。 

 

2. 対象者 

 日吉地区専任教員 370 名 

  

3. 回収 

 25（返却率 6.7％） 

●調査項目  

1.大学教員の働き方に関して 

2. 生活時間の確保に関して 

3. 研究者支援に関して 

4. 男女共同参画に関する啓蒙活動 

5. 地域との連携 

6. 他大学等の事例 

7. ＷＬＢ（ワークライフバランス研究センターおよび日吉 WG）に関して 
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●回答（抜粋） 

１ ［大学教員の働き方に関して］ 現行の制度では、フルタイムで働くか、あるいはサバティカル／

育児休職のように完全に休むかのどちらかしかなく、その中間的な働き方が制度上はありませ

ん。様々な事情を抱えていても大学教員が働き続けやすい環境を整備するためには、この点を

改善する必要はないでしょうか？もし、そうだとすれば、具体的にどのような制度が望ましいと考

えますか？ 

■回答 

 乳幼児を持つ女性教員には責任コマ数・就業時間を減らす 

 ジョブシェアリングや専任教員のパートタイム勤務導入 

 夕方以降の仕事は強制されないことを規則化 

等、時間短縮や雑務軽減を望む声が多数ある一方、 

 現行制度でも必要 低限の義務を果たせば比較的自由な労働形態がとれる職種である 

 今のままで良い 

等、現状維持で良いとの声も複数あった。 

 

２ ［生活時間の確保に関して］ 授業や研究活動以外の会議などの学内の用事が夕方以降に設定

されることがよくありますが、結果的に個人の、あるいは家族との生活時間が犠牲になることも多

いかと思います。こうした状況は、改善する必要はないでしょうか？もし、そうだとすれば、具体的

にどのようなルール作りが求められるでしょうか？ 

■回答 

 夕方の会議を原則開催しない 

 会議時間の短縮、不要な会議を行わない 

 会議は決まって三田キャンパスで夕方より設定されるため往復時間が負担となる 

 ＴＶ会議を設定して欲しい 

等、会議のルール設定についての意見がほとんどであった。 
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３ ［研究者支援に関して］ 子育てや介護と大学教員としての教育・研究活動の両立が困難に感じ

る点を具体的に教えてください。また、それを支援する具体的な方法として、どのようなサービス

やシステムがあったら便利でしょうか？（土日や夏休み期間等を含めて考えていただいて結構で

す） 

■回答 

 放課後や子どもの長期休暇の安全確保が難しいと考える。キャンパス内での学童保育施設

の設置と運営をお願いしたい。 

 介護ヘルパーやベビーシッターにかかる費用の援助や子どもが病気のときのサポートがあ

れば助かる。 

等、勤務中に安心して預けられる施設の要望、金銭的支援の要望が高かった。 

 

４ ［男女共同参画に関する啓蒙活動］ 男女共同参画社会に対する問題意識をより多くの人が深

めるべきだという意見が、前回のアンケートでは多数寄せられました。日吉キャンパスでこうした啓蒙

活動を進める場合、学生向け授業の設置や講演会の実施などの方法が考えられますが、具体的に

どのような人々にどのような話題をどのような形式で提供してもらうと良いと思いますか？ 

■回答 

 講演形式だけでなく「ワークショップ」など参加型の企画にてロールプレイ、ケースを想定し

た話し合いをするとよい 

 保育活動に学生に参加してもらう機会、制度の提供 

 男性側の意識も変えられるような方の講演 

 男女、国内外、業種問わずオムニバス形式での授業を行う 

等、参加型の講演・授業を求める声が多かった。 

 

５ ［地域との連携］ 大学教員のワ－クライフバランスの改善を、大学自身の力だけで実現するには

自ずと限界があります。キャンパス周辺の地域社会との間でどのような協力関係を築いていくこと

が有効だと思いますか？ 

■回答 

 地域社会に知の還元をするのが大学であれば、地域社会における協生のパワーやノウハウ

を利用させてもらうよう働きかけること 

 限界があるとあきらめず慶應義塾大学だけでも努力してよいシステム作りをして、模範を示

すべき 

 大学の夜の研究活動について地域と理解があると感じている 

 

等、まずは大学側で工夫をしてからという声があがった。 
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６ ［他大学等の事例］ ワークライフバランスの改善をめぐって他大学等が実施している制度で、慶

應でも導入を検討すべきものがありましたら、教えてください。 

■回答 

 公的な会議を原則として１７時以降に行わないことを宣言（東京大学） 

 大学が直接運営に関わる保育園の設置（東京大学） 

 夏休みキッズサイエンススクール（京都大学） 

 幼児、学童おむかえシステム（京都大学） 

 ＯＢ（ＯＧ）が後輩をサポートする組織作り（日本女子大学） 

 祝日出勤に伴う介護ヘルパー、ベビーシッター費用のサポート（早稲田大学） 

 

７ ［ＷＬＢに関して］ ワークライフバランス研究センター（ＷＬＢ）で取り上げて欲しい問題や、ＷＬＢ

に対するご意見やご希望があれば自由にお書きください。 

■回答 

 ワークライフバランス研究センターが行っている様々な支援活動が女性のみを対象としてい

ると誤解している方が多い。男性研究者にも男女共同参画に積極的に参加していただき、

意識改革を図る必要がある。 

 博士課程後期の学生や助教授（有期）の方たちの直面する問題 

 助成金のある間だけでなく、長続きすることを願う 

 両立を考えている人々にとって、周りの無関心・無理解が大変辛いことだと思う。協力し合え

る職場となるような意識改革につながることをやってほしい。 

 子どもがいない人、介護の心配がない人であっても関心を持ってもらえるような啓発活動が

必要。 
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（2）ワークライフバランスに関する研究推進 

 

①ワークライフバランス研究センターにおける活動 

2009 年  

4/2 ●三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員 矢島洋子氏の「女性の

ライフプランニングに資する学習支援普及プログラム策定調査」に協力。「ライフプランニ

ング支援」とは、従来の学生を対象とした就業支援に加え、長期的なキャリアやライフプ

ランを検討するための情報提供・研修・相談・ネットワーク作り等の取り組みをいう。女子

学生を意識した本学の取り組みを中心にインタビューを受ける。 

4 月上旬 ●本学内における一時保育サポート事業実施に関する保険付保の件で東京海上日動火

災保険㈱と意見交換。本学学生を一定の養成講座受講後保育サポーターとして一時

保育サポート事業に関与させるにあたり、子どもと学生双方の安全と万一の損害等を補

償するための環境整備を図る。 初、センターとしては自治体が運営するファミリー・サ

ポート・センターにおける保険付保方式の援用を考えていたが、東京海上日動火災㈱と

の意見交換のなかで本学独自の保険付保の可能性も議論しつつ、 終的には保険の

カバーする対象の適合性や既存制度の活用という観点から「スポーツ安全保険」へ加入

することに決定（「スポーツ安全保険」の詳細は「2.育児支援 (1)保育支援 ①一時保育

サポートプログラム 4）保険の整備」参照）。スポーツ安全保険への加入決定に伴い、そ

の制度に学内での保育環境を適合させる具体的措置へと議論が移る。 

4/18 ●人文・社会科学系分野における若手研究者育成と女性研究者支援」第 2 回研究会（東

京大学）に出席。「大学における保育事業／保育施設」というテーマのもと、3 つの大学

より各校の育児支援の取り組みについて報告された。東京大学では院生中心の子育て

サークルにおいてランチ会や男女共同参画室との協同シンポジウム等を実施しているこ

と、東北大学・東北大学川内けやき保育園では保護者会（大学教職員）と園との連携が

密であるなか、園児が学生と部活やサークル等の活動を一部一緒に行っていること、京

都大学では女性研究者支援センターが自治体や NPO 法人と連携し育児・介護支援、

病児保育等さまざまな活動を行っていることが説明された。質疑応答時間には、東京家

政大学ナースリールームより、ニーズに応える施設整備も大事であるが保育の質が も

重要であるため、保育時間は他施設よりも短く設定している、保護者はここの保育理念

に納得して入所しているため時間内に集中して研究・業務をこなしているとの報告があ

った。 

4/22 ●女子学生の理系進路選択の件で（社）日本家庭生活問題研究協会と意見交換。同協

会は、個人と組織がワークライフバランスを実現する意思を持ち、行動することがその人

自身の人生を充実させ、企業の業績向上につながると考え、フォーラムやワークショップ

の開催、冊子の発行などの活動を展開している。女子学生の進路選択に際して、文科

系に偏向しやすい特殊日本的社会状況につき意見交換するとともに、科学技術振興調

査費事業として女子の理系選択を促す取り組みを進めている諸機関・大学の実情等を
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報告。 

5/26 ●女性医師支援の件で厚生労働省職業家庭両立課（定塚課長）と意見交換。出産・育児

に伴い少なからぬ女性医師が研究や医療業務を断念せざるを得ない現状に鑑み、女

性医師のニーズに特化した保育所整備やそのための公的支援の可能性につき陳情し

たが、現行制度下では特定職種の母親に対してのみ行政が育児支援の枠組みを提供

することは難しいとの回答を得る。事業所内保育所に対する公的支援等、たとえば院内

保育所の運営においては使いづらい現行支援策等については今後も議論を重ねる。

三四会（本学医学部同窓会）女性支援室・池田美智子医師が同行。 

6/2 ●科学技術・学術審議会基本計画特別委員会・第 4 期科学技術基本計画のための基本

計画特別委員会を傍聴。主たる論点は基礎研究の充実、大学院改革、若手研究者の

育成に関するものであった。日本の博士は実際のニーズに比して多すぎる、純粋な学

術研究を目指す人材とイノベーションを担う人材に二分して大学院教育を行う必要があ

る、学生への経済支援不足やキャリアパスの不透明さが若年層の博士離れを助長して

いる、博士課程の流動性を上げるために博士課程は出身大学以外から多く取る工夫が

必要、就職につながらない大学の基礎研究の疲弊は優秀な留学生確保ができない一

因でもある、など多様な問題提起がなされた。 

6/8 ●本学の金子郁容 政策メディア研究科教授の研究会において、神奈川県認証 NPO 法

人 あっとほーむ（学童保育所）の代表 小栗ショウコ氏による講演があり、参加した。あっ

とほーむの取り組みについての特集番組（DVD）を観賞した後、小栗氏より、あっとほー

むを設立した経緯、保育理念、運営状況等について詳細に伺った。約 10 年間の会社

員時代に“男女の壁”を目の当たりにしたため退社し、妊娠・育児中の女性が気持ちに

ゆとりをもって仕事を続けられる環境づくりを決意したとのことであった。一軒家を借り、

子どもたちが我が家にいるような気持ちになれるよう、少人数（1 日 15 人が目安）で保育

を行っており、原則的には満 3 歳～小学生以下の子どもを 21 時まで預かるが、人数に

余裕がある場合や、保護者との信頼関係が確立している場合など、臨機応変な対応も

行っている、とのことであった。講演会場には、実際にあっとほーむに通う子どもが数名

来ていたが、皆、小栗氏を慕っている様子がみてとれた。保護者や子どもとの信頼関係

を大切にしながら活動していることが端々で感じられる講演だった。ワークライフバランス

研究センターで行う一時保育サポートプログラムにおいても参考にしたい内容であっ

た。 

6/12 ●慶應義塾メディアデザイン研究科とザ・ゴールドマン・サックス・グループインクによる共

同イベント「10,000Women(1 万人の女性)」に出席。新興国を中心とした女性に向けてビ

ジネス・経営学の学習の機会を提供するプログラムについての発表聴取。 

6/15 ●第 40 回 ESRI－経済政策フォーラム「ワーク・ライフ・バランスと生産性」に出席。わが国

よりも相当短い労働時間と長い休暇の下で経営を成り立たせている欧州諸国の働き方

についての事例報告とともに、わが国においても同様のワーク・ライフ・バランス環境を提

供しつつ、企業業績や時間当たり生産性を挙げている企業の取り組み方について報告

を受けた。そのうえで、「欧州諸国との働き方の違いから見えてくるもの」および「ワーク･
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ライフ･バランスと生産性のメカニズム」という二つの視点からパネルディスカッションが行

われた。社員の自立的な働き方、それに対する管理職のあり方、全体としての評価の仕

組み、の３点を有機的かつ有効なものとして構築し、ワーク･ライフ･バランスが企業の生

産性向上につながる条件とは何かが議論され、管理職のマインドのリセットの必要性とそ

れに対するトップダウン的リーダーシップ行使の不可欠性が提案された。女性にとって

のワーク・ライフ・バランスを考える場合には福利厚生的観点からではなく、企業の競争

力向上を目的に据えてワーク・ライフ・バランス関連施策を推進することが重要であると

の意見も出された。そこでは男性の意識変革の必要性が併せて強調されるとともに、社

員に「生活を変えてみる体験」をさせることの意義なども言及された。 

6/26 ●内閣府「平成 21 年度男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」に出席。男女共

同参画社会基本法制定 10 周年を受けて、岩男壽美子・本学名誉教授の基本法制定の

際のエピソードを交えた挨拶に続き、「これからの男女共同参画社会への展望と期待」と

題する鼎談と、パネルディスカッション「チェンジ！チャレンジ！共同参画！－新たな時

代・生き方へ向けて」が行われた。多様性こそが社会の活力・競争力の源泉であるとの

共通認識の上に、大学における男女共同参画の現状が取り上げられ、その他の分野同

様、女性の潜在能力を可視化する必要がある一方で、男性がそれをどう認知していく

か、意識変革の必要性が議論された。「経済成長につながる仕事してのワーク」の上に

成立する男性的ライフと、「貨幣に還元できない家事、育児、地域活動等のワーク」に基

づく女性のライフの２つのワークライフをバランスさせることが重要だという指摘に共感を

覚えた。 

7/1 ●大学内保育所の取り組みを視察するため、東大本郷けやき保育園（東京都文京区本

郷）を訪問した。事前に東京大学内の保育所全般に関する質問事項をメールにて送り、

渡井いずみ 男女共同参画オフィス特任助教より回答をいただいた。東京大学の学内

保育所は認可・認証・大学直営の 3 種類、計 7 園あるため、設置母体による違いの有無

について尋ねた。取り組み（保育内容・行事等）については各園で独自性があること、保

育（者）の質については保育士の経験年数は直営保育所の方が少ないが保育士への

研修等検討していること、保護者の考え方については特に設置母体の違いにより利用

上の感想等に差はないこと、長所・短所については一長一短でありたとえば入園選考時

に大学が関与できれば大学からの運営拠出金は多く必要であること、などがわかった。

外国人については、そもそも申請が困難であることから直営保育所への申請が多いこ

と、国籍が多様であると現場の対応は大変であるが、子どもが多様性を学ぶ良い環境と

なっていることも伺った。視察当日は、東京大学労務・勤務環境グループ副課長の伊藤

嘉朗氏より、運営組織や運営状況等について話を伺った。保育所を運営するためには

相当な資金が必要であるが、東京大学 130 周年記念の寄附金を建築費に充てたり東京

都からの助成を受けるなどして工面しているとのことであった。本郷けやき保育園には外

国人の子どもが多く、食事の好みや制限等にも文化や宗教の影響があり、可能な限り個

別に対応しているとの園長先生の話も印象的であった。 
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7/2 ●東京医科歯科大学女性研究者支援室主催「研究者・医療者のキャリアデザイン～あな

たらしいワークライフバランスのために～」に出席。女性医師の復職支援プログラムに取

り組む東京医科歯科大学の事例や、女性医療人の支援策として 60 名以上の子どもを

預かる院内保育園を擁する岡山大学の取組などを聴取。医学部をもつ本学として参考

とすべき課題を数多く発見。 

8/28 ●日本教育学会第 68 回大会（東京大学）に出席。[テーマ型研究発表] 「大学における

次世代育成支援」というテーマのもと、各研究者より発表が行われた。大学における保

育の意義および課題をアメリカ・カナダの大学内保育施設訪問を通して検討・提起して

いる研究、育児中の女性大学院生への聞き取り調査によって育児と研究の両立にまつ

わる葛藤について検討している研究、文系女性非常勤講師の支援における課題につい

ての研究等の報告があった。討論においては、大学内保育施設は事業所内保育所で

あり託児施設の基準を押さえていれば良いが、保育の質を向上させるためにはその基

準では十分ではない、“学内保育所は認可保育所に入るための腰かけ”という意識では

質は低いまま、といった議論がなされた。 [シンポジウム] 「教育学研究における若手研

究者育成」というテーマのもと、3 名の研究者の発表、指定討論者によるコメント、および

全体討論があった。これまでの女性研究者支援は女性比率の低い理系研究者・否若手

研究者に限定されてきた、女性研究者を既存の「研究者」像に近づけることに重点が置

かれてきた、有能な若手の非正規雇用や無職状態の原因は大学院生の増加自体には

なく増加に見合うキャリアパスの不準備にある、といった主張がなされた。討論において

は、有期教員は必ずしも悲観されるものでなく無職状態の方が問題であるとの意見に対

し、女性研究者は有期教員のように不安がつきまとうような状況では結婚・出産を控えざ

るを得ないとの反論があった。また、無職など不幸な状況の人を減らすためには大学院

の規模を縮小した方が良いのではとの意見に対し、豊かでなくても皆自分の研究にやり

がいを感じているのだから不幸ではないとの反論があり、さらにそれに対し、お金になら

なければ本当に優秀な人が大学院には来なくなるとの反論があるなど、活発な議論がな

された。 

9/8 ●つくば６研究機関男女共同参画合同シンポジウム「好奇心が開く つくば発 共同参画

文化の扉」ポスターセッションにおいてパネル展示を行った。 

10/7 ●第7回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム「持続可能社会と男女共同参画」に出

席。午前の部は分科会 A「学協会での男女共同参画のとりくみ」に参加し、男女共同参

画を人材育成や若手支援の見地から推進することの意味について学ぶ。女性会員の多

くは若い年代に集中し、年齢が高くなるにつれ数が少ないことから、若い女性会員に加

え、若手男性会員も巻き込んだ形で男女共同参画に向けた取り組みを進めることが肝

要である。人材育成や若手支援の切り口を強調することにより、男性にとっても男女共同

参画を自分自身の問題として捉えるきっかけを与えることができる。午後の全体会議Ⅰ

では、女性研究者が妊娠・出産、育児、介護等のライフステージにおいて研究を断念せ

ざるを得ない、あるいは復職が困難であることに鑑み、業績評価における育児・介護等

への配慮が必要であり、また、リーダーシップをもつ女性研究者の育成を組織的にサポ

ートすることが不可欠だという議論が行われた。全体会議Ⅱでは、「持続可能社会に向
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けての女性研究者・技術者への期待」をテーマに複数講師が講演を行った。女性活用

の意義を①人材の有効活用、②新たな価値創造、③労働力人口の確保、④国際競争

力の強化、であると定義し、女性活用が経済効率の向上だけでなく企業価値の向上に

もつながるとした議論に深い共感を覚えた。 

10/8 ●第 1 回日本大学男女研究者共同参画国際シンポジウム「女性研究者の活力を生かす

～女性の研究リーダーを育てるには～」に出席。日米独の女性研究者を招き、女性の

活用だけでなく、女性のリーダーシップ育成の必要について熱心な議論が展開された。

日本の産業界が直面している変化を①国際競争の激化、②急速な技術革新、③ビジネ

ス・モデルのパラダイム・シフト、④若年労働力の減少、とみなし、こうした課題のキー・フ

ァクト・ソリューションは使われていない女性の活用を中心とするダイバーシティであると

いう議論が提起された。これに対し、日本社会に内在するジェンダー・バイアスや、ワー

クライフバランス関連施策あるいはキャリア開発施策の貧弱さ、さらには職場におけるそ

うした認知の欠如が障害となっている。女性を早い時期に責任あるポジションにつけ鍛

えることが日本の組織に強く要請されているとの主張に賛同した。 

10/25 ●社団法人日本女医会主催・第 3 回医学を志す女性のためのキャリア・シンポジウム「女

性医師が働き続けられる環境の実現に向けて」に出席。日本医師会が行った「女性医

師の勤務環境の現況に関する調査報告」をたたき台に、女性医師の肉声やさまざまな

提案が熱心に交換される場となった。大学医学部卒後の10年の期間、大学病院等での

勤務と出産・育児を両立させるシステムが必要であるとの主張に続き、都市部と地方部

の女医に対する支援のあり方は異なるべきだとの発言があった。 もニーズの高い項目

の一つである病児保育についても、施設型（院内・院外）、非施設型など選択肢が必要

であり、女性医師のための支援策は個々のニーズに丁寧に対応するオーダーメイド型

が理想であるとの議論が行われた。 

10/28 ●厚生労働省・女性の活躍推進協議会主催「企業とポジティブ・アクションを考えるシン

ポジウム」に出席。「ポジティブ・アクションの取組を成功させるために」をメインテーマ

に、多様な立場からのパネリストによる議論が行われた。共感を覚えたのは、女性登用

の目標設定は具体的に描く必要があるという意見だった。人数や割り当てを明記した数

値目標を掲げることで変化のスピードは速くなるものの、ただの努力目標では環境変化

は引き出しにくい。組織全体での女性活用・登用の取り組みに成功するカギは、①トップ

に近い位置に特別な体制を設置する、②行動計画を作る、③トップのコミットメントと発信

を欠かさない、の 3 点に要約できるとの議論に賛同した。 

10/30 ●名古屋大学 「女性研究者のキャリア深化のためのシステム改革」シンポジウム・ポスタ

ーセッションにおいてパネル展示を行った。 

11/2 ●榊原智子・読売新聞東京本社生活情報部記者にインタビュー。国際福祉機器展の際

に開催された、2009 国際シンポジウムにおける「ヨーロッパ各国の女性の職域進出と育

児環境」での議論を伺う。当日の講演者であるスウェーデン・ストックホルム大学のリビ

ア・オラー准教授によると、1960 年代以降の欧州の家族形態の変化のポイントは、①過

去 50 年間で劇的に変化、②60 年代初めに「若く結婚」、「高い出生率」、「離婚や非伝
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統的家族がほとんどない」という"家族の黄金期“は終焉、③20 世紀後半には「出生率減

少」、「晩婚」、「結婚の減少、新しいカップルの登場」、「家庭生活の解消の増加」が進

む、④ただし、程度や速度は国により著しく異なり、女性の就業の変化や各国の家族政

策と連動している、ということに要約される。出産の高齢化、すなわち初産年齢が高いこ

とにより出生率は抑制されるだけでなく、経済的観点からは、高齢出産の場合カップル

の労働市場での地位が確立しているため、相対的に豊かな環境で子育てをすることが

可能となる。他方、医学的、人口学的観点からいえば、高齢出産は介助出産の必要や

繁殖力の低下等のリスクを高める。また、人々が子どものいないライフスタイルに慣れて

しまい、子どもをもつ優先順位が下がり、社会全体としても子どもをもたない人を増加さ

せる原因となりやすい。子どもをもたない人の増加によって、従来、大家族が世代間依

存を通して果たしてきた補完の必要性が失われ、年金額や公的医療の質、老人介護の

質が低下することになる。つまり、出生率は社会保障制度の将来に強い関連性をもつ問

題だと結論されることになる。60 年代から 90 年代かけて倍増した離婚率に関しても、夫

婦関係の安定性弱化は、女性が単独で育児するリスクを高めるゆえに出産に影響を及

ぼすと断じられた。一般的に「危機的水準」と考えられる出生率は 1.5 であるとし、それを

下回る日本の現状に対して警鐘が鳴らされた。次世代の人数があまり減少しない社会

に比べて、人口減少のなかで高齢化が急速に進むわが国のような社会では、年金・医

療制度など公的支出の増加圧力が高く、新しい科学技術に も適応できる若年労働者

の減少で経済競争力も低下する。科学技術の進歩が加速するこれからの時代において

極めてゆゆしき問題であるという思いメッセージが残された。 

12/1 ●千葉大学 第４回シンポジウム「千葉大学における男女共同参画～次のステップに向

けて～」ポスターセッションにおいてパネル展示を行った。 

12/8 ●新潟大学「キャンパスシッターによる育成・支援プラン」第２回シンポジウム「女性研究者

が活躍できる大学をめざして」ポスターセッションにおいてパネル展示を行った。 

12/18 ●独立行政法人経済産業研究所主催 BBL セミナー「ワークライフバランス－実証と政策

提言」に出席。山口一男・シカゴ大学教授の近著を基にした解説があり、その後の質疑

応答に参加した。男性・女性を問わず、仕事も家庭もどちらも犠牲にしないですむ社会

をつくることがワークライフバランスの目的だが、わが国におけるワークライフバランスの

欠如は、戦後の高度成長期にわが国が発達させた雇用システムや、それを補完する家

族のあり方が、現在の日本社会を機能不全に陥れていることの結果であり、少子化も、

男女共同参画が進まないことも同根の問題であることが実証的に示された。そのうえで、

こうした日本社会をどのように変えていくべきかについて、教育、少子化対策、雇用制

度・時間、市民社会の推進、という 4 つの視点から具体的な政策提言がなされた。 

12/19 ●社団法人日本私立大学連盟主催・平成 21 年度「学術推進フォーラム」に出席。科学技

術振興調整費の「若手研究者養成」および「女性研究者支援」にかかるシステム改革に

ついて理解を深めるとともに、鳩山・民主党政権下で行われた事業仕分けにおける関連

予算案の取扱等の報告とその課題や対策についてさまざまな意見交換がなされた。 
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2010 年  

1/26 ●病児保育の取り組みを視察するため、東邦大学病児保育室 ひまわり を訪問した。東

邦大学では、科学技術振興調整費事業の採択が決まった昨年 5 月の時点ですぐに大

森地区での病児保育の立ち上げを決定し、情報収集を開始、施設型あるいは非施設型

のいずれを採用するかとの議論を進めるなか、さまざまな保育施設を見学するとともに複

数回にわたる「病児保育会議」を開催する等精力的な検討を重ねた。保育施設として主

に看護師が居住する若草寮の一定スペースを使用することを決定した後、10 月には専

任の病児保育室室長を着任させ病児保育立ち上げの作業は一挙に進み、保育士や看

護師の雇用を固め、保育室の改修が行われた。今年に入り 1 月 14 日の内覧会を経て

18 日に開設したばかりの保育室を訪ね、同大学の病児保育に係る詳細を学ばせていた

だいた。 

当日は東邦大学教育・研究支援センター長の中野弘一先生と病児保育室室長の渡邊

美砂先生に加え、看護師 1 名、保育士 1 名の計 4 名の方にインタビューを行った。 も

感銘を受けたことは、病児保育施設の運営にあたり理念のうえでも、また具体的な支援

のあり方としても、同大学がこれまでに培ったリソースが十二分に活用されていることであ

る。東邦大学には約 40 年の歴史を誇る東邦大学保育園が併設されており、そこで 20 年

のキャリアを積んだ保育士を今回、病児保育室の主任保育士として配置したという。渡

邊室長ご自身も同保育園でお子様を育てられ、また、保育園の園医を長く経験された

方である。大学病院併設型の病児保育室として、小児救急医療に精通した小児科医と

連携を図るだけでなく、病院の管理栄養士が準備する年齢相当の病院食を給食として

提供し、アレルギー食にも対応可能である。こうした病児保育現場の重層的なリソース活

用の土台をしっかり支えているのが、東邦大学開校以来の同大の理念である。1925 年

に女子の理科系教育の向上と健全な人間性の育成を目標として創設された同大学で

は、医学部は帝国女子医学専門学校を前身とし、広く社会に貢献できる人材の育成に

努めてきたという。その理念を軸に学校法人が積極的に女性研究者支援体制をバック

アップする構図の中で、病児保育事業が迅速に決定され実施されている。 

平成 21 年度は東邦大学の女性研究者の子どもだけを対象とした事業に留まるものの、

平成 22 年度以降は新たな職位を創設することにより利用対象を順次拡大し、 終的に

は全職員が利用できる施設を目指している。また、東京都目黒区および千葉県佐倉市

に点在する他キャンパスとの間で移動車両を運行させることで、同地域で活動する女性

研究者の子どもの病児保育もカバーしていく計画も検討中である。 

東邦大学病児保育室 ひまわりの活動のその他詳細については、以下のサイトをご参

照いただきたい。http://www.danjo.toho-u.ac.jp/activities/sick_child_care.html 

3/5 ●岡山大学「第 3 回交流サロン」においてパネル展示を行った。 

3/6 ●岡山大学「男女共同参画推進国際シンポジウム」ポスターセッションにおいてパネル展

示を行った。 
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実施期間（平成 20 年 7 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）終了時における具体的な目標設定に

対して、平成 21 年度の進捗状況を下記に記載する。 

 

1）本計画の実質的な実行機関である「ワークライフバランス研究センター」に専任の女性研究者

を雇用し（目標２名）、本計画の実施期間終了までに継続的な女性研究者支援のための基盤

整備を行う。 

⇒ 平成 20 年 10 月 1 日付で、特別研究准教授を 1 名着任させた。 

⇒ 平成 21 年 4 月 1 日付で、特別研究助教を 1 名着任させた。 

 

2）本計画推進のために設置する男女共同参画ワーキンググループを本計画の実施期間の終

了までに恒常的な組織である男女共同参画推進室に再編成する。 

⇒ 平成 21 年 3 月 1 日付で、男女共同参画室が設置れた。 

⇒ 平成 21 年 4 月付で、男女共同参画室に男女共同参画推進委員会を設置した。 

 

3）学内に人事担当理事直属の検討委員会を立ち上げ、時短労働に相当するワークロード軽減

制度導入の策定・導入を行う。 

 

⇒ 勤務制度整備の一環として、本学人事部において有期教員への育児休職制度の

適用や時短労働に相当するワークロード軽減制度の策定・導入について検討中で

ある。 

 

4）ベビーチェアとオムツ替え台を備えたトイレを各キャンパスに 低 2 箇所ずつ設置する。 

⇒ 平成 21 年 3 月までに、各キャンパスに 低 2 箇所ずつ設置した。 

 

5) 育児支援の実施のために、短時間の預かり保育を担うサポーター（学生・地域住民等）を 200

名以上登録する。 

⇒ 平成 21 年 3 月までに 15 名の一時保育サポーター（学生）を追加登録した。 

⇒ 平成 22 年 3 月までに 29 名の一時保育サポーター（学生）を追加登録し、合計 44

名になった。 
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6) 育児や介護の地域資源に関する情報をキャンパスの所在地区ごとに 100 件以上、合計 500

件以上を登録し、ホームページを通じて閲覧可能にする。 

⇒ 平成 21 年 3 月までに、300 件以上の情報を登録し閲覧可能とした。 

⇒ 平成 22 年 3 月現在、457 件の情報を登録し閲覧可能とした。 

7) 女性研究者の情報交換のためのコミュニケーションシステムを構築し、本計画の実施期間終

了にまでに 60 名以上の女性研究者を登録する。 

⇒ 平成 20 年 10 月に本事業のホームページを開設した。また、平成 21 年 3 月にワー

クライフバランス研究センターのリーフレットおよびニュースレター創刊号をそれぞれ

発行した。平成 21 年 3 月にネットワークシステムを活用したコミュニティサイトを開設

した。 

⇒ 平成 21 年６月にニュースレター第２号、11 月に同第 3 号、平成 22 年 3 月に同第 4

号をそれぞれ発行した。 

⇒ 平成 22 年 3 月現在、コミュニティサイトに 25 名の女性研究者が登録しており、男女

問わず学生や職員を含む登録者総数は 80 名となった。 

 

8) 育児・介護を経験した女性研究者がどのようにキャリアパスを構築したかに関するケースを本

計画の実施期間終了までに 30 件以上収集し、コミュニケーションシステムを通じて女性研究

者に対して閲覧可能にする。 

⇒ 平成 21 年 3 月までに 20 件のケース収集を行った。 

⇒ 平成 22 年 3 月までに 6 件の追加事例を収集した。 

 

9) ワークライフバランス、女性研究者のキャリア構築に関する講演会・シンポジウムを３回以上開

催する。 

⇒ 平成 20 年度： 

ワークライフバランス研究センター主催のシンポジウム 1 回に加え、各キャンパスワ

ーキンググループ主体の交流会を合計して 5 回開催した。また、7 私立大学合同シ

ンポジウムを共催した。 

⇒ 平成 21 年度： 

ワークライフバランス研究センター主催のシンポジウム 1 回に加え、各キャンパスワ

ーキンググループ主体の講演会等を合計して 10 回以上開催した。また、10 私立大

学合同シンポジウムを幹事校として開催した。 
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10) ワークライフバランス、男女共同参画に関するニーズ調査を全教職員約 4500 名に対して実

施する。 

⇒ 平成 20 年 10 月から 12 月にかけて、ワークライフバランスと男女共同参画に関する

ニーズ調査を全教員に対して実施した。 

⇒ 本年度（平成 21 年度）はニーズ調査は実施しない。 

 

11) 女性研究者支援策が効果的に実施されているかについての公平かつ適正な評価を行うた

めに、第三者による外部評価委員会を設置し、年１回以上の定期的な外部評価を実施す

る。 

⇒ 平成 21 年 3 月 26 日に第 1 回外部評価委員会を開催した。 

⇒ 平成 22 年 3 月 8 日に第 2 回外部評価委員会を開催した。 
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ワークライフバランス研究センターでは、平成 22 年度に向けた「事業計画書」の中で、本学にお

いて「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」の各種支援策に取り組む推進体制を構築

し、女性研究者支援・ワークライフバランスに関する内外調査等を実施しつつ、女性研究者に対

する育児支援、エンパワーメント支援策に取り組み、女性研究者が育児・介護等のライフイベント

と研究を両立させ、研究者としてのキャリアを継続できるような、個別性を重視し、柔軟性のある

発展的な支援を実現することを事業目的とする旨、明記した。この目的の達成のためには、来年

度も引き続き、計画構想の柱となる 4 項目（推進体制の整備、育児支援、エンパワーメント支援、

調査・研究推進）を中心に、事業全体の拡充を図り、具体的な成果に結びつけなくてはならな

い。 

 

推進体制の整備としては、1) ワークライフバランス研究センターを中心とし、各キャンパスにおけ

る男女共同参画への取組と連携した、継続的な女性研究者支援のための基盤整備の実施、2)

女性研究者を支援する勤務制度整備の試験的導入・評価の実施、3) 女性研究者への情報提

供および女性研究者がコミュニケーションや会議を円滑に行うことのできる情報支援環境の運

用・評価の実施、4) 地域連携による女性研究者支援に関わるプログラム開発および人材育成

の体制の整備・運用・評価の実施、を目指し、すでに構築した推進体制を活用しながら一層の

整備の加速に努める。 

 

育児支援については、1) 育児中の女性研究者の負荷の軽減のための補助員の配置・評価の

実施、2) 育児中の女性研究者に対する病児保育支援の開発と提供・評価の実施、3) 一時保

育支援システムの構築と改善および一時保育を担う学生サポーターの養成、4) 一時保育施設

の運営[補助対象外事業]、5) 女性研究者の両立支援のための、キャリア構築とワークライフバ

ランスに関する事例（ケース）およびキャンパス周辺の育児情報等、地域リソースに関する情報

公開の拡充、が課題となる。とりわけ、大学キャンパスにおける一時保育サポート事業に力を入

れ、本学のリソースを 大限に有効活用しソーシャルキャピタルを育む方向で女性研究者支援

の一定のモデルを達成することに力を入れる。 

 

エンパワーメント支援の分野では、1）女性研究者・大学院生等がキャリア構築に関してアドバイ

スを受けられる相談窓口の試験的運用、2) 女子学生のためのインターンシップの検討および試

験的実施[補助対象外事業]、3) 生徒・学生・若手研究者等が研究者としてのキャリア構築に関

して学ぶことを目的とした講演会等の企画及び実施、4) 女性研究者の研究活動を円滑化させ

る情報共有のためのコミュニティ形成・ネットワーキング支援の実施、5) 女性研究者支援の取り

組みを学内および社会へ周知するためのシンポジウム・講演会の開催、を目標として引き続き事

業展開する。 

 

調査・研究推進として、１）ワークライフバランスと男女共同参画に関する第 2 回調査の実施およ

び女性研究者の支援ニーズ等の学内調査の継続実施、2）女性研究者支援につながるワークラ

イフバランスに関連する調査、研究の推進、3）外部評価委員（第三者）による外部評価の実施、

を行う。 
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これまでの取り組みの教訓として、複数キャンパスを擁する本学では、キャンパス毎のニーズや

意識の濃淡に応じ、効果的な施策を選定・実施する工夫が必要であることがわかっている。各々

のキャンパスに 適なデザインを実際のニーズに照らして丁寧に組み立てる作業が不可欠であ

り、来年度もそうした形で事業運営に努める必要がある。そのうえで、各キャンパスの取組が全学

としての取組に発展し、慶應義塾全体としての女性研究者支援のためのプラットフォームが形成

されねばならない。そこでは、支援事業の当事者である女性研究者や事業関係者だけでなく、

本学トップから学生等に至る文字通りの全学において、慶應義塾における男女共同参画の意義

を正しく理解し共有することが要請される。女性研究者支援に関わるさまざまな事業を広く浸透

させるために、今後も周知・広報のあり方が重要な課題となることを強く認識して取り組みを深め

ていく。 

 

今年度の女性研究者支援モデル育成事業の大きな進展の一つとして、私立大学における協調

行動が始まったことを明記したい。私立大学がそれぞれの建学の精神を尊重しあいながら、男

女共同参画社会づくりに「大学」という社会的立場からどのように向き合い、取り組んでいくのか、

共通の土台を構築して今後議論を積み重ね、 適な結果を引き出していくことに同意したことは

評価に値すると考える。本学の女性研究者支援の取組を、他の私大との協力の枠組みの中に

据えることにより、より加速的に、また、効果的に推進する可能性が広がったといえる。来年度は

「10 私立大学男女共同参画推進のための共同宣言」を一つでも多く具現化する方向で本学が

先導的役割を果たすべく尽力する。 
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当プロジェクトを学内外に周知するため、ニュースレター、リーフレット、ポスターなどを作成した。ま

た、慶應義塾大学女性研究者支援の取り組みに関してメディアからの取材を受けた。 

尚、ニュースレター、リーフレットはワークライフバランス研究センターのウェブサイトにてダウンロード

できる。郵送希望の場合は、センター事務局までお問い合わせください。（お問い合わせ先は巻末

参照。） 

 

 

（1）ニュースレター 

①1 号 

②1 号（英語版） 

③2 号 

④3 号 

⑤4 号 

（2）リーフレット 

①第 2 版 平成 21 年 11 月改定 

②第 2 版（英語版） 平成 21 年 11 月改定 

（3）各種ポスター 

①慶應義塾大学 女性研究者支援の取り組み紹介ポスター 

②コミュニティサイト ポスター 

③保育サポーター募集広告 

④第 2 回ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 当日配布パンフレット 

⑤10 私立大学 当日配布パンフレット 

（4）メディア掲載記事（塾内広報関係含む） 

①2009 年 5 月 2 日 朝日新聞 夕刊 

②2009 年 5 月 27 日 神奈川新聞 朝刊 「育児と学問 両立のススメ」 

③2009 年７月８日 慶應塾生新聞 「女性研究者支援に奔走」 

2010 年 1 月 10 日 慶應キャンパス新聞 「女性研究者の活躍に向けて」 

④2010 年 1 月 8 日 慶應塾生新聞 「男女共同参画シンポ開催」 

⑤2010 年 2 月 26 日 読売新聞 朝刊 「慶應大学生が保育支援」 

⑥『大学時報』（平成 21 年 7 月号） 

「小特集 大学による子育て支援-学内託児室・保育室の現状」 
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①-1 ニュースレター 1 号 創刊号
2009.Mar.発行

「学問の自由」は男女共同参画に始まる

　ワークライフバランスがつくる開かれた学塾

ワークライフバランス研究センターの
　　　　　　　　　活動と多様性の確保

NEWSLETTER

　日本の社会は、これまで長い間、仕事

と生活のバランス、仕事の場への男女の

参加形態、雇用のあり方等について、男

性中心の伝統的な仕組みを維持し続けて

きました。しかし、世界の潮流は、人、

モノ、金、情報のあらゆる面で国境を超

え、従来の仕組みでは政治、経済、社会

のいずれもが立ち行かなくなっています。

　こうした状況を超え、男女を問わず誰

もが働きやすく生活しやすい、活気のある社会を創るには、仕事の場、

生活の場、コミュニティ等における円滑で生産的なコミュニケーション

を基礎としたソーシャルキャピタル(社会関係資本)の創造と蓄積、出産

や育児に直接携わる女性が社会活動に円滑に参加できるようなワークラ

イフバランスの形成等について、研究を重ねるとともに実践していかな

ければなりません。

　こうした背景に鑑み、慶應義塾は2008年2月に「ワークライフバランス

研究センター」を設置し、大学における研究者のワークライフバランス

に関する課題とニーズをまず明らかにするとともに、施策、計画策定、

実施、評価を行う努力を進めております。また、全学組織として男女共

同参画室を設置し、学外を含む多くの方々のご協力を得て、特に出産、

育児、介護等によってキャリアパスが途切れがちな女性研究者の支援と

育成を全学として強化する努力を開始しております。

　

　本研究センターでは、文部科学省科学技術振興調整費女性研究者支援モ

デル育成事業に平成２０年度に採択された「ソーシャルキャピタルを育む

女性研究者支援」プロジェクトを、活動の柱として推進しております。特

に、女性研究者の支援と育成について全学の意識向上を図るとともに、具

体的施策の提言、支援プログラムの開発等の実践を行っております。

　本研究センターが設置されたのは、1858(安政5)年に福澤諭吉が塾を開

いてから150年後、慶應義塾創立150年記念の年にあたります。福澤は、

男女の区別なしの考え方を生涯にわたり説き、実践した人であり、たと

えばまだ封建制度の色濃い1870（明治3）年に「男といい女といい、等し

く天地間の一人にて軽重の別あるべき理なし」(「中津留別之書」)と述

べています。男女を問わずすべての人が自らの能力を活かすことができ、

他者に協力することを通して喜びと糧を得られる社会。それがこれから

の日本の社会であり、その実現は、独立自尊150年の伝統を原点として男

女・生活・文化・伝統・国籍・経済的背景等の違いを問わず意欲と力の

ある人に開かれた学塾を目指す、慶應義塾の大きな使命です。

　慶應義塾は、開かれた学塾として、これからの時代に向け、ワークラ

イフバランスの研究と実践、および女性研究者の支援と育成を、全学と

して強化してまいります。ご指導ご支援を賜っておりますすべての皆様、

慶應義塾の各キャンパスの特徴を活かして運営にあたっている方々にあ

らためて感謝申し上げますとともに、多様な背景を持つ研究者にとって

働きやすい環境の実現に取り組む慶應義塾へのさらなるご指導ご支援を

切にお願い申し上げます。

　学部在籍者30％以上の女子学生を教育する慶應

義塾大学において、女性教員比率が全教員の20％

に満たない事実、あるいは将来の研究を担う後期

博士課程女子大学院生比率より6％以上も低い事

実は、何を意味するのでしょうか。

　2001年発表の「21世紀慶應義塾グランドデザイ

ン」に示された六つの先導のうち、「キャンパス

環境先導」には、教育・研究活動をする人々すべ

てが妨げられることなく十全にもてる力を発揮できるような施設的・制

度的キャンパス環境づくりを先導する意味が込められていました。

　男女の平等を説いた福澤諭吉を創始者とし、創立150年を迎えた慶應義

塾は今、学ぶ意志と力をもった人々すべてに開かれた学塾となることを

目指しています。「学問の自由」とは多様な見解の自由闊達な交渉によ

り人類の智が発達するとの確信に裏付けられています。しかし、それが

既存研究者の「学問の自由」に留まるのであれば虚構です。意欲と力の

ある人すべてが参画できてはじめて多様性が確保され、「学問の自由」

も意味をもちます。

　3月に発足した男女共同参画室は、女性研究者支援が力ある多様な人々

への機会を開き学問の発展に繋がるとの展望をもって、ワークライフバ

ランス研究センターと手を携えて仕事をして行く所存です。

　ワークライフバランス研究センターが昨年

（2008年）の２月に誕生してから早いもので１年

間が過ぎてしまいました。この１年間のセンター

の活動は、安西塾長・工藤理事のリーダーシップ

の元に、慶應義塾の全学部および一貫校の教職員、

研究所、他のセンターの多数の方々のご理解とご

支援を得まして、「女性研究者の育児支援や働く

女性のあり方、それを取り巻く家族や周囲の方々

の支援の必要性、そして男女共同参画」へと、大きな関心を呼び起こして

きました。とくに２１世紀の混沌とした社会の問題や課題の解決には、従

来のあり方やアプローチのみでなく、「多様な背景や能力・考え方の人た

ちが参加し、考え方・知恵や技術等を出し合っていくことで、解決や発展

していく」ことが共通理解されるようになり、様々な立場から、みんなで

取り組みたいという「前向きの雰囲気」ができてきていることは、大変喜

ばしいことだと強く感じています。

　「ワークライフバランスが保たれ、男女共同参画できる」には、今後は、

関心を寄せてくださっている各自が、「自分のために、そして他者のため

にできることは何か」を日常生活の中で考え、実践していくための自分自

身のミッションを持つか否かが、成否の分かれ目になってくると思います。

お互いに、ほんの少し自分と他者のために時間を使い、日々の「生きてい

る新鮮な実感」をもてるように、発想と方法に工夫を加えてみるように

challengeしてみようではありまでんか？

ワークライフバランス研究センターワークライフバランス研究センター

山下香枝子　ワークライフバランス研究センター長　工藤教和　常任理事（男女共同参画担当）

慶應義塾長　安西祐一郎
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009年2月6日（金）の午後1時より、三田キャン
パス北館ホールにおいて、当センターの主催で
文部科学省平成20年度科学技術振興調整費「女

性研究者支援モデル育成」事業第１回『ソーシャルキャピタ
ルを育む女性研究者支援』シンポジウムを開催しました。

講演、事例報告、討論の３部構成でシンポジウムを進行し、
慶應義塾の内外より約140名の参加者の皆さんにお運び
いただきました。

　開会挨拶で、工藤教和 常任理事から新たに発足した男女共
同参画室の報告があり、多様性に開かれた21世紀の学塾構想
に向けた期待と決意が表明されました。続く川端和明 文部科
学省科学技術・学術政策局基盤政策課長の来賓挨拶では、慶
應義塾の女性研究者支援事業に対し当初より非常に高い評価
と期待があり、塾長をはじめとする執行部の意思の重要性が
言及されました。

　第一部では、板東久美子 内閣府男女共同参画局長、特別講
演「女性研究者の活躍を目指して」の中で、わが国における
男女共同参画の推進状況と課題を述べられました。多様性こ
そが社会・経済活性化の要件であるとし、日本の社会構造が
多様性の点では国際水準に達せず、その変化のスピードも遅
いことが厳しく指摘されました。2009年度より本格展開する
政府の「女性の参画加速プログラム」で、医師、研究者、公
務員の3分野を主要対象とした男女共同参画のモデル構築が進
められるとし、多様な人材を活用するという文脈で女性支援
を行うことが大学にとっても不可欠な経営戦略、発展戦略で
あると講演を結ばれました。樋口美雄 商学部教授からは基調
講演「なぜ、いまワークライフバランスが必要か」の中で、
内閣府の「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」
委員の立場も含めてさまざまな問題提起がされました。ワー
クライフバランスの定義ないしは意義、成功事例にみる成功
要件等に言及したうえで、日本の少子化の背景に正規・非正
規に二極化した労働市場の問題があることを指摘し、大学や
企業がそれぞれの環境に適した制度を導入し、そこで働く人
たちの考え方や価値観を尊重する方向で働き方の見直しに取
り組むことが不可欠だと結論されました。

　第二部では、女性研究者支援モデル育成に向けた大学の取り
組みについて、本学と東京大学より報告を受けました。最初に、

宮川祥子 看護医療学部准教授が慶應義
塾の女性研究者の現状と取り組みの経緯
および内容を報告し、キャンパス毎に異
なる課題や解決策を踏まえ、大学を超え
て三田会や一貫教育校といった様々な世
代やキャンパスを中心とした地域コミュ
ニティを結節させ、ソーシャルキャピタ
ルを醸成しながら女性研究者を支援する

慶應モデルのあり方について説明しました。続いて、増田真也 
同准教授から全常勤教員に対して行ったワークライフバランス
と男女共同参画に関する調査報告が行われました。ワークライ
フバランスを実現するための情報提供、施設環境整備、人事制
度等のあり方に関する教員の多様な肉声が報告されました。渡
井いずみ 東京大学男女共同参画オフィス・特任助教からは「女性
研究者支援を通して大学の意識改革を実践する」と題し、東京
大学における男女共同参画への取り組みの歴史と共に、先進的
かつ成功裡に展開されたさまざまな事業内容が報告されました。

　第三部では、「女性研究者支援を通じたソーシャルキャピタ
ルの醸成̶慶應義塾的男女共同参画を求めて」をテーマに、金
子郁容 政策・メディア研究科委員長のコーディネートの下、岩
波敦子 理工学部教授、駒村康平 経済学部教授、末松誠 医学部
長、山下香枝子 看護医療学部長、渥美由喜 ㈱富士通総研経済
研究所主任研究員に討論していただきました。各学部、キャン
パスが抱える問題点と解決策の提示に始まり、男女共同参画型
キャンパスの構築に向け、産休、育休など既存制度等について
の情報の共有化や、ロールモデルを示すことにより女性研究者
という職業選択を可能とする意識改革、女性医師等が出産・育
児のため中断したポストに復職できるようなシステム改革とい
う根本的な取り組みの必要性が議論されました。学部やキャン
パス、あるいは大学自体がそれぞれに閉じた系を作るのではな
く、内部での、さらには外部環境との相互連携の中に問題解決
を図ることにこそ慶應義塾らしい取り組みの方向性が見出され
ることが熱く語られました。

　最後に、安西祐一郎 慶應義塾長の閉会挨拶で、ワークライフ
バランス研究センターと相携えて、慶應義塾は率先して男女共
同参画の場を作っていきたいとの決意表明があり、シンポジウ
ムは盛会のうちに終了いたしました。ご来場くださいました皆
様に重ねて心より厚く御礼申し上げます。

NEWSLETTER

2
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①-1 ニュースレター 1 号 
NEWSLETTER

　　　～ アンケート調査 ～
　2008年11月から12月にかけて、本学研究者の仕事・生
活・ライフプラン上の問題や具体的なニーズ等を把握する
目的で、全常勤教員2298名を対象にワークライフバランス
と男女共同参画に関するアンケート調査（無記名）を実施
しました。659の回答が寄せられ、自由回答への書き込み
も多く、教員のリアルなニーズを知ることができました。
次号で調査結果の詳細について報告いたします。

～ ワークライフバランス研究センター取り組み紹介 ～

1

4

2

3

6

　～研究業務支援プログラムのご案内～　
　研究業務支援プログラムは、妊娠・育児中の女性研究者
を対象に、女性研究者が出産・育児のあいだも研究活動を
続けられるよう、研究補助員（原則大学院生）を雇用する
制度です。2008年度12月より、第1期研究業務支援プログ
ラムを実施し、10名の方にご利用いただきました。
　利用者からは「大学院生が中に入ってくれたことで、忙し
い中でも、効率的にタイムスケジュールを組むことができ
た。」「研究補助員をお願いできたことで、補助をしてくれ
た大学院生にも、私の方にも、大きく得るものがあった。」と
いった声が寄せられ、次世代の研究者である学生の育成に
もつながっています。
第2期のプログラム（2009年4月～9月）は、
2 0 0 9年 4月1 4日（火）までホームページ
（http://www.wlb.keio.ac.jp/）で募集し
ています。ふるってご応募ください。

　　　～ 保育サポーター養成 ～
　研究者の育児と研究の両立支援の一つとして、学内施設
を活用した一時預かり保育を実施する予定です。それに先
駆けて「キャンパス内保育サポーター（有償ボランティ
ア）養成講座」を2008年11月と2009年2月の2回にわたり湘
南藤沢キャンパスにて実施しました。2日間の講義と3日間
の保育園実習を経て、15名の学生
保育サポーターが誕生しています。
今後はキャンパス内での一時預か
り保育の実現と、他キャンパスで
のサポーター養成を目指し活動を
続けていきます。

　　　～ 病児保育支援 ～
 　女性研究者にとって、子どもの病気とそれに伴う、研
究の中断、欠勤、周囲への負担、それらへの気兼ねは育
児と研究を両立する上で大きな悩みになっています。こ
れを低減して、母親である研究者と子どもの双方が安心
して過ごすことのできる病児保育を実現するため、ワー
クライフバランス研究センターは在宅での病児保育を実
施しているＮＰＯ法人フローレンスと協働して、大学・
研究機関向け病児保育サービスの開発を行っています。
フローレンスの提供する病児保育サービスを実際に女性
研究者に利用していただ
きながら、長時間の実
験・実習、休日の学会な
ど、大学・研究機関に特
徴的な働き方にマッチし
た病児保育サービスを作
っていきます。

5

　　　～ Web会議システムのご案内 ～ 
ワークライフバランス研究センターでは、研究打ち合わせ
等を遠隔で実施可能な Web 会議システムを利用できる環境
を整備しました。ご自身と相手方が、PC・カメラ・マイクを
お持ちの場合は、簡単な設定のみで、Web 会議を行うことが
可能です。また、各種設定済みのノートパソコン、複数人用

マイク・カメラ、個人用マイク（ヘッドセット）・カメラの
貸出も行っています。準備が整った
キャンパスから、各キャンパスでの
機器貸出にも対応予定です。ご利用
希望の方は、センターまでお問い合
わせください。

　　　  ～コミュニティサイトがopenしました～　
　各キャンパスや研究室で
孤立しがちな研究者が、ネ
ットワークを介してつなが
ることのできるコミュニケ
ー シ ョ ン シ ス テ ム 、
「Ke ioWork -L i f eBa l a n ce 
Community」が2008/3/23
（月）にopenしました。困った時、悩んだ時、情報共有し
たい時、気軽にトピックが立てられる「フォーラム」を中
心に、地域の保育・介護リソースに関する情報提供などを
行っていきます。コミュニティは会員登録制です。
http://www.wlb.keio.ac.jp/
　　　　　　　　　　　からアクセスできます。
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ワークライフバランス研究センターのご案内
慶應義塾大学では、大学としてあるべきワークライフバランス施策についての

検討、計画策定、施策の実施、評価を行うため、平成 20 年 2 月に「ワークラ

イフバランス研究センター」を立ち上げました。

本センターは、平成 20 年度　文部科学省　科学技術振興調整費「女性研究者

支援モデル育成」事業である「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」（統

括責任者：安西祐一郎・慶應義塾長、実施期間：平成 20 年 7 月 1 日～平成 23

年 3 月 31 日）の推進拠点となっています。山下香枝子・看護医療学部長をセ

ンター長とし、各キャンパス・学部から参加しているプロジェクトメンバーを

中心に、出産・育児・介護といったさまざまなライフイベントの活動を両立で

きる支援体制を全学規模で構築するための取り組みを進めています。

7 私立大学合同シンポジウム
「男女共同参画の輪を広げよう」
去る 2008 年 11 月 1日（土）、7私立大学合同シンポジウムが開催されました。（東

京女子医科大学、日本女子大学、早稲田大学、慶應義塾大学、津田塾大学、東

海大学、日本大学による共催。）本学からは金子郁容教授（政策・メディア研

究科）による取り組み報告とポスター展示を行いました。各大学の取り組みに

対する進捗状況を知り得ただけでなく、文部科学省と内閣府の担当官も含めた

懇親会でのやり取りで、私大間および官学間での一体感醸成が図られました。

男女共同参画室
３月１日に慶應義塾男女共同参画室が発足しました。担当理事（室長兼務）に

は工藤教和・常任理事、商学部教授が、事務長には小塚喜之・人事部課長（兼務）

がそれぞれ着任され、現在、規程にある男女共同参画推進委員会委員の選出を

各キャンパス等に依頼しているところです。4 月には第 1 回委員会を開催する

予定です。今後は男女共同参画室と当センターが密接に連携し、ワークライフ

バランスの実現に向けた慶應義塾らしい男女共同参画型キャンパスの構築に努

めてまいります。

ワークライフバランス研究センター 
　　　プロジェクト推進グループ一覧 （2009年4月現在）

常任理事 

経済学部 教授  

法学部 教授 

商学部 教授  

医学部 教授  

理工学部 教授  

政策・メディア 

薬学部 教授 

看護医療学部 教授  

看護医療学部 准教授 

特別研究准教授 

専門員

工藤教和 

駒村康平   

鈴木　透

樋口美雄 

坪田一男

岩波敦子  

金子郁容 

木津純子

野末聖香  

宮川祥子 

島　桜子 

丸井智子

山下香枝子 

河内恵子

犬伏由子

浅川順子

天谷雅行 

谷川瑛子

松本　緑 

濱田庸子 

武田祐子

増田真也 

安田恵美子  

上田七生 

堀美奈子

センター長、

文学部 教授 

法学部 教授 

商学部 教授 

医学部 教授 

医学部 専任講師 

理工学部 准教授  

環境情報学部 教授  

看護医療学部 教授 

看護医療学部 准教授 

看護医療学部 准教授  

特別研究助教  

共同研究員 

（男女共同参画担当） 看護医療学部長・教授

研究科委員長・教授 

慶應義塾大学　ワークライフバランス研究センター　Tel & Fax：0466-47-0261
e-mail：keio-wlb-office@sfc.keio.ac.jp　URL : http : //www.wlb.keio.ac.jp/

【編集・発行】
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At 1:00PM on Friday February 6, 2009 at the Mita Campus 
North Building Hall, the Work-Life Balance Research Center 
held its first symposium for “Developing Social Capital and a 
Good Working Environment for Women Researchers,” a 
program selected in 2008 by the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) to receive 
Special Coordination Funds for Promoting Science and Tech-
nology in the area of “Developing Models for Supporting 
Female Researchers.” The theme of the symposium was 
“Support for Women Researchers and Promotion of Gender 
Equality at Keio: Making the Most of the Human Resources 
which will be Essential for the Next 150 years.” The sympo-
sium was comprised of three sessions—lectures, reports on 
case studies, and discussion—and was attended by about 
140 participants from inside and outside Keio. 

  In the opening address, Vice President Norikazu Kudo reported on 
the newly launched Office for Promotion of Gender Equality, and 
expressed his high expectations and determination to create a 21st 
century Keio open to diversity. Next was a guest speech by Kazuaki 
Kawabata (Director, Knowledge Infrastructure Policy Division, 
Science and Technology Policy Bureau, MEXT) who said that, from 
the beginning, he had extremely high regard and expectations for 
the program to support women researchers at Keio. He also touched 
on the importance of commitment by the President and other top 
leadership. 

  In the first session, Kumiko Bando (Director-General, Gender Equal-
ity Bureau, Cabinet Office) discussed progress and issues regarding 
gender equality in Japan in her special lecture on “Energizing 
Women Researchers.” She said that diversity is precisely what is 
needed to revitalize the society and economy, and sternly criticized 
the social structure in Japan for not meeting international standards 
in terms of diversity, and changing too slowly. She said that, in the 
government’s “Program to Accelerate Participation by Women” 
which will be fully deployed in 2009, development of models for 
gender equality will focus primarily on 3 areas: physicians, research-
ers, and government employees. She concluded her talk by pointing 
out that, in the context of making full use of diverse human 
resources, supporting women is an indispensable management and 
growth strategy for universities. In the keynote speech “Why is 
Work-Life Balance Needed Today?” Yoshio Higuchi (Professor, 
Faculty of Business and Commerce) raised variety issues, while 
sharing his perspective as a member of the Cabinet Office’s “Public-
Private Summit to Promote Work-Life Balance.” After discussing the 
definition and significance of work-life balance, and the requirements 
for success in past cases, he pointed out some problems in the 
Japanese labor market, which has been polarized into regular and 
irregular employees against the backdrop of Japan’s decreasing birth 
rate, and concluded that it is essential for universities and corpora-
tions to adopt programs suited to their respective environments, and 
review their methods of work to better respect the views and values 
of the people who work there. 

  In the second session, representatives from Keio University and the 
University of Tokyo reported on their efforts to develop models for 

supporting female researchers. First, Shoko 
Miyagawa (Associate Professor, Faculty of 
Nursing and Medical Care) reported on the 
current status of women researchers at 
Keio, and discussed the background and 
specific content of efforts to support them. 
She explained that the Keio model for 
supporting women researchers focuses on 
building social capital̶going beyond the 
University to bring together different 
generations, such as the Alumni Association

　(The Mita-kai) and affiliated schools, with the local community 
centered on the campus, while taking into account the problems and 
solutions specific to each campus. Next, Shinya Masuda (Associate 
Professor, Faculty of Nursing and Medical Care) reported on a 
survey relating to work-life balance and gender equality, adminis-
tered to all full-time academic staff at Keio. He described the diverse 
views of staff on how best to provide information, develop facilities 
and the campus environment, and improve human resources systems 
to achieve work-life balance. Izumi Watai (Project Research Associ-
ate, Office for Gender Equality, the University of Tokyo) then gave a 
talk entitled “Changing the University Mindset by Supporting 
Women Researchers.” She discussed the history of efforts toward 
gender equality at the University of Tokyo, and gave specifics on 
various pioneering projects which were implemented successfully.

  The theme for the third session was “Building Social Capital by 
Supporting Women Researchers̶Searching for Gender Equality 
Appropriate for Keio.” Ikuyo Kaneko (Dean, Graduate School of 
Media and Governance) mediated a panel discussion on this theme by 
Atsuko Iwanami (Professor, Faculty of Science and Technology), 
Kohei Komamura (Professor, Faculty of Economics), Makoto 
Suematsu (Dean, School of Medicine), Kaeko Yamashita (Dean, 
Faculty of Nursing and Medical Care), and Naoki Atsumi (Research 
Fellow, Economic Research Center, Fujitsu Research Institute). The 
discussion began by presenting problems and solutions in each 
faculty and campus, and then moved on to the need for fundamental 
change to improve gender equality on campus, i.e. sharing informa-
tion on existing systems for maternity and child care leave, changing 
mindsets through role models to make it easier for young women to 
choose the occupation of woman researcher, and reforming systems 
so that female doctors and other professionals can return to their 
posts after taking leave to give birth and raise children. The partici-
pants passionately argued that faculties, campuses, and the univer-
sity itself must not create their own closed systems. A system 
worthy of Keio will be found by both solving problems internally, and 
cooperating with the outside world. 

  This very successful symposium concluded with a closing speech by 
Yuichiro Anzai (President, Keio University). President Anzai 
expressed his commitment to work with the Work-Life Balance 
Research Center and make Keio a leader in gender equality. Once 
again, we would like to thank all of those who participated!
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　　 Questionnaire Survey
From November to December 2008, an anonymous question-
naire survey on work-life balance and gender equality was 
sent to all 2,298 full-time academic staff. The aim was to 
develop an understanding of researcher problems in work, 
daily life, and life planning, and clarify the specific needs, of 
researchers at Keio. There were 659 responses, and many 
respondents provided information in the free comment space. 
The survey greatly clarified the real needs of academic staff, 
and our next issue will give a detailed report on the survey 
results. 

1

4

2

3

6

            Guide to the Research Support   　
　　 Program
 The Research Support Program is for women researchers 
who are currently pregnant or rearing children. The program 
employs research assistants (generally graduate students) so 
that women researchers can continue their research activities 
even during childbirth and child rearing. The first research 
support program began in December 2008 and was used by 10 
staff. One user commented, “Having a graduate student 
assistant allowed me to efficiently work out a time schedule, 
even during busy times.” Another said that, “Because I was 
able to ask a research assistant for help, both I and the gradu-
ate student who helped me benefited a lot.” This program also 
helps develop the students who will be the next generation of 
researchers. 
 Applications for the Second Program (April to Septem-
ber 2009) will be accepted at the Center’s home page 
(http://www.wlb.keio.ac.jp/) until Tuesday April 14, 2009. 
Please take the initiative to apply. 

　　 Training Childcare Supporters
 To help women researchers rear children while continuing 
their research, we plan to provide temporary childcare using 
on-campus facilities. To prepare for this, the Center conducted 
two “On-Campus Training Courses for Childcare Supporters 
(paid volunteers)” at the Shonan Fujisawa Campus in Novem-
ber 2008 and February 2009. Fifteen childcare supporters 
were trained through two days of 
lectures and three days of practi-
cal training at a daycare center. 
In the future, we will continue 
these efforts to create temporary 
childcare on campus, and train 
child care supporters on other 
campuses.

          Child Care Support for 
          Sick Children
 Women researchers often have their research interrupted 
when a child gets sick. It causes an extra burden on colleagues 
when they are taking care of a sick child at home, and uneasi-
ness about troubling others are significant problems for 
raising children while continuing research. To address these 
problems, and realize a system of child care for sick children 
which makes life easier for both the researcher mother and 
the child, the Work-Life Balance Research Center is collaborat-
ing with Florence̶an NPO which provides in-home sick child 
care̶to develop a sick child care service for universities and 
research institutions. By having women researchers actually 
use the sick child care service provided by Florence, we will 
create a sick child care 
service suited to the distinc-
tive work patterns at 
universities and research 
institutions, such as long-term 
experiments and training, 
and academic meetings on 
holidays. 

5

           Guide to the Web Conference System
 At the Work-Life Balance Research Center, we have devel-
oped a web conference system which enables remote discus-
sion of research and other interaction. If two staff each have a 
PC, camera, and microphone they can have a web conference 
by just making some simple settings. The center also provides 
no-charge loans of laptop computers with preset communica-

tion settings, as well as microphones and cameras for multiple 
people, and microphones (headsets) 
and cameras for individuals This 
equipment loan program will 
expanded to all campuses as prepara-
tions are completed. If you wish to 
use this equipment, please inquire 
with the Center. 

          Opening of Community Site
 The “Keio Work-Life Balance 
Community” began operation 
on Monday March 23, 2008 as 
a communication system for 
networking by researchers, 
who tend to be isolated in 
their own campus and labora-
tory. When researchers are 
having troubles or worries, or 
when they want to share information, the site will provide 
information on child and elder care resources in the commu-
nity, primarily through a forum where topics can be easily 
posted. The community uses a member registration system. 
The site can be accessed at  http://www.wlb.keio.ac.jp/ 

http://www.wlb.keio.ac.jp/

Activities of  Work-Life Balance Center
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Guide to the Work-Life Balance Research Center
 At Keio University, we established a “Work-Life Balance Research Center” in 
February 2008 to study the policies we should have as a university to promote 
work-life balance. The Center will also formulate plans, and implement and 
evaluate specific measures. 
 This Center is the base for promoting the “Program to Develop Social Capital 
and a Good Working Environment for Women Researchers” (General Director: 
Yuichiro Anzai, Project period: July 1, 2008 to March 31, 2011) which was 
selected in 2008 by MEXT to receive Special Coordination Funds for Promoting 
Science and Technology in the program for “Developing Models for Supporting 
Female Researchers.” Kaeko Yamashita, Dean of the Faculty of Nursing and 
Medical Care, was appointed as the Director of the Center. With a core of project 
members from each campus and faculty, the Center is working to build a 
university-wide support system to enable women to smoothly continue work 
while taking care of a variety of life events such as childbirth, child rearing, and 
elder care. 

Joint Symposium of 7 Private Universities 
“Widening the Circle of Gender Equality”
 A Joint Symposium of 7 Private Universities was held on Saturday Nov. 1, 2008. 
The symposium was co-sponsored by Tokyo Women’s Medical University, Japan 
Women’s University, Waseda University, Keio University, Tsuda College, Tokai 
University, and Nihon University. Professor Ikuyo Kaneko (Graduate School of 
Media and Governance) represented Keio University, reporting on our efforts 
and giving a poster presentation. The symposium provided information on the 
progress of efforts at each university, and fostered a spirit of unity between 
private institutions, and between academia and government, through dialog in 
social gatherings also attended by officials from MEXT and the Cabinet Office. 

Office for Promotion of Gender Equality
  The Keio Office for Promotion of Gender Equality was launched on March 1. 
Vice President Norikazu Kudo was assigned to “Promotion of Gender Equality” 
and appointed as Managing Director of the office, and Yoshiyuki Kozuka 
(Manager, Office for Human Resources Management ) was appointed as Chief 
Administrator (Manager). At present, the office is asking each campus to select 
members of the Committee for Promotion of Gender Equality  stipulated by the 
rules. The first committee meeting is scheduled for April. In the future, we will 
work to achieve work-life balance and build a campus with gender equality 
worthy of Keio, through close collaboration between the Office for Promotion of 
Gender Equality and the Work-Life Balance Research Center.

Keio University  Work-Life Balance Research Center　Tel & Fax：0466-47-0261
e-mail：keio-wlb-office@sfc.keio.ac.jp　URL : http : //www.wlb.keio.ac.jp/
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　ワークライフバランスの問題はなぜ
難しいのでしょうか。それは多くの人
にとってワーク（仕事）もライフ（仕
事以外の生活）もどちらも大切だから
です。どちらかが大切で他はどうでも
よいのなら悩むことはありません。
　仕事をして収入を増やす、あるいは

仕事を通じて自分を認めてもらう、ということは嬉しいことです。同
時に仕事以外の個人生活、たとえば家族との団欒、友人との語らい、
趣味を深める、スポーツに興じる、といったことも大きな喜びをもた
らします。できれば、大いに仕事をし、大いに個人生活を満喫するの
が良いでしょう。問題は、個人に与えられた時間は一定であるという
ことです。
　そこでバランスをとる必要が生じます。どうバランスさせるかは、
個人が仕事からの自己実現をより重く見るか、仕事以外の生活の楽し
みを重視するかに依ります。しかし、もし仕事をとったら仕事以外の

楽しみはなしだとか、仕事以外の生活を楽しもうと思ったら仕事は諦
めなければならないとしたらバランスをとるとはいえません。
　ワークライフバランス問題のポイントはここにあると思います。つま
りどこでバランスさせるかは個人の選択だとしても、少なくともその選
択を可能にするような条件を整えるということです。
　研究者は世間一般に比べればそうしたバランスをとりやすいかもし
れません。しかしまだ課題も多く、特に女性研究者はそのバランスをと
りにくい状況にあることも事実です。慶應義塾ワークライフバランス研
究センターは、平成 20 年度に文部科学省科学技術振興調整費女性研究
者支援モデル育成事業に採択され「ソーシャルキャピタルを育む女性研
究者支援」プロジェクトを活動の柱として推進し、女性研究者の支援と
育成に向けて精力的に活動しています。
　慶應義塾は、そこに働く教職員に男女を問わず自らの価値観に従っ
てワークライフバランスの選択を可能にするような条件を整えたいと
考えています。今後とも慶應義塾へのご指導ご支援をお願い申し上げ
ます。

　福澤諭吉は、「日本婦人論　後編」
の中で、「世界中等しく人間にして、
西洋の婦人は役に立ち、日本の婦人は
然らずとの道理はなかるべし」と述
べ、男女の平等を明快に説いていま
す。しかし、働く女性は男性と比較し
て、出産・育児・介護等のライフイベ

ントによって、キャリアの継続が困難になる場合が多いという現実があ
ります。私たちは、福澤諭吉の掲げた理想とこのような現実のギャップ
を少しでも解消し、男女問わずすべての人に対して開かれた学塾となる
ことを目指しています。慶應義塾の男女共同参画の取り組みは、単に負

担が大きい女性をサポートするということにとどまらず、すべての経験
を男女がともに分かち合い、そのシナジー効果によって、慶應義塾に集
うすべての人が新たな知を生み出す社会の先導者として成長し、社会に
貢献していくことを目標のひとつに掲げています。
　慶應義塾は2009年3月に男女共同参画室を設置し、「独立して生きる
力」と「協力して生きる力」を兼ね備えた人材を育成し、社会に対して
責任ある貢献を果たすための基盤の構築に取り組みはじめました。慶應
義塾はワークライフバランス研究センターと協力しながら、男女共同参
画の取り組みを先導的な教育・医療・研究を主たる柱とする重要な戦略
の一環であると捉え、その実現を目指していきます。

ワークライフバランスの実現を目指して

　ワークライフバランス研究センター
を立ち上げられた山下香枝子前セン
ター長の後を継ぎ、10月から着任いた
しました。私の課題は、これまで築い
てくださった土台を活かし、センター
の事業を軌道に乗せることです。微力
ではありますが、皆様のお力添えをい

ただき務める所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
　出産、育児、介護等といったライフイベントは、自分の身の上にあ
るいは家族の立場として、誰にも起こりうることです。別の見方をす
れば、自身いまあるのは、この世に生まれ、育てられてきたからで
す。そしてやがて、なんらかの介護を受ける立場になりこの世に別れ
を告げていきます。自分が望むか否かに関係なく、これが自然の理で
す。そう考えると出産、育児、介護は、一生の中で行う立場である時
もあれば、受ける立場であることもあり、誰にとっても他人事ではあ
り得ません。
　このような出産、育児、介護等といったライフイベントは、それを

行う者と受ける者との関係だけでは成り立ちません。よい支え手が
あってはじめて日常の中で自然に営まれていくのです。特に行う者が
仕事をしている場合は、なおさらのことです。支え手のあり方は、現
代社会において大きく様変わりしました。家庭を中心としたものだけ
では限界があり、地域、職場、社会全体それぞれにおいてどのように
支えていくかを探っていく必要があります。さまざまな手助けをする
実際的な支援や、大変さを分かり励ます情緒的な支援のあり方を具体
化していく必要があります。
　何よりも、支え手には、出産、育児、介護は他人事ではないという
「お互いさま」の感覚をもつことがとても大事だと思います。さら
に、これは職場においても、人々が相手を尊重した「お互いさま」の
ネットワークを形成することでもあると思います。
　ワークライフバランス研究センターは、ライフイベントの職場におけ
る支え手として、互いに相手を尊重した関係の中で「お互いさま」の感
覚を醸成し、具体的で役立つ活動を推進していきます。慶應義塾の将来
にわたって国内外から優秀な人材を確保し、維持できる体制づくりに貢
献できるよう、センター一丸となって努力をしてまいります。

ワークライフバランス研究センター長　太田喜久子

男女共同参画を通じた「社会の先導者」の輩出を目指して

慶應義塾長　清家　篤

常任理事（男女共同参画担当）　渡部 直樹

「お互いさま」の気持ちが支える女性研究者支援事業を

3号
2009.Nov.発行
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ワークライフバランス研究センターワークライフバランス研究センター
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Q1：社会的不平等が生じないよう配慮しながら取
り組むべき課題であると思う。

Q2：仕事環境の公平性確保と、提起された問題に
適正な対処ができる体制の整備。

Q3：研究職という特殊性もあろうが、W>Lでバラン
スを失していると思う｡

Q1：仕事と生活の調和は必要だが、様 な々事情に
より個人差があるので一概にはいえない。

Q2：過去、女性の社会進出支援に対する取り組み
は遅かった。意識と制度の改革が必要である。

Q3：夫婦共々文系研究職のためか休日もなく働き
づめの生活であり、バランスは崩れている。

Q1 : 男女を問わず、適正な労働時間を守れるように
することが何よりも大切と考えている。

Q2：女子学生の比率の低さ。個々の問題の改善に
よる一歩一歩の前進しかない。

Q3：家事をこなし生活を楽しむことは、きわめて好き
なのだが、現在は役務のため思うにまかせない。

Q1：現場のリアルタイムの声を反映できる支援オ
フィスの立ち上げが必要。

Q2：学問領域、学部によってWLBの成熟度が大き
く異なることに留意した政策決定を望む。

Q3：自分の職場（生化学）は元来女性の占める割
合が大きいが、女性の教員スタッフへの登用
は他よりも進んでいると思います。

Q1：誰もが仕事と私的生活に意欲を発揮できるよう
に環境を整えるとともに、それぞれが互いの事
情を理解し助け合っていくことが大切。

Q2：仕事量が多く、長時間労働しなければならない
職場が目立つ。互いによく話し合い、無駄な仕
事を減らそうとする取り組みが求められるので
はないか。

Q3：３０点。公務に追われる中、皆さんの協力を得て、
何とか自分の時間を作るように心がけている。

Q1：心身ともにバランスの取れた環境を用意するこ
とで、持続可能な社会構造をつくる。

Q2：意識レベル、物理的基盤、制度のいずれもまだ
不十分である。

Q3：全く自信がありませんが、意識を持つように心
がけております。

Q1：子育ての問題はもちろん、家庭における老人介
護の問題などより幅広い角度からの研究者支
援への取り組みを期待します。

Q2：ハードウェアとこれを運用するソフトウェア不十分
で、その充実へ向けた努力が必要に思います。

Q3：日々 の仕事に追われて、ゆっくりと考える機会が
あまり無かったように感じています。一度、WLB
の活動に自身接してみる必要がありますね。

Q1：女性研究者のマイナス面を補完するシステム
とともに、周囲の理解が重要である。

Q2：女性研究者支援が少ないことであるが、啓蒙
活動を積極的に行うべきではないか。

Q3：理解はあるつもりだが実践度は低い。ただ薬学
部では教員の採用、昇任で男女差は少ない。

Q1 : 互いに相手を尊重した関係の中で「お互いさ
ま」ネットワークを形成すること。

Q2 : 10年後の慶應義塾の発展のためには今取り
組みを始めることが不可欠であるという認識を
共有すべき。

Q3 :年老いた両親と愛犬の介護に格闘中。有難い
のは、何らかのサポートがあること。支えあう仕
組みは不可欠と痛感する毎日です。

文学部長　中川 純男先生 経済学部長　小室 正紀先生

法学部長・法学研究科委員長
　　　　　　　国分 良成先生

商学部長・商学研究科委員長
　　　　　　　樋口 美雄先生

医学部長　末松 誠先生 理工学部長・理工学研究科委員長
　　　　　　青山 藤詞郎先生

総合政策学部長　國領 二郎先生

看護医療学部長　太田 喜久子先生

Q1 :心身の健康を維持しながら充実した生活を送
ることができる社会を実現する。

Q2 :インターネットによる遠隔教育により育児中に公
式の単位がとれ、学位がとれる体制整備。

Q3 :「反省」の2文字です。

環境情報学部長　村井 純先生

薬学部長・薬学研究科委員長
　　　　　　　増野 匡彦先生

学部長・研究科委員長に聞く！　ワークライフバランス（WLB）と男女共同参画
今年就任された新学部長・研究科委員長の先生方に、お忙しい中ご協力をいただき、メッセージを頂戴しました。
貴重なご意見を受けまして、新センター長のもと新たな決意で、事業に取り組んでまいります。
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①-1 ニュースレター 1 号 

Q1：昨今の大きな経済的環境の変化の中で、人材
と働き方の多様性の許容が求められている。

Q2：教員だけでなく職員を含めての実態調査の上、
積極的な育児支援、介護支援を望む。

Q3：夫婦とも研究者であり両親の協力を得て育児
を行ってきたが、十分な実践度とは言えない。

Q1：時代の流れに即応して、今後とも主張すべき
点をきちんと把握してゆくべき。

Q2：女性研究者の増加に対応すべく、塾内だけで
なく、国や自治体にも働きかける。

Q3：息子夫婦が塾内の研究者でもあるので、母親
の大変さは理解している。ときどき手伝っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

Q1：義塾の男女共同参画活動を戦略的に統合し、
リーダーシップを発揮していただきたい。

Q2：医学部・医学研究科としては、女性教授がい
ないこと。今後は意識的な人材登用が必要。

Q3：当研究グループでは、女性の准教授を登用し、
活力ある研究室作りに心がけています。

Q1：個々人のライフスタイルの自由選択の保証と、
WLBの為の社会制度的インフラ整備が必要。

Q2：機会の平等よりも、結果の平等に当面の間、傾
注すべきではないか。男女別定員制の廃止、
理念と実践の乖離の是正など。

Q3：研究者にとってのWLBは、独特なニュアンス
を持つ。使命感と自己満足のアマルガムだと
しても。

Q1：社会的共通資本としての子供の成長と教育につい
て、男性はもちろん広く社会的参加が必要と考えます。

Q2：研究者の世界には女性が少ないことは慶應義塾も同
じであり、働きやすい環境の整備は不可欠と思います。

Q3：育児休業法の創成期（当初は学校教員が対象）に
三人の子育てを行った身からすると、一定の実践
度はあると考えており、今日のWLBの高まりも歓迎し
ています。

Q1：個人が仕事と余暇、心身のバランスをとりなが
ら働ける環境整備と、個人と組織のマネジメン
ト力の協調によって実現されるべき。

Q2：個人のライフステージに合わせた多様な働き
方ができるようインフラ環境と制度を整える必
要がある。

Q3：公務と研究に追われあまり実践できていない
が、意識はしている。

Q1：パートタイム労働が正規の雇用として認められ
ているオランダの例を学ぶべきだと思う。

Q2：女性教員が圧倒的に少ないが、これまでほと
んど意識してこなかった。反省している。

Q3：多忙ではあるが、休日には積極的に趣味を楽
しんでいる。バランスはとれていると思う。

Q1：画一的に論じるのは危険です。WLBを意識
せずに生活できる状態が理想でしょう。

Q2：WLBと男女共同参画は区別すべき。個々人
の認識が浅いことが基本問題と思います。

Q3：客観的には、仕事優先なので極めて低水準。
私への評価は家族に一任しています。

Q1：精神的・心理的平衡（心の平和）を保てる限
度で、自律的に決定・調整し得るもの。

Q2：自律性・自由の尊重が、孤立性・無関心・組織
機能不全に至りがちでは。会話の復活。

Q3：長期的に見ると、主観的には非本来的なワー
クの消化に偏っていて、不十分。時間不足。

Q1：女性研究者が活躍しやすい環境を整備する
ことが急務であると考えます。

Q2：育児を家族で支援する観点から、男性の育児
体制の検討もするべきだと思います。

Q3：休日を含め夜中まで仕事に追われています。

文学研究科委員長
　　　　　　　牛場 暁夫先生

経済学研究科委員長　
　　　　　　　中村 慎助先生

社会学研究科委員長
　　　　　　　　杉浦 章介先生

医学研究科委員長
　　　　　　　岡野 栄之先生

政策・メディア研究科委員長
　　　　　　　徳田 英幸先生

健康マネジメント研究科委員長
　　　　　　　高木 安雄先生

経営管理研究科委員長
　　　　　　　河野 宏和先生

システムデザイン・マネジメント研究科委員長
　　　　　　　　狼 嘉彰先生

メディアデザイン研究科委員長
　　　　　　　稲蔭 正彦先生

法務研究科委員長
　　　　　　　伊東 研祐先生

学部長・研究科委員長に聞く！　ワークライフバランス（WLB）と男女共同参画
Q1：WLBとはどうあるべきものだと思いますか？ 
Q2:WLB・男女共同参画に関して、慶應義塾が抱える問題点は何だと思いますか？ また、その問題にどのように取り組むべきだとお考えですか？
Q3：ご自身のWLBの実践度はどの位だと思いますか？ その理由は？ 
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①-1 ニュースレター 1 号 4号
2010.MAR.発行
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ワークライフバランス研究センターワークライフバランス研究センター

第2回『ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援』シンポジウムを開催しました。
2009年12月12日（土）、三田キャンパス北館ホールにお
いて、当センター主催で文部科学省科学技術振興調整費
「女性研究者支援モデル育成」事業第2回『ソーシャル
キャピタルを育む女性研究者支援』シンポジウムを開催し
ました。「慶應義塾としての男女共同参画への取り組みー
いま、女性研究者の活躍のために何をすべきか」をテーマ
に、多様な議論、具体的な提言が飛び交う、熱のこもった
シンポジウムとなりました。

家篤塾長は開会挨拶の中で、本
学の女性研究者支援が男女共同

参画社会づくりという国家的課題を大
学として共有しその責任の一翼を担う
という大きな文脈の中で展開されてい
ると言明されました。大学には全ての
教職員や学生たちにワークライフバラ

ンス実現のための選択肢を提供する責務があり、とりわけ、
出産・育児というライフイベントに直面する女性研究者た
ちはその非常に貴重で大切な時期にワークとライフを両立
させることが著しく困難であるため、シンポジウムにおい
てその解決に向けた議論が大いに展開されることを期待さ
れました。

ンポジウムの前半では、岩男壽美子名誉教授の基調
講演「男女共同参画社会づくりと慶應義塾」を皮切

りに、慶應義塾内外から４名の講師より企業における男女
共同参画の取り組み事例、福澤が問題視した多くの、社会
に存するジェンダーバイアスについて、理工系学部の女子
学生・女性研究者の現状、また本学の女性研究者支援の取
り組みについて報告がなされました。

半のパネルディスカッションでは、樋口美雄・商学
部長のコーディネートの下、４名の講演者がパネリ

ストとして引き続き参加されました。「いま、女性研究者
の活躍のために何をすべきか」のテーマのもと、性や年齢
にとらわれずに誰もが意欲と能力を発揮できる社会の形成
のために慶應義塾は何をするのか３つのポイントを中心に
議論を進められました。様々な意見が飛び交う活発な議論
が行われ、会場からも質問や賛同の声が寄せられました。

らに、本シンポジウムでは新しい試みとして、本学
関係者による研究発表の場を用意しました。パネル

展示と学生グループによるスライド発表が行われ、大学に
強く取り組みを要望するメッセージの発信となりました。

ィスカッション終了後、文部科学省高等教育局私学
部長の河村潤子氏より来賓ご挨拶を頂戴しました。

河村氏は男女共同参画の問題は理解と共感だけではなく、
どういうアクションをとるのかが重要で、大学という１つ
の組織の取り組み姿勢が社会全体に大きな
影響力をもつと指摘されました。私立大学
にとって、今後も研究機関として発展し厳
しい時代を乗り切るための経営戦略として
女子学生を確保し女性教員の活躍を支援す
ることは重要なカギだと明言し、すべての大学は共通イン
フラとして男女共同参画に取り組んでほしいと要望されま
した。また慶應義塾に対しては、わが国の私学を代表する
学校として共通インフラのモデルを開発し、全ての大学に
浸透させていく先頭に立ってほしいこと、それに際しては
男女共同参画に関する様々なデータ（職位別、分野別、所
属の組織別での男女別の教員数、研究者数等）を公表する
ことが重要であり、この分野について先んじた取り組みを
期待するとのメッセージが送られました。

後に、渡部直樹・常任理事（男女共同
参画担当）と太田喜久子・ワークライ

フバランス研究センター長よりそれぞれ、
今後の取り組みへの決意と

謝意が表明され、シンポジウムは多様かつ
有意義な活気ある意見交換の後に閉幕いたし
ました。貴重な週末にご来場くださいました
すべての皆様に改めて心より厚く御礼申し
上げます。

・慶應義塾大学の女性研究者の現状（p4～p5）
・10私立大学共同宣言（p.7)特集 シンポジウムの詳しい報告については

【p2～p3】をご覧ください。

1

清

シ

後

さ

デ

最
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第２回
『ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援』シンポジウム

「男女共同参画社会づくりと慶應義塾」　　　　　　　
　岩男壽美子　名誉教授

「ワークスタイル・イノベーションとダイバシティ・マネジメント」
㈱東芝研究開発センター　首席技監　土井美和子

「理工学部における女子の変遷：なぜ、そうなのか？」　　　
理工学部　教授　松尾亜紀子

　岩男氏は冒頭、オバマ米大統領の就任
演説を引用し、社会の繁栄の原動力とな
るリスクテイカーについて言及、リスクの
取れる人材を男女にこだわることなく確
保し活用することが、少子高齢化や国際
経済競争の熾烈化に直面する現在の日本
には不可欠であると主張した。

　他方、日本の女性研究者の現状を他国と比較するとその遅れ
が一目瞭然であることをデータをもって示し、日本の大学が厳し
い競争の中で魅力を保ち生き残るために、「男女共同参画」の理
念を正しく理解した上でそれに向けた大学づくりを進める必要
があると述べた。岩男氏は今年制定10周年を迎えた「男女共同
参画社会基本法」の創案者の一人であり、法の理念が必ずしも
社会に正しく理解されていないとの疑念を呈した。当時、まだな
じみの薄かった「参画」という言葉を使うことで、立案の段階か
らその全てのプロセスに男女が共に関与する、新しい社会づくり
を企図していたと説明し、その理念に今こそ立ち戻り、いかなる
社会経済情勢の変化にも対応できる活力ある豊かな社会を実現
することが緊要であると強く訴えた。岩男氏にとっては男性であ
っても十分に人材として活かされていない、能力が発揮できて
いないのが日本社会であり、その中で、一人の人間として男女に
軽重の差はないと説いた福沢諭吉を創始者とする慶應義塾こ
そ、男女共同参画の正しい理念に基づく取り組みを展開してい
くべきとの期待を表明した。

　最後に、慶應義塾の今後の課題として、本学が教育研究機関、
すなわち人材育成とその能力発揮の機関として将来にわたり内
外における優位性を確保し知的活力を維持するために、トップの
リーダーシップの下、男女共同参画社会作りの理念が塾内で明
確に認識かつ共有化され、そのうえにリスクを回避せずリスクを
取れる人材を育成する、あるいは、人々がリスクを取れる環境を
整える必要があると主張し、岩男氏は基調講演を結んだ。

・東芝グループのダイバシティに向けた取り組
みでは、社員が自分でリスクテイクして自分ら
しく輝くことを目指し、そのための環境、意識、
風土改革を図ること、すなわちワークスタイ
ル・イノベーションを全社あげて推進している。

・少子高齢化での労働力確保、グローバル化で
の競争力維持のためには多様な人材が不可欠

であり、多様性ある社会では相互理解のために情報共有を「見え
る化」する必要がある。

・コミュニケーションを深めることで目標を正確に共有することが
可能となり、一人ひとりがリスクテイクし、チームあるいは企業全
体として目標達成を目指す雰囲気が醸成され、結果としてイノベ
ーションの創出につながる。

・女性にとっては特に「３つの壁」―前例がない、余裕がない、自分を
閉じ込める―を乗り越えること、すなわち前例を作る努力と勇気、
視点を変える柔軟性、リスクを見込んで取り組む、失敗を恐れずに
やるチャレンジ性をもつことが重要。

・理工系への女子学生進出はそれなりに伸
びているが主に資格系（医学・歯学・薬学）
が引導しており、工学部系はまだ厳しさを
残す。

・研究者・技術者になる重要なポイントとな
る大学院進学における「敷居」を下げること
が重要。

・理工学部系の女性に対する社会の先入観を払しょくし、小中
高において女子生徒の理数系離れを阻止しながら理数系の
面白さを知ってもらうことが重要。

「いま、女性研究者の活躍のために何をすべきか」
コーディネーター：樋口美雄氏（商学部長）
パネリスト：土井美和子氏、松尾亜紀子氏、
　　　　　 西澤直子氏、宮川祥子氏

樋口氏による問題提起
少子高齢化、雇用情勢の厳しさが進む日本社会を長期的にどう
形造っていくのかという国家的課題を考える際の概念として、
ワークライフバランスを軸に置くべきではないか。その中で、性
や年齢にとらわれずに誰もが意欲と能力を発揮できる社会の
形成のために慶應義塾は何をするのか

パネルディスカッション トピック１　慶應が女性研究者を育むうえで何が必要か。
・ロールモデルを育て多様なキャリアパスを示す機会の提供の重要性
（土井氏、西澤氏、松尾氏）
・ファカルティが自身の先入観を認識したうえで学生を正しく研究者
として導けるようにファカルティディベロップメントをどうしていく
かが重要（宮川氏）

・女性教員に対するアファーマティブアクションについては、数値目標
の設定の重要性（最低限のラインを示すことがチャレンジを誘導し、
変化につながっていく）

・クリエイティブアクションにおけるトップのリーダーシップの不可欠性
（土井氏）
・全学一律でのアファーマティブアクション（同じ業績であれば女性を
優先的に採用）の導入（西澤氏）

・理工系における女性研究者の母数の拡大の必要性（松尾氏）
・大学の経営戦略としてアファーマティブアクションを考える必要性
（宮川氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

慶應義塾としての男女
いま、女性研究者の活

基調講演 講 演 1

講 演 3

託児ルームを開室しました。
シンポジウム開催時間中、安心してお子
様をお預けしてご参加いただけるよう
託児ルームを開室いたしました。

＊託児所ルーム　イメージ＊託児所ルーム　イメージ
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平成２１年１２月１２日（土）　三田キャンパス　北館ホール

「男も人なり、女も人なり―福澤諭吉の女性論・男性論」　
福澤研究センター　准教授　西澤直子

「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援―慶應義塾大学における取り組み」
看護医療学部　准教授　宮川祥子

パネル展示による研究発表

登壇による研究発表

1.三四会（医学部同窓会）女性支援室
①「女性医師支援アンケート調査結果」
　http://www.sanshikai.jp/information/female/enquete.html
②「慶應義塾大学病院院内保育園アンケート調査結果」
2.増田真也（看護医療学部　准教授）
　尾崎彩佳（同4年）
「ワークライフバランスとメンタルヘルス―企業での調査から」
3.西澤直子（福澤研究センター　准教授）
「男も人なり、女も人なり―福澤諭吉の女性論・男性論」

「現役学生からみた
大学におけるワークライフバランス」
福澤諭吉記念文明塾 1 期生 Hグループ　
　和田安代（医学研究科博士課程 2 年）
　田中謙伍（環境情報学部 3 年）
　太田結斐（法学部法学科 2 年）

・企業と比較して大学の関連施策は非常に不十分であり大学間
格差も大きく、大学でのワークライフバランス（WLB) の実現に
おいては保育所などの設置が制度整備以前に有効。
・ニーズとは裏腹に学内保育所は少なく、需要の少なさ、財源の
少なさ、大学行政の意識の低さや啓蒙活動・情報量不足が原
因である。
・WLBに向けた環境整備は優秀な人材の確保、研究業績の向上、
イメージアップ、離職率の低下、大学に対するロイヤルティと
研究に対するモチベーションの向上をもたらす。

・『学問のすすめ第八編』の中で、福澤は敢えて、
男も人なり、女も人なりと当たり前のことを述
べる。男女が同じ存在、等しい存在であり、そこ
に軽重はないということを生涯をかけて主張。

・無意識のうちに人々が日常生活の中で思い込
まされている男尊女卑の考え方について、それ

を頭の中にある「裏の帳面」に書きこんでいく日本社会の特性がある。
・ジェンダーバイアスの解決のために、福澤は「女大学批判」を著す。
そこで福澤は、問題は目に見えない規範というものを作り出す根っ
こにあるというふうに考えたのではないか。

・福澤は「法と習慣」について、男女同権にとって法律の整備はその推
進の前提にすぎず、自分たちが習慣を変えていく努力をしなければ
ならないと述べた。また、勇気ある男性の意識改革が女性の立場の
向上、社会の好転につながるとした。

・本学における女性研究者比率は順調に増加
しているものの、女性研究者のうち任期付き
教員の占める割合が非常に高い。

・キャリア初期のポジションであるが育児休暇
や時短等の制度的支援を受けることができ
ない任期付き教員に対し、ライフとワークの

両立が可能となるような支援をどうすべきか。
・高職位ほど女性研究者比率は減少するという変わらぬ状況があ
る。大学院への女子学生進学率が向上するなか、女性にとっては
博士課程から教員・研究者へのキャリアアップが難しく、将来的
に大きなポテンシャルのある研究者の卵をどう活かしていくか。

・適切なロールモデルを必ずしも提供できていない。
・キャンパスごと、学部ごとに問題点に相違がある。
（慶應義塾大学の女性研究者の現状について、【p4～p5】で特集
しています。）

トピック2　性別役割分担をなくすうえで、慶應義塾の一貫
教育校の教育の中で何を行うことが有効か。　

・自分の親世代に限定されない多様な働き方のモデルを教えていく
こと（宮川氏）

・小中高での理系進路選択に際しての女子生徒および親の意識を変
えること（松尾氏）

・福澤の理論を入り口に一貫教育校で近代社会の再考のための授業
を提供すること（西澤氏）

・親による職業についてのプレゼンの機会を作ること（土井氏）
など

トピック3　男性の意識、さらには女性を含めた社会全体
の意識を変えるには何が効果的か。　　　　

・思い込みを排し正しいデータに裏付けされた考え方、アクションを
さまざまな場面で繰り返すこと（土井氏）

・マンガ、ネットを通して知らずに得ている先入観などをワークショップ
で出し合いながら実際との差異を話し合う機会を持つこと（西澤氏）

・具体的な施策を実行し小さな成功体験を積み重ねることで変化
へのきっかけが掴めること、そのためにもトップが施策の推進を
力強く表明し具体的にコミットすること（宮川氏）
など

共同参画への取り組み
躍のために何をすべきか

慶應義塾としての男女
いま、女性研究者の活

講 演 2

講 演 4
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研究者に占める女性割合の国際比較 ②慶應義塾大学の女性研究者（学部・研究科別）研究者に占める女性割合の国際比較

内閣府 男女共同参画白書 平成21年版より抜粋

1. EU諸国の値は、イギリス以外はEU「Eurostat」より作成。推定値、暫定値を含む。エストニア、スロバキア、ロシア、
　チェコは2007（平成19）年。ポルトガル、アイスランド、ギリシャ、スウェーデン、ノルウェー、アイルランド、デンマーク、
　ベルギー、ドイツ、ルクセンブルク、オランダは2005（平成17）年。スイスは2004（平成16）年。その他の國は2006（平
　成18）年時点。イギリスの値は、European Commission “Key Figures 2002”に基づく（2000（平成12）年時点）。
2. 韓国の数値は、OECD “Main Science and Rechnology Indicators 2008/2”に基づく（2006（平成18）年時点）。
3. 日本の数値は、総務省「平成20年科学技術研究調査報告」に基づく（2008（平成20）年3月時点）。
4. アメリカ合衆国の数値は、国立科学財団（NSF）の「Science and Engineering Indicators 2006」に基づく
　雇用されている科学者（scientists）における女性割合（人文科学の一部及び社会科学を含む）。2003（平
　成 15）年時点の数値。技術者（engineers）を含んだ場合、全体に占める女性科学者・技術者割合は27.0％

（備考）

各キャンパスの女性研究者比率

①慶應義塾大学の女性研究者（全体・キャンパス）①慶應義塾大学の女性研究者（全体・キャンパス）

慶應義塾全体の女性研究者比率専任＋有期本務*：以下同じ）
＊有期本務…有期助教系・客員教員・教員有期・医学部・訪問教員招聘・特別研究教員が含まれる

データ出処：慶應義塾ハンドブック2008、同2009

三田
日吉
矢上
信濃町
湘南藤沢
芝共立

全 体

男女計
459
353
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61
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女性
452

比率
20.9%

前年度
19.2%

全国（参考）
19.5%

女性
80
93
19

167
67
26

比率
17.4%
26.3%

6.5%
22.2%
27.2%
42.6%

前年度
15.8%
25.7%

5.2%
19.3%
26.7%
45.2%

②慶應義塾大学の女性研究者（学部・研究科別）
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42.6%
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0.0%

4.8%

学部・研究科 研究者数
男女計

専任
＋

有期本務
専任
のみ

専任
＋

有期本務
専任
のみ

女性研究者数 女性研究比率

■女性比率2008

■女性比率2009

■専任比率2009

■

■

■

慶應義塾大学 女

データ出処：慶應義塾ハンドブック2008、同2009
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③大学の研究者に占める女性比率（職位別） ④大学院の女性学生比率③大学の研究者に占める女性比率（職位別）
データ出処：平成２１年度学校基本調査速報、　　　

慶應義塾ハンドブック2008、同2009単位：％
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④大学院の女性学生比率
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慶應義塾大学 女性研究者の現状
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湘南藤沢キャンパスで
一時保育サポートプログラムが

始まります！
　ワークライフバランス研究センターでは、平成22年春（予定）より、 湘南藤沢キャン
パスにて、 「一時保育サポートプログラム」を実施いたします。このプログラムは、慶
應義塾で学び働く人たちの育児と研究・業務の両立をサポートすることを目的とし
て、お子さんの一時保育を行うものです。一時保育サポートの担い手となる保育サポ
ーターは、センターが実施する養成講座を修了した学生で、資格を持つ保育士の監督
のもとで一時保育を実施します。

　一時保育サポートの開始にあわせて、実施場所となる ν棟DNPハウスを子どもが
安全に過ごせるスペースとして改修します。 また、育児中の方がいつでも利用できる
授乳室・オムツ替えスペースや、相談室も設置いたします。  そこで、このスペースが、
多くのみなさんに愛され、利用され、親しみをもって呼ばれるような 愛称を募集した
いと思います。みなさま奮ってご応募ください。 また、愛称が決定しましたら、ロゴの
募集を改めて行います。 ロゴイメージを含めた名称のアイディアがある場合は、同時
に応募いただくこともできます。

DNPハウス１F
 一時保育サポートスペース部分（改修前）

http://www.wlb.keio.ac.jp/

プログラム、及び愛称募集の
詳細はホームページを

ご覧ください

詳細はホームページを
ご覧ください

（3/23頃掲載予定）

女性研究者支援プログラム　
平成22年度（前期）募集のお知らせ
女性研究者支援プログラム　
平成22年度（前期）募集のお知らせ

募集期間（予定）
平成22年3月23日（火）～4月14日（水）

女性研究者の子どもが急な発熱等で通常の保育
サービス（保育園等）を受けることができない場合
の、自宅での病児保育サービスの利用を支援します。
  
募集対象
小学6年生までのお子様をお持ちで、東京23区内（近郊は
要相談）にお住まいの本学所属の女性研究者。 

女性研究者が出産・育児の過程でも研究活動を支障
なく継続できるように、研究補助員（原則、大学院
生）を雇用する制度です。

募集対象
申請時点で妊娠中の、あるいは、小学6年生までのお子様
を持つ本学所属の女性研究者。

病児保育支援 研究業務支援病児保育支援 研究業務支援

「子育て」と
「研究」の両立を
応援します！
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①-1 ニュースレター 1 号 

私たちは、教育・研究・就労の場における男女共同参画を実現するために、全学をあげて、教職員・学生等の
人的構成の男女格差を是正し、大学運営の意思決定における男女共同参画の実現をめざします。

私たちは、各大学の教職員・学生等が、出産・育児・介護と教育・研究・就労を両立させることができるため
の効果的で具体的な措置を講じます。

私たちは、男女共同参画社会における学問・研究が、世界をリードし地球的規模で生ずるさまざまな問題の解決
のために大きく寄与するものであり、かつ、男女共同参画の実現が多様な生の共存にも貢献するものであること
を自覚しつつ、今後とも、新たな社会の創造に向けた知の結集・国際性豊かで優れた人材の育成をめざします。

私たちは、学術分野での男女共同参画を強力に推進するために、女性研究者の積極的採用、キャリア形成支
援、育児・介護等と研究・教育の両立支援などについて、私立大学としても社会に対する重大な責務と認識
し、その実現に向けて真摯に努力します。

東京女子医科大学学長
慶應義塾長
日本大学学長
東京都市大学学長

日本女子大学学長
津田塾大学学長
上智大学学長
東邦大学学長

早稲田大学総長
東海大学学長
　
（採択年度順・50音順）

2009年12月4日

1
2

3

4

第2回私立大学合同シンポジウム
「10私立大学 男女共同参画推進のための共同宣言」を採択しました

　日本国憲法は、個人の尊重と法の下の平等をうたい、この原則にのっ
とって、男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の実現を21世
紀の最重要課題と位置づけています。人が性別にかかわらず、社会の対
等な構成員として、自らの意思により社会のあらゆる分野の活動に参画
し、政治的、経済的、社会的および文化的利益を平等に享受する社会、そ
して各人の個性が尊重され、多様な選択が保障される社会、そのような
社会が「男女共同参画社会」です。
　男女共同参画社会の実現は、国、地方公共団体、国民すべてに共通に
課せられた責務であり、高等教育機関としての大学も、その一翼を担う
べきことはいうまでもありません。教育・研究活動や学術・研究分野にお
ける男女共同参画の促進について、大学が果たすべき役割は非常に大
きいものがあります。
　日本学術会議で出された2008年7月の「学術分野における男女共
同参画促進のために」という提言の中のアンケート調査では、男女共同
参画を推進するための活動の実施状況は全体的に低く、「特にしていな
い」との回答のあった451校の内訳は、国立大学の35.1%に対し、私
立大学は78.4%にも達していました。残念ながら、この数字を見ただけ
でも、男女共同参画に向けた活動が私立大学ではきわめて低調である
ことは明らかです。
　しかしながら、科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事
業の採択校については、男女共同参画推進のための組織や委員会が設
置され、広報啓発活動が活発化し、統計的資料や問題分析も進んでいる
ことが明らかになりました。さらに、女性教員の増加のための取り組み、
大学の意思決定に対する女性の積極的参加、育児支援制度等で優れた
実績を上げていることもはっきりしてきました。

　現在、「女性研究者支援モデル育成」事業には45機関が採択され、それ
ぞれが各機関の教育理念や特性を活かしつつ、ユニークな構想の実現と
システム改革に鋭意取り組んでいますが、このうち私立大学は、東京女子
医科大学、日本女子大学、早稲田大学、慶應義塾大学、津田塾大学、東海大
学、日本大学、上智大学、東京都市大学、東邦大学の10大学しか採択され
ていません。全国に773の大学があるうち、私立大学はその77%近くを
占めるにもかかわらず、採択数は全体の4分の1にも満たない状況です。
　国立大学は、すでに2000年に国立大学協会（国大協）により「国立大学
における男女共同参画を推進するための提言」がなされ、この中で「男女
共同参画推進担当機関の設置」や「ポジティブ・アクションの採用」、「理工
系、その他特に女性の少ない分野への女性の参画の推進」などが挙げられ
ており、早くから男女共同参画推進体制が構築されてきました。
　この結果、北海道大学や名古屋大学では、それぞれ「ポジティブアクショ
ン北大方式」、「発展型ポジティブ・アクションプロジェクト」を展開し、全学
予算を効果的に用いることで、部局の人事権を尊重しつつ非常に積極的
な女性増員策がとられています。2008年10月の国立7大学シンポジウ
ムでは、7大学総長による「U7“男女共同参画”に係る共同宣言」において、
「男女共同参画社会の実現のために大学が負っている重大な責務を自覚
し、“公正な評価に基づく女性研究者の積極的登用”等を含めた施策に英
知を絞り、その実現に向けて真摯に努力する。」と宣言され、また、多くの大
学で「男女共同参画」が大学の戦略として位置づけられています。
　私立大学も、ぜひそれぞれが意識を高め、積極的な支援策を打ち出すこ
とで、より多くの大学が後に続いてくれることを期待し、ここに、私立大学
における10大学の学長・総長等による内外に向けた取り組みとして、男女
共同参画を促進し実現することを高らかに宣言します。

　平成21年12月4日（金）、津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス内津田
ホールにおいて、第2回私立大学合同シンポジウム「男女共同参画の
輪をさらに拡げよう」が開催されました。採択校相互のさらなる連携
を図ると共に、文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モ
デル育成」事業終了大学をはじめ、広く他の私立大学にも呼びかけて
男女共同参画の推進を図ること目指しました。
　今回のシンポジウムでは、参加10私立大学が結束して「男女共同
参画推進のための共同宣言」を取りまとめ、全学長（一部代理を含む）
が一堂に会して公に発表しました。男女共同参画はすでに多くの大学
で少子化時代における重要な経営戦略として位置づけられており、
私立大学がそれぞれに意識を高め積極的支援策を打ち出すことで、
より多くの大学が後に続き、活力に満ちた男女共同参画社会の構築
に資することを目指す宣言を取りまとめることができました。
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