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あなたもこんなお悩みをお持ちではありませんか？あなたもこんなお悩みをお持ちではありませんか？
ワークライフバランス研究センターでは、様々なプログラムをご用意しています。
最新情報はホームページにてご確認ください。また、プログラム等についてご不明な
点があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

○産前産後休暇、育児休暇、介護休暇
　どうやって取得すればいいの？ 

→慶應義塾の就業規則等を、ご紹介しています。

○急な出張、学会の時に、
　子どもを預かってくれるところを探したい。 

→一時保育事業者を、地図検索できるシステムがご利用できます。

○研究資金の確保が難しい 

→特に若手や女性向けの公募など、
　研究公募情報の情報収集、公開を行っています。

○情報収集している時間がない。 

→育児・介護等の情報をコミュニティサイトで、提供しています。
　　 
○育児や介護、周りに相談できる人がいない 

→気軽に相談のできるフォーラム（掲示板）をご用意しています。
　プライベートなご相談に関しては、センターが秘密厳守で対応
　いたします。

○夜の会議に出席できない、
　他キャンパスへの移動時間を短縮したい 

→ご自宅・遠隔から会議のできる、Web会議
　システムを提供しています。　　

○子どもが病気になったら、どうしよう。

→在宅で病気のお子様をお預かりする「病児保育支援
　プログラム」を提供しています。 

○育児と研究の両立が、難しい。 　

→研究補助員として大学院生等を雇用する「研究業務
　支援プログラム」を提供しています。

○研究者を目指したいけど、キャリア形成の
　イメージがわかない…。

→女性研究者へのインタビュー記事を掲載しています。 

http://www.wlb.keio.ac.jp/

Keio Work-Life Balance Community
（コミュニティサイト）

出産・育児やキャリア・働き方など共通のお悩みをお持ちの
方同士が情報交換できるフォーラムをご用意しています。
また便利な一時保育事業者検索システムや研究支援
（公募情報等、研究支援情報）などもご利用いただけます。
ご利用には会員登録が必要です。

「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」
ホームページ

WEB会議システム使用に関するご案内や、病児保育支援
を始めとする育児支援策の募集情報、また女性研究者の
インタビューなど、当センターからのお知らせを発信して
います。

慶應義塾大学　ワークライフバランス研究センター　Tel & Fax：0466-49-3604 塾内線：53655
e-mail：keio-wlb-office@sfc.keio.ac.jp　URL : http : //www.wlb.keio.ac.jp/

【編集・発行】
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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」 平成20年度採択

WORK LIFE BARANCE
振興調整費

慶應義塾大学『ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援』

慶應義塾大学は、創立 150 年を迎えた慶應義塾が目指す「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、
すべての人々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社会的・制度的キャンバス環境づくりを先導します。

慶應義塾大学ワークライフバランス研究センター　http://www.wlb.keio.ac.jp/
〒252-8520　神奈川県藤沢市遠藤 5322　E-mail : keio-wlb-office@sfc.keio.ac.jp

プロジェクトの趣旨

「ソーシャルキャピタルを育む女性研究
者支援」は、出産・育児というライフステ
ージを経験する女性研究者に対し、その
取り巻く多様なコミュニティ　̶家庭、
大学、地域、次世代等̶　に豊かな関係
性をもたせることでソーシャルキャピタ
ルを醸成し、母と研究者の立場が両立す
るように全学規模で支援するプロジェク
トです。

支援の過程では、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、男女共同参画社会の構築に必要な
環境整備の諸段階を踏んでいきます。

本学の特長としている地域社会との密接
な関係性や充実したインターネット環境
等の利点を最大限活用し、本学のみなら
ず日本全体、ひいては世界レベルで社会
貢献できる女性研究者支援モデルを構
築することを目指します。

卒業生

中等部・高等部

学生保育スタッフ

学生TA

地域NPO他
女性研究者コミュニティ

他大学（国内・海外）

男女共同参画室

常任理事（男女共同参画担当）

社会地域連携室
他学内諸部門

塾長

教職員
各キャンパスから参加

施策成果の
フィードバック 施策推進支援

ワークライフバランス研究センター
本プロジェクト参画研究者
特別研究教員・事務スタッフ

男女共同参画基本計画の策定および推進

女性研究者支援のための施策の推進・評価

ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 実施体制

「男女共同参画室」発足

平成 21 年 3 月 1 日、慶應義塾「男女共同参画室」が発足したことにより、慶應義塾全学挙げ
ての推進体制が整い、ワークライフバランス研究センターと同室の協力・連携をもって、今後
一層の事業推進を目指す方向性が確固となりました。
（上記「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援　実施体制」をご参照下さい。）

育児中の女性研究者の負担軽減のため、様々な施策を行っています。「病児保育支援プログラム」 
導入にあたっては、NPO 法人フローレンスと、大学・研究機関向け病児保育パッケージの共同
開発を行い、試験的にサービスの導入を行っています。

推進体制の整備 育 児 支 援

エンパワーメント支援 ニーズ調査・プログラム評価

Web 会議システム コミュニティ
Web サイト

ロールモデルの提供

啓発活動

講演会・交流会の開催

保育サポーター養成
プログラムの開発

各キャンパスに点在する研究者同士のコミュニケーションや会議を
円滑に行うための Web 会議システムを整備しました。また、孤立
しがちな研究者のコミュニケーションを支援するためコミュニティ
Web サイトの運営をスタートしました。

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、ホームページ・ニュースレター
等を用いた広報活動や講演会・シンポジウム等
を積極的に開催しています。 平成 21 年 2 月に
は第 1 回シンポジウム「慶應義塾における女性
研究者支援と男女共同参画”次なる 150 年”
に不可欠な人材の活用」を開催し、学内外に本
事業の取り組みをアピールしました。第 2 回シ
ンポジウムは、平成 21 年 12 月 12 日に実施
します。

研究者の卵である学生のみなさんに「研究者という、こんな素晴らしい生き方があるんだ！」ということを知っ
てもらうため、女性研究者のみなさんにインタビューをお願いしWeb で公開しています（ロールモデルの提供）。
また、慶應女子高・SFC 中高や各キャンパスにて、交流会・講演会等を活発に実施して、キャリア構築に関して
学ぶ機会やキャリアパスの在り方・育児と仕事の両立について等、意見交換をする場を提供しています。

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最適な支援体制の構築、運営、発展につとめています。平成 20 年度
に実施した調査では、子育て等ライフプランの中での具体的な問題や支援ニーズが明らかとなっています。

地域連携による保育支援プログラム
および保育サポーター養成プログラ
ムの開発を行いました。

育児支援プログラム 育児情報の提供

「子育て」と
「研究」の両立を
応援します！

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。

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。

病児保育支援 研究業務支援

「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りまし
た。」（研究業務支援）「子どもがインフルエンザの時に
対応していただいて大変助かりました。」（病児保育支援）
といった声が寄せられ、利用者の国際学会発表等、大き
な成果につながっています。

コミュニティ Web サイト内にて育児情報、研
究支援関連情報等を提供しています。また、会
員間の交流を促進する「フォーラム」を運営し、
何か困った時に相談できる環境づくりを目指し
ています。
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①-1 ニュースレター 1 号 研究者支援ツールの開発
Keio Work-Life Balance Community
“ワークライフバランス”【研究（仕事）とプライベートがうまくバランスし、お互いが
相乗効果を及ぼしあう】に興味のある方を対象にしたコミュニティサイトです。 

 <
1 18 00 0

一時保育サポートに必要な知識・技術の習得のため、小児看護学
を専門とする看護医療学部教員の監修により、保育サポーター
養成講座プログラムを開発しました。6時間の講義および3日間
の認可保育園での実習で構成されています。

第4回保育サポーター養成講座
講　　義　
　　　　2010年1月31日（日）9:30～16:30　ν棟DNPハウス
実　　習
　　　　2010年2月1日～25日（うち3日間）　藤沢市認可保育園

＊受講希望者は事前に行われるガイダンスに参加してください。
ガイダンスは12月中を予定しております。詳しい日程はホームページ／募集
ポスターにてご確認ください。

講義内容
・オリエンテーション
・子どもの発達の概要
・保育実技
・子どもの事故（安全）と応急手当

・保育所の役割
・子どもと保護者のコミュニケーション 
・子どもの年齢に応じた日常生活援助
・保育実習ガイダンス

養成講座の詳細はホームページにてご確認ください。

出産・育児など、さまざまなライフイベントに直面している方、また、ご自身のキャリアや働き方を模索されている方に、
必要な情報を提供し、共有しあうことができればと思っています。

何かの時に、相談ができる。 
仲間がいる、先輩がいる、後輩がいる、自分だけが悩んでいるのではないと 知ってもらう。
そんな小さなことを実現するために、このコミュニティサイトは誕生しました。 

公募情報等、研究支援情報を随時掲載
しています。

会議や学会、講演会...。アクティブに飛び回る子育
て中の研究者の方からの要望に応え、一時預かり
保育事業者を、便利な地図検索で検索できるシス
テムを構築しました。
慶應の各キャンパス近隣の保育所はもちろん、住所
や地図から近くの一時預かり保育事業者が検索で
きます。ぜひご利用ください。 なお、保育事業者情
報は随時センターで追加しますが、情報をお持ちの
方は情報の充実にご協力をお願いいたします。

「保育サポーター養成講座」を修了した学生サポ
ーターが、お子様を キャンパス内で、一時お預か
りするサービスです。 湘南藤沢キャンパスを起点
にサービス開始に向けて準備を進めています。実
施にあたっては、利用者と保育サポーターのマッ
チングを行うシステムを 構築し、安全かつ円滑に
ご利用いただけるよう検討中です。

慶應義塾大学ワークライフバランス研究センター
一時保育サポートプログラム
保育サポーター養成講座

ユーザー登録について

出産・育児など、さまざまなライフイベント
に直面している方、また、ご自身のキャリア
や働き方を模索されている方に、必要な
情報を提供し、共有しあうスレッド形式の
フォーラムです。

「Keio Work-Life Balance Community」は、会員限定の
コミュニティサイトのページです。閲覧ご希望の方は、ユーザ
ー登録をお願いします。
なお、ご登録はkeio.ac.jpまたはkeio.jpドメインのメールア
ドレスをお持ちの方に限定しております。
慶應義塾の教職員・学生等で、keio.ac.jpまたはkeio.jpドメ
インのメールアドレスをお持ちでない方は、事務局までお問
い合わせください。 

マッチングシステムについて

・＜利用者＞webサイトより申し込み

・＜保育サポーター＞オファーメール受信

・＜保育サポーター＞オファーを受領を選択

・システムにてマッチングを完了、利用者サポーターに
 結果を配信

オファー

オファー送信

オファー受領

マッチング

ワークライフバランス研究センター
http://www.wlb.keio.ac.jp/

<参考画面＞ 
「三田キャンパス」から「半径1ｋｍ」以内、「夜間（18：00～）」、「0歳児可」の
条件で一時預りの施設を検索。
地図上に施設の場所がマッピングされ、右側に施設の情報が表示されて
います。 
施設名をクリックすると詳細情報のページが開きます。
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①-1 ニュースレター 1 号 
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」
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

主催 ◆ 慶應義塾大学ワークライフバランス研究センター／後援 ◆ 慶應義塾男女共同参画室

振興調整費

　
平成21年12月12日（土）
開　演 13:00～17:00
　　     （開場12:30）
懇親会 17:30～19:00

慶應義塾大学　
三田キャンパス　
北館ホール

日　時

場　所

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
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研究発表団体のご紹介

ワークライフバランス研究センターのご案内

出産・育児・介護などのライフイベントに直面したとき、悩むこと、迷うこと、負担に思うことが
あれば、どうぞお気軽に相談してください。本学で学会や各種イベントが開催される際の託児
サービスについて必要なサポートを提供したり、ワークライフバランスに関する講師紹介や
その他幅広い情報提供も行っています。

慶応義塾大学ワークライフバランス研究センター
Tel & Fax：0466-49-3604 塾内線：53655  keio-wlb-office@sfc.keio.ac.jp

福澤諭吉記念文明塾

三四会女性支援室

尾崎 彩佳 ・ 増田 真也
（看護医療学部）

西澤 直子
（福澤研究センター）

ワークライフバランス
研究センター

「福澤諭吉記念文明塾」は、慶應義塾の原点を見つめ直し、グローバル社会に
貢献する次世代のリーダーを育成するために、未来貢献を果たしたいという志を
有する人々に開かれています。さまざまな分野の第一線で活躍する方々を講師に
迎え、学生と社会人が学窓をともに学び合い、教えあう、「半学半教」の考えに基
づき、切磋琢磨する学び合いの場です。
なお、本講座は、創立150年記念事業の一環として創設した「慶應義塾創立 150
年記念未来先導基金」によって運営されています。

慶應義塾大学医学部同窓会・三四会は、女性三四会員の活動を支援するために
同窓会として何が行えるのかを見極め、より働きやすい環境を整備すること等によ
り各教室や関連病院、ひいては慶應医学の発展にも資するため「女性支援室」を
立ち上げました。 「女性医師支援アンケート」の実施や「先輩女性医師の話を聞く
会」の開催等、多岐にわたる事業を行っています。　

「現役学生からみた大学におけるワークライフバランス」

1. 女性医師支援アンケート調査結果
　　（平成１８年７月施行）
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月施行）

「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」

「男も人なり、女も人なり－福澤諭吉の女性論・男性論」

「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」

パネル展示団体のご紹介

発表者：福澤諭吉記念文明塾  1期生Hグループ
太田 結斐 （法学部法学科2年）
田中 謙伍 （環境情報学部3年）
和田 安代 （医学研究科博士課程2年）

http://www.wlb.keio.ac.jp/ 
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①-1 ニュースレター 1 号 

2009年12月4日（金）
12時30分～16時30分

津田塾大学
千駄ヶ谷キャンパス

津田ホール

●発起人校
津田塾大学
｠
●幹事校
慶應義塾大学
東海大学
日本大学
｠
●参加校
東京女子医科大学
日本女子大学
早稲田大学
上智大学
東京都市大学
東邦大学
＜採択年度順・50音順＞

後援：内閣府、科学技術振興機構
協賛：日本学術振興会、産業技術総合研究所、国立女性教育会館、男女共同参画学協会連絡会、応用物理学会、
日本物理学会、日本化学会、日本分光学会、電子情報通信学会、日本数学会、日本植物学会、日本女性科学者の会、
日本光学会、日本動物学会、日本工学アカデミー、日本小児科学会、日本産科婦人科学会、日本生理学会、日本女医会、
日本発生生物学会、日本分子生物学会、日本比較内分泌学会、日本獣医学会、日本農芸化学会、日本栄養・食糧学会、
情報処理学会、ACM Japan Chapter、IEEE Japan Council Women in Engineering（各機関へ協賛依頼申請中）

文部科学省
科学技術振興調整費　振興調整費 「女性研究者支援モデル育成」事業

第
２
回
　

私
立
大
学
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

＊お問い合わせ＊
津田塾大学 女性研究者支援センター
〒187-8577
東京都小平市津田町2-1-1 本館：H120
TEL./FAX.042-342-5142
URL　http：//cwr.tsuda.ac.jp
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【プログラム】

12：30
12：35
12：40

13：10 

　

13：50

14：20
16：10

16：25

17：00～

開会挨拶　慶應義塾長　清家　篤
挨　　拶　文部科学省 科学技術・学術政策局長　泉 紳一郎
特別講演　「私立大学と男女共同参画」
　　　　　日本私立大学連盟会長・早稲田大学総長　白井 克彦
基調講演　「企業における男女共同参画」
　　　　　NECラーニング株式会社  代表取締役執行役員社長　内海 房子

　　　　　「私学の男女共同参画に期待する」 
　　　　　文部科学省 高等教育局私学部長　河村 潤子

休　　憩　

各大学事例報告（10大学予定）
各大学学長による男女共同参画アピール
応援メッセージ　内閣府特命担当（男女共同参画等）大臣　福島 瑞穂
閉会挨拶　津田塾大学学長　飯野 正子　
　
懇親会

【各大学事例報告　登壇者】

●総合司会　大平 雅美  日本大学 女性研究者支援推進ユニット・コーディネーター

2008年度
事業終了
大学

2008年度
採択大学

2009年度
採択大学

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

齋藤 加代子

　
小川 賀代

棚村 政行

太田 喜久子

宮川 祥子

川添 愛

平岡 克己

野呂 知加子

　
リンダ・グローブ

小川 順子

大島 範子

中野 弘一

女性医師・研究者支援センター長、
附属遺伝子医療センター所長・教授

理学部数物科学科　准教授

女性研究者支援総合研究所所長、ハラスメント防止室長

ワークライフバランス研究センター長、看護医療学部長・教授

看護医療学部　准教授

女性研究者支援センター特任准教授

学長室長、学長室ワーク・ライフ・バランス推進室長

女性研究者支援推進ユニット・推進コア長、
生産工学部 /大学院総合科学研究科・准教授

学術交流担当副学長（女性研究者支援プロジェクト実施責任者）

女性研究者支援室長

男女共同参画委員長、理学部長

男女共同参画副委員長、学長補佐 ( 研究支援担当 )
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①-1 ニュースレター 1 号 

【講師紹介】

内海 房子　　
学歴：1971 年    津田塾大学　学芸学部数学科　卒業
職歴：1971 年    日本電気株式会社　入社
　　　1987 年    日本電気株式会社　基本ソフトウェア開発本部第一開発部技術課長
　　　1989 年    日本電気株式会社　人事部人事課長
　　　1992 年    日本電気株式会社　人事部人事担当部長
　　　1993 年    日本電気株式会社　技術研修所ソフトウェア教育部長
　　　1995 年    日本電気株式会社　研究開発事務本部勤労部長
　　　1998 年    日本電気株式会社　研究開発事務本部長
　　　2001 年    ＮＥＣソフト株式会社　執行役員
　　　2005 年～ ＮＥＣラーニング株式会社　代表取締役執行役員社長

白井 克彦　　

学歴：1963 年    早稲田大学　理工学部電気工学科　卒業
1973 年    早稲田大学　大学院理工学研究科修士課程、博士課程を経て、
　　　　   工学博士を取得

職歴：1965 年    早稲田大学　第一理工学部助手
1968 年    早稲田大学　理工学部専任講師
1970 年    早稲田大学　理工学部助教授
1975 年～ 早稲田大学　理工学部教授
     早稲田大学事務システムセンター所長、教務部長、国際交流センター所長、
　　　　  　副総長を歴任し、2002 年 11月 5日より早稲田大学総長
2009 年～ 日本私立大学連盟会長

専門分野：知能情報学

河村 潤子　　
学歴：1979 年    東京大学 法学部卒業
職歴：1979 年～  文部省 ( 大学局、社会教育局、大臣官房等 )、
                         東京工業大学 研究協力課長、衆議院法制局参事、
　　　　　　　　 千葉市教育委員会参事等
　　　1997 年～　文部省 初等中等教育局中学校課長、学術国際局研究助成課長
                        　文化庁 文化部芸術文化課長、文部科学省 科学技術・学術政策局政策課長
　　　2005 年     文部科学省 科学技術・学術政策局 科学技術・学術総括官
　　　2006 年     独立行政法人国立高等専門学校機構 理事
　　　2008 年     文部科学省 高等教育局私学部長

学会活動：日本工学教育協会　理事
社会活動：男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会委員（厚生労
         働省）、大学における実践的な技術者教育のあり方に関する協力者会議委員
         （文部科学省）、津田塾大学女性研究者支援センター　評価委員　等

ＮＥＣラーニング株式会社　代表取締役執行役員社長

日本私立大学連盟会長・早稲田大学総長

文部科学省　高等教育局私学部長

（敬称略）
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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

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

10私立大学　男女共同参画推進のための共同宣言

（採択年度順・50音順）
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2009 年 5 月 2 日 朝日新聞 夕刊



 

Ⅵ.広報物・メディア掲載 

312 

 

2009 年 5 月 27 日 神奈川新聞 朝刊
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2009 年 7 月 8 日 慶應塾生新聞
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2010 年１月 8 日 慶應塾生新聞 
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2010 年 1 月 10 日 慶應キャンパス新聞 
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2010 年 2 月 26 日 読売新聞 朝刊 
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『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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発　行　元　学校法人　慶應義塾
発　行　日　2010年3月発行
編集責任者　ワークライフバランス研究センター長　太田 喜久子
連　絡　先　〒252-8520　神奈川県藤沢市遠藤5322
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TEL・FAX   0466-49-3604
       URL   http://www.wlb.keio.ac.jp/
     E-mail    keio-wlb-office@sfc.keio.ac.jp

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

「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」

平成21年度報告書

本報告書は、文部科学省の科学技術総合推進費
補助金による補助をうけて学校法人慶應義塾が
実施した平成21年度「女性研究者支援モデル
育成ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」
の成果をとりまとめたものです。
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平成２１年度 報告書

ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援
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

慶應義塾大学

振興調整費


