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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 

山下 香枝子 
 
慶應義塾大学は、本年度、文部科学省科学技術振興調整費事業として採択され、「女性研究

者支援モデル育成」に着手しました。この主なねらいは、社会の変化が厳しい中にあって、

次世代を担う女性研究者たちがその能力を十二分に開花させ、より活力ある慶應義塾大学

に、さらには日本社会のために寄与できるよう研究支援をすることです。 

 

まず平成 20 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、評価を行う努力をしてまいりました。この１年間のセンターの活動は、安西塾

長および工藤常任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、塾外の多数のセンター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」

へとめざましく活動し、大きな関心を呼び起こしてきたように感じます。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・価値観の人たちが参加し、話し合い、考え方・知恵や技術等を出し合うこと

によって、新たな解決策を見いだし、発展させていく」ことが共通理解されるようになり、

様々な立場の方々から「皆で取り組みたい」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具体的な課題をもつことが、変化への第一歩になってく

ると考えます。社会活動や職業の責務のみでなく、お互いに身近なことに関心を持ち、新

たな発想を試み、技術の改善や方法に工夫を加えてみるなど、‘ほんの少し’ではあっても、

‘自分と他者のため’に時間を使うことに challenge して行こうではありませんか。 

今後は、平成 21 年 3 月に発足した男女共同参画室とワークライフバランス研究センターが

連携して活動することにより、女性研究者支援を一層加速化させるだけでなく、能力と意

思をもつ多様な人々への活動の機会を開き、学問の発展や社会の活性化につながっていく

ように尽力いたします。慶應義塾大学に引き続きのご指導とご支援を賜りますようお願い

申し上げます。 
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Ⅰ. 慶應義塾大学の「女性研究者支援モデル育成」事業 

1.総括 
慶應義塾大学では、平成 20 年 2 月に設置した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」への取り組みに着手した。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）の蓄積を最大限有効活用することが本事業の最大の特

徴である。 

１年間の事業運営では、大別して４つのカテゴリーにおける支援策を実施した。第一に事

業推進に資する体制の整備、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。それぞれの進捗状況には濃淡があるが、推進体制の整

備については、本事業の最終目標でもあった「男女共同参画室」が平成 21 年 3 月 1 日に発

足したことにより、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った。 

また、研究業務支援プログラムを策定し、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を雇用する制度を提供している。育児支援の分野で

は、東京都内で在宅での病児保育事業を展開している 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を共同開発し、平成 20 年 12 月より導入した。この二つの

パイロット事業は女性研究者の生のニーズに応えるものとして、利用研究者から大きな評

価を得るものとなっている。 

さらに、本学では各キャンパス、各学部ごとに女性研究者の支援ニーズが多様であること

に鑑み、キャンパス別、学部別に交流会等のイベントが開催され、女性研究者間の情報交

換の輪が広がっている。ホームページの開設とそこでの女性研究者のインタビュー掲載や

ニュースレターの発行も、とかく孤立しやすい研究者同士の関係を結びつけ、全体として

のエンパワーメント向上に寄与するものとなっている。これらの事業はすべて、全学を対

象としたアンケート調査等の結果から抽出された女性研究者のニーズに基づき起案され実

施されてきたが、今後もこのような調査を細密化し、本学における女性研究者の活躍のた

めに真に必要な条件や課題の認知・設定に努めていく。 

来年度にはワークライフバランス研究センターが現在の仮オフィスより湘南藤沢キャンパ

スの中の一棟へ移転する予定である。これまで学内一時保育に向けた準備段階として、育

児に関心のある本学学生を「保育サポーター」として養成してきたが、新たなスペースを

得てサポーターの活躍の場が実現することになる。また、本事業に関係する諸大学・機関

との交流を通して、さまざまな取り組みの実例や目指すべきモデル企画等を学ぶことがで

きたことも、この１年の大きな収穫物であった。慶應義塾大学は来年度も引き続き、この

学び得た知識を有効に活用しながら、女性研究者の支援と育成について全学の意識向上を

図りつつ、具体的施策の提言と実施に取り組んでいく。
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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   「安西 祐一郎」 
○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20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、最

長 3 年間の育児休職制度、１日当たり最長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する。 
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。 
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。 

 
 

達成目標 
 

 

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 WG」を本計画の実施期間の終了までに恒常

的な組織として「男女共同参画推進室」に再編成する。 
3. 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

終了までに60名以上の女性研究者を登録する。 
4. 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。 
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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     「安西 祐一郎」 
○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」たる慶應義塾として女性研究者が十分に活躍し社会に貢献できる環境を

全学をあげて構築し、着実に実施する体制を作る必要がある。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最低 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。 

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。 
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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 
 

氏名 所属部局（職名） 氏名 所属部局（職名） 
 

*山下 香枝子 ワークライフバランス研究センター長 
看護医療学部長、教授 *工藤 教和 常任理事（男女共同参画担当） 

商学部 教授 

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 
 

浅川 順子 商学部 教授 樋口 美雄 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･メディア研究科委員長、 
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 
 

*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 特別研究准教授 
 

    
 

丸井 智子 専門員   
 

堀 美奈子 共同研究員   
 

*印は運営調整会議メンバー 
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3.ワークライフバランス研究センター概要 

慶應義塾大学では、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「ワークライフバランス研

究センター」を立ち上げた。当センターは平成 20 年度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」プロジェクトの実施推進拠点として、活動している。推

進グループを中心として、平成 22 年度までを実施予定期間とし、計画構想の実現に向け支

援活動を実施している。 

具体的な活動として、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。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。本センターの活動の成果によって、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実施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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4.運営調整会議 議事 
運営調整会議は、推進メンバーのうち、業務項目ごとの実施責任者を含む、工藤・山下・金子・

武田・増田・宮川・島の７名で構成し、推進グループからの企画・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。 
 
第1回 【日時】平成20年9月12日(金) 17：00 ～ 19：00 

【場所】三田キャンパス 塾監局会議室 
【議案】 
 1． プロジェクトビジョンと方向性、内部・外部に向けたメッセージについて 
  の検討 
 2． 年次計画およびミッションステートメントの確認・スケジュール化 
 3． ニーズ調査・実態調査の進め方 
 4． 保育サポーター育成と次世代むけキャリア構築・ワークライフバランス支

  援プログラム 
 5． 女性研究者直接支援（研究業務支援・病児保育）について 
 6． 慶應義塾大学シンポジウム（平成21年2月6日開催）の準備について 
 7． 人事について 
 8． 間接費支出計画 
 9． 今年度予算について 
 10． 11月1日 ７私立大学シンポジウムについて 

第2回 【日時】平成20年11月13日(金) 15：30 ～ 16：30 
【場所】湘南藤沢キャンパス 看護医療学部 小会議室 
【議案】 
 1． 予算使用状況の確認と今後の計画 

 2． プロジェクトの意思決定と責任分掌について 
 3． 慶應義塾大学シンポジウム（平成21年2月6日開催）について 
 4． 男女共同参画室の設置について 
 5． ＜研究業務支援プログラム＞応募状況 

第3回 【日時】平成20年11月26日（水） 17：00 ～ 19：00 
【場所】三田キャンパス 塾監局３階 第３会議室 
【議案】 
（検討案件） 
 1． 「男女共同参画（室）構想」に関する動きについて 
 2． 予算について 
  ・現在までの収支報告 
  ・次年度分対文科省積算について：各キャンパスで事業予定を提出 
  ・自主的取り組みについて 
 3． 女性研究者支援プロジェクト・シンポジウム（平成21年2月6日開催）実

  施概要 案について 
 4． 女性研究者に関する統計の整備と支援対象者について 

  5． 病児保育プログラム調整状況－フローレンスとの「大学向けパッケージ」 
  共同開発－について 
 6． 人事について 
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  ・運営調整会議メンバー 
  ・研究員（無給） 
  ・研究者の雇用（一時保育支援・保育園（病児含む）設置担当） 
 
（報告案件） 
 7． 直接支援プログラム進捗状況報告 
 8． アンケート調査実施状況報告 
 9． 保育サポータープログラム始動報告 
 10． 11月の主な活動報告と所感 
 （7私大シンポジウム、矢上イベント、文部科学省訪問、渥美氏面談、第２回運

営調整会議、SFCランチミーティング、ORF、医学部三四会イベント その他） 
 11． 12月1・2日合同シンポジウム案内 
 12． 年内の主な出張活動予定報告 
   京都大学病児保育システム視察、神戸シンポジウム、早稲田・お茶の水女子大

シンポジウム、その他 
 13． その他 

  ・センター活動周知および研究補助プログラム追加募集のためのPR活動報

告と協力依頼 
  ・法学部・明石教授からの問い合わせ案件報告：国際法学会・世界法学会

開催に際しての託児対応 
  ・矢上イベント案内 
  「ワークライフバランスを考える研究者の夕べ」第３回 
  ・日吉イベント確認 
   「在学生と女性研究者（卒業生）の交流会」実施案 

第4回 【日時】平成21年3月3日（火） 15：00 ～ 16：30 
【場所】三田キャンパス 北館会議室３（B1F） 
【議案】 
（検討案件） 
 1． 平成21年度事業計画について 
 2． 平成21年度研究業務支援の募集について 
 3． 平成21年度病児保育支援の募集について 
  4． 保育サポータープログラムの実施について 
  5． 平成20年度外部評価委員会の実施について 
  6． 平成21年度シンポジウム実施計画 
  7． 平成21年度運営調整会議実施計画 

 
（報告案件） 

 8． 保育サポータープログラムの実施について 
 9． 人事について 

 10． 平成20年度事業経費について 
 11． 科学技術振興調整費の補助金化について 
 12． 平成20年度シンポジウム実施報告 
 13． ニュースレターとパンフレットの作成について 
 14． 平成20年度事業実施報告 
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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。 
 
第1回 

 
【日時】平成20年7月30日（水） 17：00 ～ 19：00 
【場所】湘南藤沢キャンパス 看護医療学部 大会議室 
【議案】 
 1. 予算および支出について 

 2. 平成20年度事業計画の概要について 

 3. 各キャンパスのリーダーについて 

 4. 各推進委員からの提案募集について 

 5. 外部評価委員の選定について 

 6. ミーティングの開催日程について 

 7. シンポジウムについて(テーマ、参加者) 

 8. その他 
第2回 

 
【日時】平成20年9月29日（月） 17：00 ～ 19：00 
【場所】日吉キャンパス 来往舎２階 小会議室 
【議案】 
 1． 人事について 

 2． プロジェクトビジョンについて 
 3． 9 月 26 日開催 7 大学男女共同参画・女性研究者支援部門合同シンポジウ

ム報告 
 4． 慶應義塾大学シンポジウム（平成21年2月6日開催）の準備について 
  5． 各キャンパス提案について 
  6． 女性研究者直接支援について 
  7． ワークライフバランスと男女共同参画に関する調査について 
  8． 保育サポーター養成について 
  9． 情報環境整備について 
  10． 間接費支出計画 
  11． 外部評価委員について 
  12． 各キャンパスからの報告 
  13． 連絡事項 

第3回 【日時】平成20年12月5日（金） 17：00 ～ 19：00 
【場所】芝共立キャンパス ３号館 11階 1103会議室 
【議案】 

（報告案件） 
 1． 11月の主な活動報告 
  7私大シンポジウム、文部科学省訪問、渥美氏面談、第2回運営調整議、ORF、
  医学部三四会イベント、その他 
 2． 女性研究者に関する統計の整備について 
 3． 病児保育プログラム調整状況－フローレンスとの「大学向けパッケージ」 
  共同開発について 

 4． 直接支援プログラム進捗状況報告 
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 5． アンケート調査実施状況報告 
 6． 保育サポータープログラム始動報告 
 7． 12月1・2日 合同シンポジウム報告 

 8． 年内の主な出張活動報告 
京都大学病児保育システム視察、神戸シンポジウム、早稲田・お茶の水女子

大シンポジウム、他 
 9． その他 

・センター活動周知および研究補助プログラム追加募集のためのPR活動

報告と協力依頼 
・法学部（明石教授）からの問い合わせ案件報告：国際法学会・世界法学

会開催に際しての託児対応 
・大学院システムデザイン・マネジメント研究科（当麻准教授）からの問

い合わせ案件報告：WLB授業への出講依頼 
・WIDE Project 託児室設置協力 （11月28日） 

 10． 人事について 
・運営調整会議メンバー 
・研究員（無給） 
・研究者の雇用 … 一時保育支援・保育園（病児含む）設置担当 

 11． 男女共同参画（室）構想」に関する動きについて 
 12． 各キャンパスからの報告 
 
（検討案件） 
 13． 慶應義塾大学シンポジウム（平成21年2月6日開催）実施概要案 
 14． 外部評価委員について 
 15． 予算について  

・現在までの収支報告 
・次年度分対文科省積算について：各キャンパスで事業予定を提出 
・自主的取り組みについて 

第4回 【日時】平成21年3月26日（木） 9：00 ～ 11：00 
【場所】三田キャンパス 塾監局（３階）第３会議室 
【議案】 

（検討案件） 
 1． 平成21年度事業計画について 
 2． 平成21年度予算案について 
 3． 平成21年度シンポジウム実施計画 
 4． 平成21年度推進グループ会議実施計画 
 

（報告案件） 
 5． 人事について 
 6． アンケート調査結果報告 
 7． 平成20年度事業経費について 
 8． 科学技術振興調整費の補助金化について 
 9． ニュースレターとパンフレットの作成について 
 10． 保育サポータープログラムの実施について 
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 11． 平成21年度研究業務支援・病児保育支援の募集について 
 12． 平成20年度シンポジウム実施報告 
 13． 平成20年度事業実施報告 

 
（懇談案件） 

 14． 各キャンパスより 
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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 株式会社富士通総研 経済研究所 主任研究員 
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 

 

 

第1回 【日時】平成21年3月26日（木） 11：00 ～ 13：00 
【場所】三田キャンパス 塾監局（３階）第３会議室 
【議案】 
 1． 開会挨拶 
 2． 外部評価委員の紹介 
 3． 平成20年度事業報告 
 4． 外部委員評価 
 5． 質疑応答・意見交換 
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Ⅱ. 平成 20 年度実施報告 

1.推進体制の整備 
①男女共同参画ワーキンググループの設置 

３年間にわたる事業展開を通して「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」の推進

体制基盤を確立すべく、速やかに男女共同参画ワーキンググループを設置し、最終的には

男女共同参画室を発足させることを当初の目標としていた。塾長をはじめとする慶應義塾

執行部の決断により、慶應義塾における男女共同参画を今後より一層推進するために、本

学の男女共同参画推進に関する業務について、塾内外の組織との連携および調整を行う組

織として、平成 21 年 3 月 1 日付で慶應義塾男女共同参画室が設置された。男女共同参画室

長は本事業の推進グループの一員でもあり、男女共同参画室とワークライフバランス研究

センターの創発的な協力・連携をもって、制度改革を含めた一層の事業推進を目指す方向

性が確固となった。 

今後の課題は、事業展開の円滑化・迅速化のため、ブランチ機能を果たす拠点整備を進め

ることである。アンケート調査等で浮き彫りになったキャンパス別のニーズを詳細に分析

し、男女共同参画室と意思疎通を図りつつ、女性研究者支援の実ある体制を整備していく。 
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（参考資料） 
  
【慶應義塾男女共同参画室規定】 

平成 21年 2月 10日制定 

（設置） 

第１条  慶應義塾に、男女共同参画室（以下、「参

画室」という。）を置く。 

（目的） 

第 2条 参画室は、慶應義塾における男女共同参画

を推進し、我が国における男女共同参画社会の形成

を先導することを目的とする。 

（業務） 

第 3条 参画室は、前条の目的を達成するために次

の業務を行う。 

 1 慶應義塾男女共同参画基本計画に関すること 

 2 男女共同参画の推進に関すること 

 3 男女共同参画に関する情報の収集、提供および

啓蒙に関すること 

 4 男女共同参画の業務に係る塾内外の関係機関と

の連携および調整に関すること 

 5 その他、室長が必要と認める事項 

第 4条 ① 参画室に、前条の業務を遂行するために

次の者を置く。 

 １ 室長 

 2 事務長 

 3 事務員 若干名 

 ② 室長は、参画室を代表し、その業務を統括する。 

 ③ 事務長は、参画室の事務を統括する。 

 ④ 事務員は、事務長の指示により必要な職務を行

う。 

第 5条 参画室の教職員の任免は、次の各号による。 

 １ 室長は、常任理事（男女共同参画担当）をもっ

て充てる。 

 2 職員の任免は、「任免規定（就）（昭和27年3

月31日制定）」の定めるところによる。 

（推進委員会） 

第 6条 ① 参画室に男女共同参画推進委員会（以

下、「委員会」という。）を置く。 

 ② 委員会は、次の事項を審議する。 

 1 慶應義塾男女共同参画基本計画に関する事項 

 2 男女共同参画の事業計画に関する事項 

 3 男女共同参画事業の企画・運営に関する事項 

 4 人事に関する事項 

 5 予算・決算に関する事項 

 6 その他必要と認める事項 

 ③ 委員会は、次の者をもって構成する。 

 1 委員長 

 2 副委員長 

 3 事務長 

 4 塾監局長 

 5 人事部長 

 6 三田、日吉、信濃町、矢上、湘南藤沢、芝共

立の各キャンパスから1名 

 7 一貫教育校から１名 

 8 その他委員長が必要と認めた者 

 ④ 委員会は必要に応じて、小委員会を置くことが

できる。小委員会の役割・権限等については委

員会で定める。 

（委員の任免） 

第 7条 ① 委員長には、室長が当たる。 

② 副委員長および委員は、委員長の推薦に基づき

塾長が任命する。 

③ 委員の任期は、役職で選任された者はその在任

期間とする。その他の者の任期は 2 年とし、重

任を妨げない。ただし、任期の途中で退任した

場合、後任者の任期は前任者の残任期とする。 

④ 委員会は委員長が召集し、議長となる。 

⑤ 委員長は、必要に応じ、調査・助言等を求める

ため、専門化を委嘱することができる。 

（規定の改廃） 

第 8条  この規定の改廃は、委員会の審議に基づき、

常任理事会の議を経て塾長が決定する。 

附則 

この規定は、平成21年 3月1日から施行する。
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②勤務制度整備 

今年度は、勤務制度整備の一環として、平成 20 年 7 月より、医学部における女性医師復職のた

めの制度改革を行い、従来常勤のみだった助教について、助教（非常勤）制度を設けた。また、

ティーチングアシスタント（TA）等の代替要員の配置を支援する制度として、研究業務支援プロ

グラムを実施した。 

 
○平成20年度（平成20年12月~平成21年3月）研究業務支援プログラム実施報告 

慶應義塾大学は、優れた女性研究者がその能力を最大限発揮できるようにするため、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として、女性研究

者に対する研究業務支援プログラムを実施した。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に、研究補助員を雇用する制度である。 
平成20年12月から実施した研究業務支援プログラムでは、月25時間を上限とし、研究補助員が

育児中の女性研究者の研究補助にあたった。この研究業務支援プログラムを、平成 20 年度は 10
名が利用した。 

平成20年度利用者からの利用報告によると、「研究補助員により実験が非常に効率よく進行でき、

不測の事態にも対応できるため躊躇なく実験計画を立てることができた。その結果、すべて時間

内に実験を終えることができ、将来的な研究成果につながるよい実験結果を得ることができた」

等、補助員配置によって効率的な実験を行うことが可能となり、大きな研究業務支援となったと

いう報告が多数寄せられた。また、「育児との両立で限られた時間の中での研究であったため論文

執筆の時間を確保することが難しかったが、研究補助員の配置によって論文をまとめることが可

能となり、現在、実験結果をもとにした論文を投稿中である」等、研究成果につながる報告も寄

せられた。一方で、平成20年度は、4ヵ月という非常に短い支援期間であったため、研究業績と

して確実な成果をあげてもらうためにも、より長期間の支援を継続的に行うことが必要であると

考えられる。 

なお、平成20年度は、常勤教員に限定した募集を行ったものの、非常勤教員からの問合せが数多

くあった。より多くのニーズに対応するため、平成21年度は、新たに非常勤教員枠を設けたプロ

グラムの実施を予定している。 
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（参考資料：募集要項）  

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プロジェクト』 

研究業務支援プログラム募集要項 

慶應義塾大学ワークライフバランス研究センター 

平成20年10月27日制定 

１．趣旨 

 慶應義塾大学ワークライフバランス研究センターは、優れた女性研究者がその能力を最大限発揮できるようにするため、
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いたしました。今回、そのパイロット事業として、女性研
究者に対する研究業務支援プログラムを用意しました。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
るように、研究補助員を雇用する制度です。 

２．支援対象 

 下記の条件を両方とも満たす女性研究者を対象とします。 

①本学所属の専任および有期の、女性常勤研究者 

②申請時点で妊娠中の、あるいは、小学６年生までの子どもをもつ女性研究者 

３．支援内容 

対象となる女性研究者が、実験補助等の研究補助業務を必要とする場合、慶應義塾大学が当該業務のために研究補助員
１名を雇用します。研究補助員は原則、大学院生とし、研究補助員の給与は月22,500円を上限とします（大学院生の場
合、月25時間相当）。尚、交通費や研究補助員に必要な環境整備等についての支払いはできませんのでご注意ください。 

４．支援期間 

第一期は平成20年12月～平成21年３月末日までの期間とします。ただし、平成21年４月以降も６ヶ月ごとに募集を
行う予定で、原則として合計２期、１年まで（連続していなくても可）本制度を利用することができます。 

５．応募方法 

 申請希望者は、2008年10月30日（木）より2008年11月12日（水）の午後５時までに、下記申請書類をワークライフ
バランス研究センターまで提出してください。 

①ワークライフバランス研究センター指定の申請書 

 ②住民票の写し等、子を養育していることが証明できる書類。妊娠中の場合は母子健康手帳の写し 

６．募集者数 

 第一期は20名とし、来年度以降は各期10名ずつ募集する予定です。一人２回まで応募可能です。 

７．選考 

 提出された申請書において、研究補助員が行う支援業務及び支援により期待できる成果が具体的に明記されているものに
ついて選考の対象となります。応募者数が定員を超える場合はワークライフバランス研究センターによる抽選で決定いた
します。 

８．留意事項 

・本プログラムの採択者は、申請書の記載内容に変更等が生じた場合は、速やかにワークライフバランス研究センターに
連絡してください。 

・本プログラムの利用に先立って、採択者は研究補助員に対して業務内容、勤務条件等について十分に説明し、理解・合
意を得ておいてください。 

・本プログラムの利用に際し、何らかの問題が発生した場合には、速やかにワークライフバランス研究センターに報告ま
たは相談し、その指示に従ってください。 

・本プログラムへの申請に際して提出された個人情報は、研究業務支援プログラムの選考時のみに使用します。 

・当面は、本プログラムと今後予定されている病児保育支援プロジェクトの両方に申請することはできません。病児保育
支援プロジェクトについては、ワークライフバランス研究センター事務局までお問い合わせください。 

＊本支援プロジェクトの募集に関する質問や問い合わせは、下記ワークライフバランス研究センター事務局までお願いいた
します。女性研究者の皆さんにぜひご活用いただきたくご連絡をお待ちしております。 

慶應義塾大学ワークライフバランス研究センター事務局  

担 当 ： 特別研究准教授 島 桜子／専門員 丸井智子 

住 所 ：〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤4489-105 

慶應藤沢イノベーションビレッジ104号 

 

T E L ：0466-47-0261 

E-mail：keio-wlb-office@sfc.keio.ac.jp 

U R L ：http://www.wlb.keio.ac.jp/

mailto:keio-wlb-office@sfc.keio.ac.jp�
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③ITを活用した情報支援環境の整備 

○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 

女性研究者のロールモデルが身近に存在しないことなどから、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、本プロジ

ェクトの推進機関であるワークライフバランス研究センターに多く寄せられている。ワーク

ライフバランス研究センターが本プロジェクトの一環として実施した学内のニーズ調査でも、

「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位を占め、こうした情報提供サイトの構築が急務である現状が明らかになってい

る。 

そこで、情報提供に必要となるデータベース、女性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の機能を盛り込んだコミュニティサイトの構築を

行った。 
このコミュニティサイトには、一時預かり保育事業者のデータベースと地域の保育リソース

等の情報提供を行う仕組みが構築されている。また、掲示板機能を中心としたシステムを利

用することにより、各キャンパスに散らばる女性研究者のコミュニケーションを促進するも

のである。 

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、本格的な運用は平成 21 年度

からを予定している。 
 
 
 
○ウェブ会議システムの整備について 

出産・育児中の女性研究者が、研究を継続するうえで必要な研究打ち合わせ等（特に夜間の

打ち合わせ）に出席が困難なことから、研究打ち合わせ等を遠隔で実施できるためのTV 会議

システムを整備する。 

TV 会議システムの導入にあたっては、一般的な PC・カメラ・マイクと標準的なネットワー

ク回線を準備すれば、アプリケーション不要で利用が可能なウェブ会議システムを採用した。 

本学の女性研究者は各キャンパスに所属が分かれており、同一学部が複数のキャンパスにま

たがって存在することも多いために、他キャンパスの教員間での研究のための打ち合わせ等

が多く、このことも女性研究者にとって大きな負担となっている。しかし、ウェブ会議シス

テムを導入することにより、これらによる負担を大幅に軽減することが可能となった。また、

女性研究者が自宅から研究打ち合わせに参加することも可能となった。 

平成 20 年 10 月よりサービスを開始し、ワークライフバランス研究センターへの問い合わせ

ベースで運用を行っていたが、各キャンパスからの利用希望を受けて、機器を追加購入し、

各キャンパスでの利用体制整備を行っている。 

なお、ウェブ会議は、会議を行っている各キャンパス側と、在宅の女性研究者側のいずれの

側にも機器が必要であるため、各キャンパスへの設置用と、女性研究者への貸出用の機器を

購入し、利用可能な状態にするための設定等を行った。
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④施設整備 

・平成 21 年 3 月 20 日より慶應義塾保育所の改修を行った。同保育所は東京都新宿区大京

町 11－22 レジデンス大京町地下１階に所在し、認可外保育施設として児童福祉法第 59
条の２に基づき東京都の設置届出済みである。運営管理者は慶應義塾大学病院（人事課

給与厚生係）で、保育事業自体は㈱ポピンズ・コーポレーションに委託している。主た

る利用者は信濃町キャンパスで働く女性医師および看護師である。プレイルーム・乳児

室・調理室・ユーティリティー・シャワーブースを含む約 240 ㎡の施設をより保育に適

した環境とするため、中庭地面の全面ウッドデッキ化、玄関階段の整備（滑り止めシー

ト貼付、子供用手すり取付）、玄関周りの拡張、調理室の整備、昼寝用和室の畳張替え、

調乳スペースの整備等、相当規模の改修工事を行った。 
 
 
・平成 21 年 3 月 31 日付で、ワークライフバランス研究センターの移転が決定した。これ

までは湘南藤沢キャンパスに隣接した施設内に一室を構えていたが、移転後はキャンパ

ス内のログキャビン型研究棟を 1 棟、センター単独で利用することになる。これを機に、

研究棟を一部改修し、一時保育が可能なスペースを確保する。併せて、各キャンパスに

女性研究者が子どもを連れてくることができるよう、授乳・おむつ替えのためのスペー

スや子どもと一緒に入れるトイレ等の施設整備に着手する。 
 

 
⑤地域連携体制の構築 

○NPO 法人フローレンスとの協働による大学・研究機関向け病児保育支援 

育児と研究の両立において最も大きな課題は子どもの病時の対応であるといえる。民間あ

るいは公立で病児保育を提供しているサービスは、全国病児保育協議会のリストによれば

全国で 426 ヶ所(平成 21 年３月)で、総定員数は 2,000 人に満たない。これは、全国の保育

園の総園児数がおよそ 200 万人であることと比較すると極めて少なく、働きながら育児を

している親のニーズを満たしているとは言いがたいのが現状である。さらに、長時間の実

験や臨床、休日の学会や入学試験等のイベント対応など、大学・研究機関特有の働き方に

対応した病児保育施設やサービスは殆どなく、このことが女性研究者の育児と研究の両立

を阻む壁となっていると考えられる。 
ワークライフバランス研究センターが本プロジェクトの一環として実施した学内のニーズ

調査でも、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」と回答しており、このことは大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を示唆している。 

このような現状を踏まえ、慶應義塾大学では平成 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でいる。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
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サービスを提供している。このような病児保育は、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。慶應義塾大学と NPO 法人フローレ

ンスは、「大学・研究機関向け病児保育サービス」開発の第一歩として、NPO 法人フロー

レンスの病児保育サービスを平成 20 年 12 月より慶應義塾大学に導入し、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、女性研究者が抱えている

病児保育ニーズを抽出し、これをもとに、他の大学等でも利用可能な「大学・研究機関向

け病児保育サービス」の検討を行い、その実施を通じて研究者、家族、研究環境等さまざ

まな視点からの病時保育の効果の検証を行う。この中で、慶應義塾大学は、研究者の働き

方にマッチしたサービスの提案や、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を実施する。 

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、入会金および各月２回目以降の病児保育利用料金を直接経費よ

り負担している（病児保育利用料金は年間 50,000 円上限）。子ども一人当たりの月会費（月

１回までの病児保育利用料を含む）は研究者の負担となっている。この病児保育支援プロ

グラムは、平成 20 年度は１名の研究者が利用した。平成 21 年度からは利用者の枠を拡大

するとともに、利用できる地域を東京 23 区から川崎市、横浜市の一部まで拡大し、さらに

料金補助の枠組みを見直してより多くの研究者が利用できるプログラムとして実施する予

定である。 
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（参考資料：プレスリリース） 
 
2008年12月19日 
プレスリリース 
報道関係者各位 
学校法人 慶應義塾 
特定非営利活動法人 フローレンス 
 
慶應義塾大学とNPO法人フローレンス 
「大学・研究機関向け病児保育サービス」の共同開発を開始 
 
慶應義塾大学と、東京都内で在宅での病児保育事業を展開しているNPO 法人フローレンスは、大学・研究機関の研

究者を対象とした病児保育サービスを共同開発することを決定いたしました。 

１．背景 
現在、大学や研究機関等で勤務する女性研究者は、出産や育児などのライフイベントのために研究を断念すること

が多く、このことが女性研究者の育成・活用における大きな課題となっています。特に、育児と研究を両立する女性

研究者の大きな悩みとして、「子どもが風邪を引いたときや、熱を出した時に保育園では受け入れてくれないため、研

究の中断、欠勤、周囲への負担、それらへの気兼ね等をせざるをえない状況にある」ことが挙げられています。全国

病児保育協議会によると、軽い病気の時に子どもを預かってくれる病児保育施設は全国に600程度と極めて少なく、

現状では子どもを持つ親のニーズを満たしておりません。 
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NPO 法人です。このような病児保育は、子どもの安全面からはもちろん

のこと、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す。しかし、大学・研究機関が

このサービスを包括的に利用する際には、サービスの提供が都区内に限定されていること、また、長時間にわたる実

験や実習、休日に開催される学会や入試等、研究者に特徴的なニーズへの対応が難しいという課題がありました。 

２．共同開発プロジェクト概要 
上記の現実を踏まえ、慶應義塾大学とNPO 法人フローレンスは、研究者のニーズに合った病児保育サービスを実現

するために、「大学・研究機関向け病児保育サービス」の共同開発に取り組みます。 
「大学・研究機関向け病児保育サービス」開発の第一歩として、NPO 法人フローレンスの病児保育サービスを2008 

年12 月より慶應義塾大学に導入し、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、

女性研究者がどういった病児保育ニーズを抱えているのかを浮き彫りにします。これをもとに、他の大学等でも利用

可能な「大学・研究機関向け病児保育サービス」の検討を行い、その実施を通じて病児保育の効果を、研究者、家族、

研究環境等さまざまな視点から検証していきます。この中で、慶應義塾大学は、研究者の働き方にマッチしたサービ

スの提案や、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を行って

いきます。 
さらに慶應義塾は、今回の共同開発を契機に、慶應義塾で学び研究するすべての人々が、出産・育児・介護と研究・

勉強の両立を実現できる、男女共同参画のキャンパス環境の整備を進めていきます。 

３．推進体制 
この共同開発の取り組みは、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」に採択された慶應義塾

大学の提案「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」の一部として実施されます。「ソーシャルキャピタルを育

む女性研究者支援」プロジェクトでは、女性研究者が出産・子育て等の様々なライフイベントを乗り越えて、研究者

としてのキャリアを発展させることのできる環境の実現をめざしており、女性研究者の実態に関する調査、制度改革

の提案、病児を含む保育支援、女性研究者のネットワーキング、次世代研究者の育成など、様々な活動を行っていま

す。「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援」プロジェクトは、慶應義塾大学先導研究センター内に設置された
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「ワークライフバランス研究センター（センター長：山下香枝子看護医療学部長）」を推進拠点として実施されていま

す。 

４．推進主体 
・学校法人慶應義塾： 
本部所在地：東京都港区 塾長：安西祐一郎 創立：1858 年 
URL：http://www.keio.ac.jp/ 
・特定非営利活動法人フローレンス： 
所在地：東京都新宿区 代表理事：駒崎弘樹 設立：2004 年4 月 
URL：http://www.florence.or.jp 
事業概要：仕事と子育ての両立を阻む「病児保育問題」を解決し、「子育てと仕事そして自己実現の全てに誰もが挑戦

できる、しなやかで躍動的な社会」を目指し発足。現在、東京都内23 区に展開しており、会員約450 世帯に病児保

育サービスを提供している。また、フローレンスが目指す「仕事と育児の両立が当たり前の社会」を実現するための

重要課題として、ワークライフバランスコンサルティング事業も発足。自治体と共同で中小企業へのコンサルティン

グを行うなど、活動の幅を広げている。 

５．一般の方からのお問合わせ先 
＊報道関係の方からのお問い合わせは下記「本発表資料のお問い合わせ先」までお願いいたします。 
慶應義塾大学 ワークライフバランス研究センター 
〒252-8530 神奈川県藤沢市遠藤4411 湘南藤沢キャンパス（看護医療学部内） 
TEL/FAX：０４６６－４７－０２６１ E-mail： keio-wlb-office@sfc.keio.ac.jp 
URL：http://www.wlb.keio.ac.jp/ 
＊本件についてご取材の際は、事前に下記までご一報下さいますようお願い申し上げます。 
＊本資料は、文部科学記者会、各社社会部等に送信させていただいております。 
----------------------------------------------- 
本発表資料のお問い合わせ先： 
慶應義塾広報室 田中 
TEL ０３－５４２７－１５４１ FAX ０３－５４４１－７６４０ 
E-mail m-koho@adst.keio.ac.jp http://www.keio.ac.jp/ 
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○社会福祉法人伸こう福祉会との協働による保育サポーター養成プログラムの開発 

ワークライフバランス研究センターは、社会福祉法人伸こう福祉会と協働し、保育サポー

ター養成プログラムの開発を行った。このプログラムは、「2.育児支援」において、学内施

設を活用した一時保育を実施するにあたり、ワークライフバランス研究センターが認定す

る「キャンパス内保育サポーター」を育成するためのトレーニングプログラムである。社

会福祉法人伸こう福祉会は、藤沢市を中心に保育施設および高齢者入居施設を運営してお

り、湘南藤沢キャンパスにおける地域連携活動により今回の協働が実現することとなった。 

平成 20 年 8 月より、臨床看護学（小児看護学）を専門とする安田恵美子看護医療学部准教

授を中心に、社会福祉法人伸こう福祉会との打ち合わせを重ね、講義と実習からなるプロ

グラム開発を行った。プログラムは安田准教授および伸こう福祉会の保育スタッフによる

２日間の講義と、伸こう福祉会の運営する保育施設における３日間の実習で構成されてい

る。平成 20 年 11 月に第１回保育サポーター養成プログラムを試験的に実施しそのフィー

ドバックから内容の改善をはかった。平成 21 年２月には、第２回保育サポーター養成プロ

グラムを実施した。２回のプログラムの実施により、15 名の学生保育サポーターが誕生し

ている。 

本プログラムは、第１回、第２回ともに湘南藤沢キャンパスで実施したが、平成 21 年度は

他のキャンパスでの実施を目標に、サポーター養成を継続的に実施していく予定である。

また、今後のプログラムの実施、および平成 21 年度から開始予定の一時保育の実施からフ

ィードバックを得て、さらに内容の改善をはかっていく予定である。 
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（参考資料） 

第２回 キャンパス内保育サポーター養成講座  

１．内 容 ：  講義（60分×６コマ）、保育園実習（３日間） 
２．講義日時：  2009年 2月7日(土) 9:30～12:30 （第１回 ～ 第３回） 
 2月8日(日) 9:30～12:30 （第４回 ～ 第６回） 
 場 所 ： SFC看護医療学部301教室 

 
 
３．保育園実習 

＊ 日程については、別紙参照 
＊ 実習時間：9：00~17：00（２日）、12：00~19：00（１日） 
＊ 諸注意 
＊ 実習当日は、動きやすい服装ならびに運動靴で参加してください。 
＊ 上履き（運動靴）を持参してください。 
＊ 実習日の昼食は保育園の給食となります。 
＊ 登園には、時間の余裕をもってお出かけ下さい。 
＊ 保育園の詳細は、http://www.hoikuen-kiddie.com/ でご覧下さい。 

回  内容 講義 実技 担当者 

１ 保育（一時保育）の役割と保護者との連携 
 ・女性の社会進出と保育・一時保育の役割 
 ・保護者との連携のありかた     など 

○  保育園キディ 
保育士 

２ 子どもの発達の概要 
 ・身体的発達の概観（身体発育・運動機能の発達） 
 ・生理機能の発達・心理・社会的発達 

○  看護医療学部 
安田恵美子 

３ 子どもと保護者のコミュニケーション 
子どもの観方と応急処置・感染予防の方法 
（擦り傷、打撲、虫刺されなどの具体的対処法含む） 

○  看護医療学部 
安田恵美子 

４ 子どもの年齢に応じた日常生活援助 
・抱っこの仕方 
・清潔（衣服の交換、手洗い、うがい、洗面 など） 
・排泄（おむつ交換、トイレットトレーニングの実際） 
・食事（授乳、離乳食、おやつ） 

○ ○ 保育園キディ 
保育士 

５ 子どもと遊び 
 ・子どもにとっての遊びの意義 
 ・個別遊びと集団遊び・遊びのバリエーション など 

○ ○ 保育園キディ 
保育士 

６ 子どもの事故（安全）と応急手当 
 ・起こりやすい事故（発達段階別）と安全対策 
 ・事故が起きた時の対応  

○ ○ 保育園キディ 
保育士 

http://www.hoikuen-kiddie.com/�
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2.育児支援 
①保育支援 

女性研究者が、必要なときに保育支援を受けることのできる体制を整備する。そのため、「1.
推進体制の整備 ⑤地域連携体制の構築」の項で報告したとおり、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。２回の保育サポータ

ー養成プログラムを実施し、15 名の学生保育サポーターの養成を行った。 

学内の施設を活用した短時間の預かり保育など柔軟性の高い保育支援を提供するにあたり、

平成 21年度より湘南藤沢キャンパスでの一時保育開始を予定している。 

平成 20年度は、一時保育開始に先駆けて、平成 21 年 3 月、トライアル一時保育を実施した。

これは、保育サポーター養成プログラムを修了した学生保育サポーターが、協力を申し出た

教職員の子どもの一時保育を２日間にわたって実際に行うことで、マッチングシステムの運

用、施設環境の整備、一時保育マニュアル、子どもの受け入れ・引渡しの際の保護者とのコ

ミュニケーション等について、安全かつ円滑に実施ができるかどうかを検証するものである。

このトライアル一時保育は湘南藤沢キャンパス看護医療学部在宅実習室にて行った。ここか

ら得られたフィードバックをもとに、保育サポーターのためのマニュアル整備、研究者への

広報、施設環境整備の準備等、一時保育の本格的な運用に向けて、準備を行っている。 

なお、病児保育に関しては、「1.推進体制の整備 ⑤地域等との連携体制の構築」の項で報告

したとおり、NPO法人フローレンスとの協働により、平成 20年 12月より病児保育支援プロ

グラムを実施している 

 

②情報支援 

○地域リソースに関する情報提供 

キャンパス周辺および近隣地域の保育リソースに関する情報提供を行うにあたり、女性研究

者に必要とされるサービスを閲覧・検索できる環境として、平成 21 年 3 月、コミュニティサ

イトの構築が完了し、プロジェクト WEB サイト（http://www.wlb.keio.ac.jp/）よりアクセスが

可能となった。 

サイト内で利用可能な一時保育事業者データベースは、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・民間の保育園、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できる。研究者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たものである。 
コミュニティサイトでは、地域の保育リソースなど、自治体や民間が提供する育児支援の具

体的データの情報提供も行っている。 

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、キャンパスの所在地区ごとに、

平成 21 年 3 月現在、350 件以上を登録済みであり、データ蓄積を鋭意進めている。 
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
年度からを予定している。
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○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 

 
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、どんなときにどの

ようなサービスを必要としていたか／利用したかをケースとして記述・蓄積し、女性研究

者が育児等と研究を両立した生活を具体的にイメージでき、それに対する備えをするため

の情報を提供する。 
ワークライフバランス研究センターでは、平成 21 年１月より、ケース収集に着手し、平成

21 年 3 月までに 20 件のケース収集を行った。ケース収集にあたっては、各キャンパスで

勤務する女性研究者へのインタビューを実施し、Web サイトで公開できる形式に整えた。

コンテンツは現在、コミュニティサイトのみで公開をしているが、大学の教職員だけでな

く、広く一般にも女性研究者のワークライフバランスの現実を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になると判断し、平成 21 年度には一般公開を予定してい

る。 
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3.エンパワーメント支援 
①キャリア開発支援 

ニーズ調査や各キャンパスにおける交流会において、女性研究者がワークライフバランス

とキャリア構築に関するカウンセリングを受けることのできる相談窓口の設置やメンター

制度を要望する声が寄せられた。そのため、事情の異なる複数のキャンパスにおいて効果

的なサポート体制を確立するための具体的な施策の検討を開始した。 

また、特に理工系の博士課程学生、学位（博士）取得直後の若手研究者に対して自分の適

性・可能性の発見を支援し、また企業に対しては女性研究者の積極的な登用を支援するた

めのインターン制度を構築するため、慶應義塾大学の OB/OG会である三田会、同医学部同

窓会である三四会、メンター三田会、その他の機関と連携して施策を行うためのヒアリン

グ調査を行い、効果的なキャリア開発支援策の検討を行った。平成 21年度も引き続きこれ

らの支援策の具体化に努め、体制が整ったものから順次支援を実施するものとする。 

 

 
②ネットワーキング支援 

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。 
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○三田キャンパスＷＧイベント報告 

【企画】第１回イベント『女性院生と語る会』 
－若手女性研究者を中心としたキャリア形成に向けての課題を探る意見交換会 

【日時】平成 21 年 3 月 11 日（水）15：30 ～ 17：30 
【場所】慶應義塾大学 三田キャンパス 
【講師】前田 正子 氏：（財）横浜市国際交流協会 理事長 （商学博士、前横浜市副市長）  
【意見発表者】 

原島 貴子氏：文学研究科  
小橋 文子氏：経済学研究科  
小沢 奈々氏：法学研究科  
岩崎 絵美氏：商学研究科   

【司会】犬伏 由子氏： 慶應義塾大学 法学部 教授 
 
【当日の様子】 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

三田キャンパスの現状として、女性の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、まず本学商学研究科出身の前田正子氏に講演をいただき、次に各研究科から 1 人ずつ、

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今後の具体

的な改善策を提案していきたいと考え、第 1 回トークイベントを開催した。 
 
(1) 前田正子氏 講演 

第一子出産直後、夫婦で留学していたアメリカにて夫婦二人で協力し合った子育ての

お話や、本学商学研究科在学時の（社会人・学生・家庭の三足のわらじ）博士論文執

筆中に第二子妊娠・出産されたお話、タイムマネジメント（子供中心の生活でいかに

自分の研究時間を確保するか、論文の執筆と妊娠・出産時期の両立）など、多岐に渡

る経験をもとに示唆に富むお話を伺うことができた。また、結婚・出産・子育て・保

育園や地域のコミュニティとの関わりなどライフイベントは自分とは異なる社会のフ

ィールドを知るチャンスであり、それらを経験することで視野が広がり研究テーマに

結びつくことが多いので、チャンスがあるなら逃さずにライフイベントに臨んでほし
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いというメッセージをいただいた。 

Q：妊娠・出産の場合、博士論文の提出期限を１年延長などの制度を考えた方が良いのか？ 
A：博士課程が６，７年続くのはきついのではないか。研究テーマの新鮮味が薄れ、同じ

ような研究テーマを書く人が増えてきてしまう。 

Q： 学内には保育施設はいらない？（公共交通機関を利用して子どもを都内まで連れてく

るのは大変ではないのか？） 
A： 学生では地元の認可保育園にはほぼ入れないし、通勤ラッシュの時間帯に必ずしも通

学しなくて良いので学内にあれば利便性は大きい。横浜市では、研究者を多数招聘す

るが、子どもを預ける施設が足りないことが問題となっている。研究者を招聘する時

（海外からの招聘などは特に）保育施設があることは大学側の大きなセールスポイン

トになる。 
 
(2)若手女性研究者から寄せられた意見・問題点のまとめ 
1. 博士課程の期間について 

学術振興会研究員では最大１年の育児中断の期間を認めている。博士課程６年という

期間について、一時中断の制度があれば助かるし、研究のアップデートの問題は研究

者の努力次第で埋められるのではないか。 

2. 学内の物理的環境について 
妊娠中は体が重く、休憩場所の確保、食事の管理、長時間勉強するのが困難。 

3. 支援体制について 
授業の時間帯・事務手続き・図書館利用時間を考慮してほしい。 
→必修科目の時間帯（ラッシュアワーの通学を避ける、夕方・夜間は避ける＝保育園

の時間内に設定など） 
→図書館（予約本の受け取り）・事務手続きの時間帯や郵送サービス、また他大学・

機関の資料を利用する際の手続きについて改善してほしい。 
→CD データは館内閲覧のみだが、せめて博士課程在籍者には１日でもいいので貸出

してくれると利便性が増す。 

4. 制度の利用に関して 
非常勤講師という立場では出産・育児で休む際の引き継ぎが常勤と比べて大変。大学

によって対応がまちまちなので、複数の機関で講師の職を掛けもちしていると、その

一つ一つと交渉しなければならず負担に感じる。 

5. 自宅での研究サポート 
育児や介護との両立を考えると、できる限り家で勉強したい。 
資料集め・・・keio.jp オンラインで検索・ダウンロードできる環境。慶應義塾でなけ

れば学業が続けられなかったのだろうと感謝している。たとえ有料であっても自宅か

らアクセスできるととても便利に思う。 
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6. 精神面でのサポート（相談窓口・メンター制度） 
研究と家庭両立できるか？遅れを取り戻せるか？復学可能か？子どもを産む時期の不

安など様々な悩みに対して、女性研究者の体験談、特に本学での博士号取得者の話を

聞ける機会がほしい。また、気軽に相談できる窓口も必要（卒業・就職しても孤独を

感じやすい） 

7. 経済面（アルバイト情報のデータベース化、共有） 
TA、データ収集、データ入力など少しでも研究にプラスになるバイトがあると助かる。

学部は問わずに募集しても横のつながりがないのでなかなかうまくいかない。個人保

護法などの問題もあって、院生名簿作成などは難しいので、バイト情報が共有できる

ようなデータベースがあるとよい。 

＜スイス・ベルン大学の例＞ 
研究室には母親研究者が多く（20 代～40 代）、彼女たちは指導教官のアシスタントと

して給料をもらいながら研究し、その給料で十分に生活していた。また、スイスの博

士課程には論文作成期間に制限がなく、子育てを優先する→欧米の大学を知るという

ことは参考になる。 

8. 各研究科を横断する情報の共有 
商学研究科は比較的女性がキャリアを積みやすい環境だと感じる。会計大学院（修士）

など、研究職につかなくても大学院での研究が外部の資格試験の科目免除につながる。

（学生・教員双方の負担の軽減につながる）女性のキャリア形成に関して資格はとて

も有利。他の研究科でもそういう情報があれば出してほしい。 

9. 男性と対等な土俵での評価 
大学院、特に博士課程は女性が少ない。女性だからと言って不自由していることはま

だない一方、努力をして得たキャリアや成果であっても周囲からは「（数少ない）女性

だから優遇されている」としか評価してもらえない現状がある。特別な支援より男性

と対等に扱ってほしいと思う。 

10. 大学に望むこと 
何よりも理解がほしい。「子どもがいるからしかたない」ではなく、「子どもがいてあ

たりまえ」の環境作りを望む。そして女性研究者の側も、大学がやってくれるのが当

然と考えるのではなく、責任と自覚をもって学業・研究に取り組む必要がある。 
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○日吉キャンパスＷＧイベント報告 
この交流会は、女性研究者を紹介することにより、女子学生が将来を考えるときの選択肢

を広げ、また研究職に就こうと考えている学生の疑問に答える場とすることを目的として

いる。慶應義塾大学出身者で現在研究者として活躍されている方をお招きし、研究の面白

さや楽しさ、同時に研究者の生活がどのようなものかお話しいただいた。 
 
【企画】『本塾出身の女性研究者に聞く－研究職ってどんな仕事？研究者の生活は？』 

第１回 
【日時】平成 20 年 12 月 19 日（金）16：30 ～ 18：00 
【場所】日吉キャンパス 来往舎 大会議室 
【講師】風神 佐知子 氏 ：中京大学 経済学部専任講師 

前田 淳 氏 ：慶應義塾大学 商学部准教授 
【司会】石光 輝子   氏 ：慶應義塾大学 商学部教授      
 
【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女性２名を講師にお招きし、大学生・大学院生

との交流が行われた。約30名の参加があり、講師を囲む形で和やかな時間を過ごすことができた。 
講師の方からの講演では、風神氏からは、趣味を仕事にしているので、仕事が楽しい時間であり

生活が楽しい時間であるというお話があり、研究職を楽しんでいらっしゃる様子が伺えた。研究

職の選択については、自分で仕事の時間を管理できるので生活をコントロールできるというメリ

ットを語った。 

また、前田氏からは、研究職を選んだのは恩師との出会いが大きいというお話を伺った。福澤諭

吉先生が当時の日本女性の地位が低い状況とその打開策について述べた「日本婦人論」にも触れ

られ、現在は女性研究者が増えてきたのを感じるとのお話があった。 
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、民間企業の研究職ではなく大学の

教員を選んだ理由や、研究職として苦労した点等、様々な質問が出た。 
お二人のお話を通して、研究者にとって必要とされる資質や姿勢について重要なメッセージが伝

えられた。 

アンケートには、「何でも質問できる雰囲気だったので良かった」「研究職の楽しさがわかった」

等という感想とともに、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。
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○矢上キャンパスWGイベント報告 
「ワークライフバランスを考える 研究者の夕べ」と題して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。この企画は、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し、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。 

【企画】『ワークライフバランスを考える研究者の夕べ』第１回 
【日時】平成20年11月5日（水）18：00 ～ 20：00 
【場所】矢上キャンパス 創想館ピロティー 
【講師】尾畑（小林）やよい 氏 ：東京農業大学応用生物科学部 バイオサイエンス学科講師 
 小 林  一 也 氏 ：慶應義塾大学 理工学部生命情報学科助教 
 堀 田  亜 紀 氏 ：井田病院看護師 
 堀 田  耕 司 氏 ：慶應義塾大学 理工学部生命情報学科助教 
【司会】岩 波  敦 子 氏 ：慶應義塾大学 理工学部教授 
 
【当日の様子】 

 
若手研究者としてご活躍している、尾畑・小林夫妻、堀田夫妻の両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。 

尾畑・小林夫妻からは、出産後の生活は自分の計画通り進まないことを知り、いい意味で諦めを

学び、無理をしなくなったこと、仕事と家庭のバランスをとることに悩みは尽きないが、パート

ナーが非常に協力的で全ての作業をほぼ半分ずつ役割分担しているというお話をいただいた。夫

の立場から、サポートしているという特別な意識はなく、同じ研究者として当たり前のことだと

思っているとのこと。 

堀田夫妻からは、ワークライフバランスにはパートナーの協力、そして時間シェアリングが不可

欠だと思っているが、現実的には難しいと感じているというお話を頂いた。 
２組のご夫婦に共通して、研究者のワークライフバランスに不可欠なものとしては、パートナー

の協力以外に、保育所の存在、職場の人の理解と具体的サポートがあるようだ。また、社会のシ

ステムに共働き家庭への配慮が乏しいことを痛感しているとのこと。 

よりよいワークライフバランスのための諸システムはまだ整備の途上だが、一人ひとりの状況に

応じたオーダーメイドの必要性を強く感じた。当日は男子学生の参加も多数あり、教員と生徒と

いう垣根を越えた活発な質疑応答が交わされた。  
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【企画】『ワークライフバランスを考える研究者の夕べ』第２回 
【日時】平成21年１月16日（金）18：30 ～ 20：00 
【場所】矢上キャンパス 創想館 7階フォーラム 
【講師】牛場 潤一 氏：理工学部生命情報学科 専任講師 
    牛場 直子 氏：医学部リハビリテーション医学教室 助教 
【司会】岩波 敦子 氏：理工学部 教授 
      
【当日の様子】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お二人のお子様を育てながらご夫婦でご活躍中の牛場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。 

牛場直子氏より、ご自身の仕事の内容、出産、育児の際の苦労と楽しみ、育児休暇のとり方など

を折り込みお話頂きました。女性は育成した医師が出産・育児などでドロップアウトしてしまう

ことが多いことを痛感しており、医師が育児をするにあたり問題となっていることとして、男性

と同様の仕事量を要求され、育児に対する理解度が低い、労働者として権利意識が低い、緊急呼

び出しがある、勤務時間が長い、そしてパートナーも同業者であることが多いなどを挙げられた。 
牛場潤一氏より、子供を保育園に預けることについては、初めは育児放棄になるのではないかと

思っていたが、保育園で子供がコミュニケーションをとって成長してくるので、今は良かったと

思っているとのことだった。 

ご自分のワークライフバランスについて、「母であり妻である以外の自分も大切にしたい。」とい

う言葉がとても印象的だった。講演後もさまざまな質問を受け、話は尽きなかった。 
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○湘南藤沢キャンパスＷＧイベント 

【企画】第１回イベント「研究者の“キャリア”と“ライフ”を考える」 
【日時】平成21年１月22日（木）18：00 ～ 20：00 
【場所】慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス 大学院棟(τ)ギャラリー 
【講師】東海林 祐子氏：総合政策学部 専任講師（コーチング、ライフスキルプログラム） 

東海林 毅氏：横浜ＦＣ 
宮川 祥子氏：看護医療学部 准教授（ヘルスケア情報学） 
中 前  周 氏：(株)３ＮＦ（SFC６期生） 

 
【当日の様子】 

 
宮川祥子氏が昨今の研究機関における男女の研究者比を具体的な数字を交えて説明したのに続き、

東海林祐子・毅 ご夫妻から、東海林家で実践されているワークライフバランスについてのお話

があった。ご近所のネットワークを活用して突発的な事態に対処しており、また祐子氏は早朝を

ご自身の時間として確保し、家族の団欒時間は朝に設定するなど工夫をされていた。「よりよい

家族を家族みんなでつくりあげていくことが研究の幅を広げてくれる」と語り、日頃からご夫妻

で子育てに関して頻繁にディスカッションしてお互いの気づきを深めている印象を受けた。困っ

ていることとして、病気の時に面倒を見てくれるところが少ないことと、祐子氏は現在有期教員

であり実績も残していかなくてはならないものの、まとめて論文を書く時間が取れないことを挙

げた。 

次に、中前・宮川ご夫妻に話を伺った。宮川氏は出産前から情報収集にあたり、病後児保育など

働く両親にはメリットが多い保育園を活用。食器洗い乾燥機や週に１回お掃除を外注など、家事

負担を上手く軽減してバランスを取っていると述べた。同僚の理解と協力のもと「外せない仕事」

が重ならないよう夫婦で密にコミュニケーションを取り合い仕事の調整をしているとのこと。ま

た中前氏は在宅型勤務が可能な職場を選択して子育ての全てに関わり「独身だったら家事を全部

自分でやらなくてはならない」と、家事分担をポジティブで捉え、お互いのワークライフバラン

スを支え合っていると語った。 

質疑応答では、具体的な質問が寄せられ、参加者の皆さんを巻き込んで活発なディスカッション

が行われた。それぞれのご家族が、その家族に合った形のワークライフバランスを上手に実践し

ているのを聞いて、参加者の方々からは「大変勇気づけられた。」とのコメントをいただいた。
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③次世代育成支援 

本学の付属中等部・高等部に対して、平成 21 年度より、女子生徒が研究者としてのキャリ

ア構築について考えたり、仕事と生活の両立について学ぶ機会を提供していく。 
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④講演会・シンポジウムの開催 

○慶應義塾大学 SFC Open Research Forum 2008 報告 

【企画】慶應義塾大学 SFC Open Research Forum 2008 
【日時】平成 20 年 11 月 20 日（木）～ 22 日（土） 
【場所】六本木アカデミーヒルズ 
【主催】慶應義塾大学 SFC 研究所 
 

慶應義塾大学 SFC ORF 2008 に出展し、ブースにおけるポスター展示を行い、延べ 150 人

超の来場者に取り組み説明をした。慶應義塾大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多彩な

顔ぶれの来場者と意見交換した。 
 
【当日の様子】 

 
「“ワークライフバランス”という用語に惹かれて」、「女性研究者とは？との疑問を持

って」など、関心の入り口も人それぞれだが、ワークライフバランスの必要性については

異口同音、賛同を得た。ただし、その具体的手法・アプローチについては漠然とした意見

が多く、慶應義塾大学の今後の取り組みに関心を持ちたいという反応が多数寄せられた。 
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○シンポジウム報告 

【企画】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 
「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」  

【日時】平成 21 年 2 月 6 日（金）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. 開会挨拶 工藤教和 常任理事、商学部教授            
2. 来賓挨拶 川端和明 文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課長  

第一部：教育・研究機関としての慶應義塾大学に期待される女性研究者支援と男女共同参画のあり方 
3. 特別講演：「女性研究者の活躍を目指して」坂東久美子 内閣府 男女共同参画局局長 
4. 基調講演：「なぜ、いまワークライフバランスが必要か」樋口美雄 商学部教授  

第二部：『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 
5. 「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 
6. 「慶應義塾大学教員のワークライフバランスと男女共同参画に関する調査の報告」 

増田真也 看護医療学部 准教授  
7. 「女性研究者支援を通して大学の意識改革を実践する ～東京大学の取り組みから～」

渡井いずみ 東京大学 男女共同参画オフィス・特任助教  
＜休憩 15 分＞ 

第三部：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  
8. 討論  

コーディネーター：金子郁容 政策・メディア研究科 委員長、教授 
討 論 者：渥美由喜 (株)富士通総研 経済研究所 主任研究員  

  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 

9. 質疑応答  
10. 閉会挨拶 安西祐一郎 慶應義塾長 

【司会】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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【当日の様子】 

 
【参加人数】 参加者合計 137 名 （学内 65 名  学外 72 名） （*登壇者を除く） 
 
＜学外 主要参加者＞ 
○科振費関係機関 
科学技術振興機構 科学技術振興調整費業務室 岡本 拓士氏 
内閣府 男女共同参画局 推進課  大西 知子氏 
財務省主計局 文部科学第四課  古賀 篤氏   
文科省高等教育局  堀 清一郎氏 
 
○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研究所上席所員（訪問）、メンター三田会   森 靖孝氏 

 
○メディア 
読売新聞東京本社科学部    
日経ＢＰ社広告マーケティング調査部 専任役 
朝日新聞社 大学担当記者 
 
○採択機関○ 
東京大学   東京女子大学  東海大学   
物質・材料研究機構 静岡大学   千葉大学 
津田塾大学  早稲田大学  独立行政法人国立女性教育会館 
神戸大学   東京医科歯科大学  森林総合研究所 

 
 

平成 21 年 2 月 6 日（金）、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た。「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」をテーマとし、当日

は、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いた。 
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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

言及された。 
 
第一部では、板東久美子 内閣府男女共同参画局長が特別講演「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た。平成 21 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

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、慶應義塾と東

京大学より報告を受けた。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、東大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

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いた。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
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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

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。 
 
 

登壇者発言要旨 

【工藤常任理事】 
慶應義塾の人事・労務関係の担当常任理事として、職員の採用面接およびその合格者における女性の占める割合は

相当数に達していることを承知しているが、教育・研究活動の現場となると常勤の女性研究者の比率が 20 パーセ

ントにも満たない。これには様々な原因があると思うが、はっきりと現実を直視し施策をうっていかなければいけ

ない。 

このたび男女共同参画室が発足しその責任者となったので、具体的に何が問題なのかを見極め解決策を導き出して

いきたい。資源が制約されている私学の立場も踏まえ、これまで慶應義塾が培ってきたさまざまな内外との関係性

を最大限活用し、たとえばキャンパス周辺地域の方々と一緒に解決策を生み出していくなど、ソーシャルキャピタ

ルを育む方向で取り組みを進めたい。 

更に私達には慶應義塾としての役割がある。慶應義塾は昨年、創立150年という節目の年を迎え、私自身が様々な

ことを学び直す過程で、福澤諭吉が明治のあの時期にすでに、極めて先進的な男女観を唱えていたことを知り得た。

男女や官民という二項が対立するのではなく、お互いがそれぞれの役割を果たしていく、そのうえで互いの力を合

わせていくことにより当時の日本の国家としての独立が果たされていたとみる福澤の視点を引き継ぎながら、21世
紀の今に向かい合わねばならない。それは、様々な人々が入り乱れ、いろんな利害が錯綜し、それが瞬時のうちに

世界中に伝わる時代であり、それゆえ、現代の教育・研究の現場は、国籍、年齢差、性別等を克服してあらゆる多

様性を持った人々が切磋琢磨していく場でなければならない。個人個人の持っている力を最大限発揮できるような

環境を作り上げ、多様性に開かれた学塾として展開することが、私たちの役割を果たし、社会への貢献にもつなが

っていくものと確信する。 

 
【川端課長】 
日本の科学技術行政は現在、科学技術基本法、およびそれに基づく基本計画を策定し、それに則って行われている。

科学技術創造立国として最も重要なのはやはり人材、最後は人である。第３期基本計画においては特に女性研究者

に焦点をあて、女性研究者の採用目標を自然科学系で 25％とし、理学系 20％、工学系 15％、農学系および保健系

で30％をそれぞれ目標に掲げ誘導している。日本の女性研究者比率は現在13.0％で、１年前の12.2％から順調に増

えてはいるが、主要先進国中最下位を韓国と競って抜かれたところである。 

少子化の進む日本では今後、理科離れや研究職の魅力不足等で、人口減少の比率以上に研究者が減るという予測も

ある。そういう意味で科学技術振興の目的において、女性の活躍が切り札になると考える。 
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まずは女性研究者のマスが必要だが、女性研究者の参入は研究の多様性の広がりという質の面での向上にもつなが

る点で重要である。文科省はこれまでにもさまざまな女性研究者支援の政策を展開してきており、今回のシンポジ

ウムの基礎となる科学技術振興調整費 女性研究者支援のモデル育成事業もその一つである。来年度は女性研究者

の採用を増やすことに着目した事業も開始する。慶應義塾に対しては事業採択の審査の時から、多方面にわたる取

り組みの提案、独自のインスピレーションの表現、他の私立大学への波及効果などの点で非常に高い評価と期待が

ある。文科省からの注文として内容の一層の具体化や数値目標の設定もあるが、安西塾長自らが申請に出向かれた

ことが、大学としてのシステム改革への決意の表れ、執行部の意思表明として重要であった。 

慶應義塾の現在の女性研究者比率は国内比較上劣ってはいないが、数字上さほど先進的なわけでもない。ハーバー

ドやイェールに代表される国際的名門大学では女性比率は3割を超え、慶應義塾はその点では世界水準とは言い難

い。女性研究者が活躍しやすい大学は男性研究者にとっても、誰にとっても優れた環境であり、そうした方向への

チェンジが不可欠といえる。慶應義塾の標榜する「デザイン・ザ・フューチャー」は、21世紀の日本と世界を先導

する人材を育成する学塾として新たな一歩を踏み出すという意味であり、私としては、その一歩の中に女性研究者

支援という取り組みが入っているものと理解する。 

慶應義塾には是非150周年記念事業の一環として女性研究者支援をしっかりとやっていただきたい。私学の雄とし

て国立大学に負けない取り組みを期待されているのであり、他大学のモデルに相応しい成果を達成していただきた

い。 

 
【板東局長】 
わが国における男女共同参画の推進は、10年前の男女共同参画基本法の成立に始まる。男女共同参画社会とはそこ

においてあらゆる個人が性別に関わりなく対等の構成員として利益も責任も共に担い、その能力と個性が十分に発

揮できる社会であり、そういう社会を作ることを目標に掲げている。 

男女共同参画の理念は人権や個人の尊重をひとつの大きな柱とするが、他方、男女共同参画の意義は、多様な人材

を活かす社会、多様性ある社会であることが社会・経済の活性化において非常に重要であるという点にある。多様

性、すなわちいろいろな人、その能力や個性、いろいろな視点を十分に生かすことのできる組織や社会は、変化に

強く新しい物も生み出せる、競争力という点で非常に秀でた組織である。それゆえ、男女共同参画はまさに日本社

会の継続的発展のための基本的な柱といえる。 

わが国の男女共同参画の現状をみると、関連の制度は徐々に整備され、女性の活躍の実態も着実に変化してきたが、

その歩みはとても小さくスピードが遅い。他国の変化がより大きく速いため、国際的にみてもわが国の水準は十分

ではない。 

わが国の問題は、女性を含めて国民全体として非常に能力開発が進み力量もあるのに、女性が現実に活躍できてい

ない、女性の力を活かし切れていない非常にいびつな構造になっていることである。 

ジェンダー・ギャップ指数（多様な分野での男女格差をトータルで示した数値）についても、日本全体の構造とし

て、男女共同参画、女性の社会的活躍や政策方針決定過程への参画の度合いの低さが顕著である。こうした構造的

問題点の背景に、仕事と子育てなど家庭生活の両立が非常に困難だという日本的就業の問題がある。いわゆる「Ｍ

字カーブ」が根強く、出産・育児に直面して退職する女性が依然として多い。育児休業等の制度整備だけでは不十

分であり、働き方全般を見直し、保育などの支援環境を充実させる総合的施策が必要である。 

また、M字カーブの二つ目の山、再就職後の特徴として、正規の職員・従業員が増えない、非正規職の選択肢しか

ないことも問題である。仕事と子育ての両立の問題を解決するためには、子育て支援や再チャレンジ支援だけでな

く、トータルとしてのワークライフバランスの推進が不可欠である。雇用問題は正規・非正規の間に給与や社会保

障制度などの取り扱いに大きな格差があり、これに男女格差が二重に絡まってくる。正規・非正規間格差を均衡処

遇したうえで正規雇用の機会拡大を図ることは、男女共同参画の観点からも非常に重要な課題である。 
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さらに、わが国で女性の活躍が進まないことの大きな原因として意識の問題がある。いまだに固定的な役割分担意

識が根強い。くわえて、女性の就業の有無に関わらず、男性の家事・育児への参画が非常に少ないという家庭状況

も問題だ。ＯＥＣＤ比較では、男性の家事・育児時間が長い国ほど出生率が高いという傾向があり、特に第２子の

出産に関して男性の育児参画が大きな影響を与える。わが国では週60時間以上働く人の割合が男性の30代～40代
に多く、まさに子育て期の男性の長時間労働が顕著である。男性のワークライフバランスが男女共同参画推進の上

でも非常に重要になる所以である。 

ワークライフバランスは子育て期の女性だけの問題ではなく、男性も含め、また、子育て期だけでなく様々な年代

層に渡る人たちが、仕事や家庭だけでなく、地域や自己啓発や交流、協働といった多様な活動を自分の希望する形

で調和できる社会をいかに作っていくのかという問題である。 

昨年４月に政府の男女共同参画推進本部は「女性の参画加速プログラム」を策定し、意識改革、ワークライフバラ

ンスの実現、女性の能力開発・能力発揮の実現等を総合的に推進していくことになった。特に医師や研究者、公務

員という、ワークライフバランスがなかなか進まない分野を取り上げて促進する。科学技術・学術分野についてい

えば、日本は先進国で最も研究者の割合が低い。理工系、上位職、国立大学や企業の研究所での女性比率が特に低

い。研究分野の選択についてもジェンダー・バイアスやロールモデルの欠如の問題があるうえ、女性研究者の雇用

制度にも課題が多い。女性研究者は実際のところ有期雇用が増えており、出産・子育て期の女性にとって研究と家

庭を両立させるには厳しい状況が生じている。 

今後は、大学評価の視点として、女性登用に関する取り組み姿勢の積極性を問うていくべきだろう。多様な人材を

活かすということは単に女性に注目するということではなく、大学にとってまさに生命線、経営戦略や発展戦略で

ある。多様な人材を育成し知的な創造を行う中核機関である大学にとって、男女共同参画や多様性を尊重すること

は、その本質的問題ではないか。 

 
【樋口教授】 
国レベルでのワークライフバランス憲章及びその行動指針を取りまとめたメンバーの１人として、ワークライフバ

ランスを進めるにはこれに成功した企業や大学の事例を参考にする必要があると考える。成功のためには、第一に

トップのリーダーシップが不可欠であり、第二に中間管理職の人たちが具体的に、残業時間、有給休暇、育児休業

などについて考え取り組んでいく意識が重要である。三番目は社員、とりわけ男性社員の意識が重要になる。なお、

トップのリーダーシップは実体験に基づいている場合に発揮されやすい。 

ワークライフバランスとは、働き方の見直しにより個人が私的生活を充実させることの出来る環境を整えることで

ある。ライフの別の意味、生命・命の視点からいうと、労働時間が長くなることにより発生するメンタルヘルスの

問題や、出生率、つまりは新しい命が生まれてくる割合が下がってきているその要因として、やはり生活というも

ののバランスが崩れているというような問題から、そのライフを考え直していこうということにもなる。企業の立

場で考えれば、仕事の進め方あるいは業務の中身を見直すことによって生産性を向上でき競争力が増す。ワークラ

イフバランス施策をコストではなく企業戦略として、経営に生かす視点が重要である。日本の場合、これまで重視

されていた労働生産性＝一人当たり生産性は時間当たりの生産性にとって代わられる。時間が個人にとっても、企

業にとっても非常に貴重であり、その有効な使い方が問われるようになった。それを実現するには、柔軟で多様な

働き方により、特定の若い男性社員だけではなく、すべての多様な人たちが意欲と能力を発揮できる環境を整えて

いく必要があり、これがワークライフバランスだと考えている。 

ワークライフバランスを推進する３つの理由がある。一つは少子化対策の側面、第二は労働市場の二極化の問題で

あり、この二つは互いに密接に関連している。これまでは、正社員のキャリア女性が増えたことが出生率を下げて

いるという見方が通説だったが、実際には、フリーターの人の方が結婚をしていない、子どもを産んでいないこと

が分かってきた。労働市場の正規・非正規への二極化の進んだ 90 年代に、非正規雇用に基づく所得の不安定性、

将来の不安から家庭を築けないことが少子化の大きな背景となった。 
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三つ目に、最近になって単なる非正規労働者の増加ではなく、有期雇用が増えた問題がある。労働時間は正社員と

変わりがないにもかかわらず雇用期間が定められる働き方が、とりわけ 30 代の男性を中心に起こった。この世代

は本来、家庭においても責任が重くなるのだが、仕事にだけ時間が費やされ家庭を省みることができない。それが

少子化に、あるいはメンタルヘルスの問題にもつながっており、労働時間の見直しが不可避になっている。 

21世紀に入り、先進国はほぼ、多くの女性が働き出生率も高いという、仕事も子どもも両立できる時代に入ってい

ったが、日本は依然として二者択一の状態である。この解決には両立支援の制度が用意されるだけでなく、その使

い勝手のよさこそがポイントであり、そこにおいて男性の意識が非常に重要になる。 

日本の人口は 2055 年には現在の１億 2700 万人から 9000 万人を切るまで減少すると推計されるが、大学にとって

より問題なのは、年少人口が現在の 1800 万人から 750 万人に減ることである。現状の大学進学率で計算すると、

一人が二つの大学に進学しないと定員が埋まらないことになる。企業にとっても事情は同じで、生産・労働人口年

齢の確保が最重要課題となる。従来の若年人口が多いことを想定して作られた諸制度は見直さねばならない。 

ワークライフバランス憲章は、行動指針の中に数値目標を入れてあるのがポイントだ。５年後、10年後、日本全体

でどのような社会を描いていくのかを具体的に示した点である。例えば、現在 38 パーセントの第一子出産前後の

女性の継続就業率を、10 年後には 55 パーセントまでにする。数値目標を掲げることにより、それぞれの社会が、

参加者が、具体的にどのように取り組まねばならないかが認識される。政府がやればいいのではなく、個々の職場

において、また個々の地域において問題にどう取り組むかが重要である。 

次世代育成支援法により、企業にはこの行動計画を公表する義務が課せられている。ワークライフバランスの推進

は上から強制力でやるものではなく、それぞれの企業において、労働者、中間管理職、経営者が、子育てをしなが

ら、また個人の価値観を尊重しながら、働きやすい環境に変えていくことができるのか共に考えることが大切であ

る。そのスピードアップも必要になっている。 

 
【宮川准教授】 
慶應義塾全体の女性研究者比率は現在、国公立私立を含めた女性比率18.9パーセントに対してやや高い19.2パーセ

ントとなっている。この数字には 65 歳定年の専任教員に加え、慶應義塾を本務とする有期教員を含む。女性研究

者の比率は、キャンパスや学部ごとで大きく異なり、いわゆる理系である医学部、理工学部、環境情報学部、看護

医療学部では有期教員の割合が高い。有期教員は１年ごとの更新となるうえ、ポジションとしてもキャリア初期で

あるため、家庭をもつという決断も厳しく、育児休職なども取り辛いのが現実である。さらに職位が上に行くほど

女性の比率は減少する。 

任期付のポジションの中でも一番初期のポジションである研究員の約８割を女性が占めており、その時期が出産・

育児等のライフステージにあたることを考えると、女性研究者育成のためにはこのキャリア初期におけるワークラ

イフバランスが可能となる施策や制度改革が不可欠と考える。 

各キャンパスの共通課題として、女性研究者への支援体制の構築、女子学生へのロールモデル提供が重要である。

キャンパス別では、矢上キャンパスでは女子学部生の６割が毎年大学院に進学するにも関わらず、女性研究者の比

率が低いことが課題である。湘南藤沢キャンパスでは、研究者だけでなく学生・大学院生・学部生等、パパ・ママ

学生をも含めた両立支援が重要である。芝共立キャンパスでは、薬学部という特性上、大学と企業等の研究所を行

き来する形でキャリア構築が行われることが多く、その面での大学と企業の連携が課題になっている。 

慶應義塾大学の女性研究者支援の目標は、第一に、慶應義塾の女性研究者が十分に活躍できる制度を確立し、その

制度が実際に活用されるべく支援・運用・強化の体制をしっかり構築することである。第二に、慶應義塾で学ぶ次

世代を担う女性にとって研究分野で活躍することが魅力あるキャリアパスとなる仕組みをつくることである。第三

に、女性研究者支援が継続的に効果をあげるように、慶應義塾がこれまで内外に培ってきたコミュニティ資源を活

用しソーシャルキャピタルを醸成することで、女性研究者支援の取り組みを広く社会に普及することである。第四
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に、100 人 100 色のワークライフバランスが女性・男性を問わず実現できる社会作りに貢献する取り組みとしてい

くことである。 

女性研究者支援は、推進体制の整備、育児支援、エンパワーメント支援、研究推進・調査という４つの柱を通して

実施していくが、この具体的取り組み過程で醸成される信頼関係を最大限に活用するのが慶應義塾のソーシャルキ

ャピタル戦略である。 

 
【増田准教授】 

本アンケート調査に関する結果報告については「4.研究推進・調査」を参照のこと。 

 
【渡井特任助教】 
東京大学の男女共同参画の歩みは黎明期、初動期（男女共同参画という旗印を掲げて具体的な取り組みを始めた

時期）、本格活動期の３つに分かれる。黎明期は 2000 年以前で、有志教員による男女共同参画ワーキンググルー

プによる啓蒙活動が始まり、大学の中に男女共同参画推進委員会が設置されるまでの時代を指す。初動期は、推

進委員会が発展し、総長直轄に男女共同参画室が設置された2006年４月以降、東京大学の中で具体的に男女共同

参画の活動が開始された時期になる。本格活動期は2007年、文部科学省 科学技術振興調整費 女性研究者支援

モデル育成に東大が採択されたことから、専任の教職員を配置し男女共同参画オフィスを作り、さまざまなプロ

ジェクトに着手する現在までの期間である。 
黎明期には、学内での公聴会、アンケート調査の実施、各部局長ヒアリングなどの地道な活動の結果、2003 年に

東京大学男女共同参画宣言を作成し、東大として男女共同参画に取り組む意思表明をした。宣言に基づき男女共

同参画基本計画を策定し、その中に総長直轄の男女共同参画を推進する組織を作るということが明言され、総長

の下に男女共同参画担当理事はじめ教職員約30名からなる男女共同参画室が設置される。 
男女共同参画室の活動は３つに大別される。第一に、勤務対応部会において、育児休業の制度、配偶者出産休暇、

就業時間の繰り下げ、繰上げなど就業規則の自由度を広げる活動や、世代育成支援のためのホームページ作成等

が行われている。次に、環境整備部会で、学内保育施設の設置にかかわる取り組みが行われる。さらに、進学促

進部会で女子高校生をターゲットにした進学説明会や夏休み中のオープンキャンパス企画等が行われる。 
現在の活動の重点は、数値目標として掲げたポジティブアクションの実行にある。本モデル事業終了までに、女

性教員比率を全体で25パーセント、個別では理科系10パーセント、工学系９パーセント、農学系15パーセント、

保健系20パーセントにする。 
その他のプロジェクトとしては、第一に大学院から 30 代半ばの研究者を対象としたキャリア確立 10 年の支援、

第二に女子高生および学部生を対象としたプレキャリア20年の支援、第三に女性研究者の国際的エンパワーメン

トを育成する、東大ならではの取り組み、第四に東大女性研究者白書の作成がある。このようなプロジェクトを、

総長はじめとするトップダウンのリーダーシップと、女性研究者支援室等のボトムアップな活動の両面で推進し

ている。 

 
【金子教授】 
女性研究者支援にはトップのリーダーシップが不可欠である。また、案ずるより産むが易し、やってみると理解を

得られることも少なくない。 

 
【岩波教授】 
理工系含む女性研究者一般に対してさまざまな身近なロールモデルを提供していく視点が重要である。理工学部で

は学部卒業生の７割（一学年約 1000 人のうち 700 名程度）の学生が毎年大学院修士課程に進学するが、そのうち

７分の１の100名ほどの女子学生が毎年修士号を取得し社会に旅立つ。男女比は学部が約５対１、修士課程で６対

１、博士課程で７対１と推移し、大学教員として残る女性研究者の比率は非常に少ない。大学研究機関が若い女性

研究者にとって魅力的な職場ではないのが理由だ。企業の獲得努力が勝っているだけでなく、理工系研究室に特有



 

 45 

な事情として孤立した研究環境であることも影響している。女子学生・女性研究者間で共有する問題についての連

携体制が未整備で、この点については男子学生、男性研究者についても同様である。情報共有のための支援態勢整

備、および、慶應義塾独特の三田会を活用したネットワーク構築が必要である。 

また、雇用側の意識改革が不可欠で、人事採用にあたって長期的視野にたった人材育成を考えるべきである。大学

は教育の現場であるからこそ、長期的視野で人を育てることを身をもって示していかなくてはいけない。最大の課

題はやはり意識改革である。実体験に即したモチベーションは一番強く覆せないものゆえ、自分のパートナーや家

族、周りにいる友人たちから意識改革を始めたい。 

 
【駒村教授】 
わが国は大卒女性の労働力率が非常に低く、資源の無駄遣いと言わざるを得ない。現在、政府の審議会等で「新・

待機児童ゼロ作戦」を主張し、100 万人分の保育所を一気に作る予算２兆円規模の計画を提案している。社会福祉

の専門家からみるとこれなしに社会保障制度は成り立たない、極めて緊迫した状況にある。既婚女性の労働力率が

全く上昇していないことがこれまでの両立支援の失敗の証左である。 

慶應義塾の次世代育成支援法に関わる対策は法定以上に充実しているが、実際の利用率は全国標準を下回る。第一

に関連の情報が学内で共有されていない問題がある。第二に「見えざる障害」、すなわち授業のコマ数、会議、試

験、入試等様々なイベントへの対策が柔軟ではないという問題があり、介護に代表されるような突然のリスクをカ

バーできていない。第三に、慶應義塾は男性がやはり多く性別役割分業がまだ生きていると思われる。 

大学においても雇用形態はなるべく中立的で、差別的扱いをしてはいけない。出産することに対し、出産・育児と

仕事を二者択一させてはいけない。雇用の多様化に対しても処遇がどこまで対応しているのか疑問に思う。 

将来的には一大学、一企業の問題としてではなく、他大学、企業、組織との間に連携をとりつつ制度作りを推進す

ることが必要である。それぞれの学部で昇進その他の条件が異なるため、そこについてはワークライフバランスの

面からもう一回チェックしなおす必要がある。課題として気づきの洗い出しを続けていくというのが最初の一歩で

ある。 

 
【山下教授】 
看護医療学部の課題は、育児中の教員が臨床実習指導できる環境をどう作るかである。産休、育休等の期間におけ

る臨床指導者の、代替要員を確保できる体制が必要である。特に、教育経験のある育児中の教員が仕事を継続でき

ることは、教員のキャリア継続はもちろんのこと、教育の質の維持のためにも重要であり、そのため、常勤者のみ

でなく、有期や非常勤の教員も利用できる保育所を準備できる必要がある。アメリカの病院（MAYO CLINIC）
では、ナースが１時間の昼食時間をとるときには、代替要員が用意されていて、いつでも・どこでもケアの質が保

証されていて、大変うらやましく思ったことがある。 もう一つ、女性研究者や教育者が最も困るのは、子供が病

気になった時に、病児の世話をするために仕事や研究が中断されることである。慶應義塾は医学部・大学病院を擁

していることもあり、私が強く望んでいることは、この活動目標の一つとして、日本のモデルになるような、病児

保育制度および施設を完備したいことである。しかし、経費の面から問題や課題も多いとは考えている。 

【末松教授】 
医学部の教員制度は、助教クラス300名、講師100名、准教授50名、教授50名のフォーメーションになっている。

問題はこの下にいる若手医師で、非常に重要な力の部分ながら一番つらい。これら「専修医」と呼ばれる、卒業後

３年から６年の医師、及び、その上の助教から成る層はつい最近まで無給医であった。平成 21 年４月から無給医

の有給化に着手することになり、こうした抜本的システム改革が女性医師支援を下支えするものとなる。 

昨年12月、女性医師の職場復帰制度を創設した。医師の場合は通常、卒業が25～26歳で、その後２年間の研修医

を経た後、３年目から６年目まで４年間、無給の専修医として働く。そのことが専任教員へのキャリアにつながる
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が、このプロセスは非常に厳しい。とりわけ女性の場合、専修医のあたりで結婚、出産、育児と直面することが多

く、やむなく仕事を中断するが、これまでは一度専修医コースから外れると二度と復帰できない制度上の問題があ

った。現在、無給医制度の廃止と合致させ、大変廉価だが職場復帰した女性医師には時給を支払っている。さらに、

職場復帰した女性医師の更なるプロモーションを支援するため、学位取得に向けた従来の厳しい研究歴の加算基準

を見直し、研究歴の換算のあり方にも配慮している。 

病児保育施設はなければいけないことは明らかだが、予算上も学部全体あるいは大学全体の制度を抜本改革するな

かで女性研究者・医師の支援の原資を確保する必要がある。 

医学部の場合、助教の有期教員制度では最長一期５年を任期とし、再任、再再任を妨げない形にしているのが特徴

だ。この制度が適正に機能するために、助教だけでなく講師、准教授、教授についても全員に五年ごとの評価およ

びミッションの明確化と外部による評価を課す必要がある。女性が昇進するチャンスを増やす意味でも全体の制度

全てを均等化しなければならないが、助教層の有期化を全ての医師の有期化に拡張するプロセスは容易ではない。 

 
【渥美氏】 
ワークライフバランスあるいは大学改革を推進しようとしてもなかなか浸透しないのは、その現場にいくらレクチ

ャーしても浸み込まない「粘土層」があるからだ。他方、女性が活躍する職場には良い理解者がいる。女性は出産・

育児により貢献度が下がるという間違った固定観念をもつ上層部の意識改革が必要である。時間制約があるからこ

そ生産性が上がるという評価軸をもっている企業は、出産・育児を抱える女性を巡る固定観念に捉われず優秀な人

材を確保できる。 

ワークライフバランス推進のプロセスではしばしば対立構造が生まれ、一気に頓挫する場合が多い。男性ＶＳ女性、

年配の社員ＶＳ若い社員という対立にならないよう気づきを広げていくことが重要である。その意味で、業務に関

わる情報共有はポイントである。 

また、管理職に対してはシステム改革にチャレンジすることを評価する、たとえば、育児休業を部下に取らせる管

理職ほどマネジメント能力を高く評価されるべきだ。上層部の理解を引き出すにはデータロジックが必要で、実際

の取り組みの結果、変化・向上した具体事例データを示す。一部署の成功体験を抽象化して全社的に広げていくや

り方が効果的である。 

 
【安西塾長】 
慶應義塾は 150 周年を期してオープンでグローバルな学塾を目指す一歩を踏み出した。経済危機の直中にある今、

ややもすると内向きになりがちな日本にあって、慶應義塾はやはりもっとグローバルに目を開き、地球的な視野を

もって世界の主だった大学と伍していく姿勢をもちたい。体力がないからと言って閉じこもるのではなく、国籍を

問わず、性別を問わずあるいは生活の背景を問わず経済環境を問わず、意欲と力のある人が慶應義塾で学べるよう

にしたい、そういう意味でオープンでありたいと考える。 

世界の主要大学では、女性研究者の役割は30ないし40パーセントを占め、ハーバード、ＭＩＴ、ペンシルベニア、

ブラウン、ケンブリッジ等のトップ大学の学長は女性である。日本はこうした状況にはまだ至っておらず、慶應義

塾の場合、学部、大学院の学生に占める女性の比率が 30 パーセントを超えているにもかかわらず、女性教員の比

率は 19 パーセント強にすぎない。この数値差が何を意味するのかと言えば、優秀な女性研究者の活用が必ずしも

実現できていないということに他ならない。 

慶應義塾の創立者である福澤諭吉は男女区別なしということを相当早くから書き、また、演説等でも言った人であ

り、そういう創立者を戴く学塾としての使命を私たちは担っている。私自らを含め幹部教職員が共に汗をかき、慶

應義塾における多様な場面でのイコールオポテュニティを実現したい。そのためには確固としたサポート体制が必

要であるとの認識から、３月より男女共同参画室を発足させた。今後は男女共同参画室とワークライフバランス研
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究センターが連携しながら、有能な人材を最大限活用する入り口として、ヒューマンディベロップメントにおける

女性研究者の公平・公正な登用に積極的に取り組んでいきたい。 
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⑤国内・国際提携 

○7私立大学合同シンポジウム 

【主題】「男女共同参画の輪を拡げよう」 
【日時】平成20年 11月 1日（土）13：00 ～ 17：00 
【場所】日本女子大学 目白キャンパス 成瀬記念講堂 
【主催】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 
 

【当日の様子】 

 
上記７私立大学の共催で、ポスター展示と取り組み報告を行った。本学から金子郁容教授（政策・

メディア研究科委員長、教授）が取り組み報告を行った。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同席された懇親会での意見交換で、私大間

および官学間での一体感醸成が図られたことに成果があった。 
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【金子郁容教授による取り組み紹介 要旨】 
「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援とは」 

慶應義塾大学のプロジェクト実施体制に関しては全学的な組織として「ワークライフバランス研究センター」が既

に設立済みで、我々のプロジェクトのメンバー構成としての一つのポイントは、労務担当の常任理事がメンバーに

なっており、17名の教員メンバーは10学部全ての学部の代表が入っている。 

本学はキャンパスが６つ、10学部あり、基本的には大学のすべてのキャンパス、すべての学部で支援できるような、

かつ、現実的なスキームをつくっていきたい。保育施設に関しては、保育所を常設するということよりも、初めは

一時預かりといったところから始めたい。病児保育については、NPO法人フローレンスと提携したスキーム作りを

検討している。 

慶應義塾大学の課題はキャンパスが複数あり、それぞれのキャンパスでかなり事情が違い、異なる問題を抱えてい

ること。全キャンパス・全学部の専任教員に対するアンケートを実施し、実情を把握することも既に始めている。

全学部・キャンパスのコミットメントをしっかりとりながら、ニーズの高いところから実情に合わせて進めていき

たい。 

・三田キャンパス（人文社会学系学部３，４年生・院生） 

→女性研究者の比率が低い。若手の女性研究者の育成が課題。 

・日吉キャンパス（学部１，２年生） 

→語学・教養科目を中心に女性研究者の比率が比較的高い。キャンパス全体での女性研究者のニーズの把握、

課題の共有が必要。  

・矢上キャンパス（理工学部３，４年生・院生） 

→女子学部生の60％が大学院に進学する一方女性研究者比率が低い。 

・信濃町キャンパス（医学部２，３，４年生と看護医療学部３年生） 

→本務扱いの任期付き研究者（特別研究教員）の多くを女性が占める。医療系の女性研究者特有の課題（臨

床や実習指導との両立）  

・湘南藤沢キャンパス（環境情報学部・総合政策学部・看護医療学部１，２，４年生） 

→育児と研究だけでなく育児と学業（パパママ学生）の両立支援が必要。 

・芝共立キャンパス（薬学部） 

→平成20年度より慶應義塾大学10番目の学部として設置。卒後のキャリア構築において大学と連携した研

究支援が重要。 

慶應義塾大学における女性研究者支援プロジェクトは、女性教員の比率を高めることや、ワークライフバランス研

究センターを設立すること、男女共同参画のための全塾レベルの組織を設置することなどに加えて、慶應義塾をと

りまくいろいろなコミュニティが互いを支え合うソーシャルキャピタルが高いコミュニティにしてゆくことを目

指している。 
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○「女性研究者支援モデル育成」事業等合同シンポジウム 

【主題】－ 効果的な女性研究者支援システムを考える － 
【日時】平成20年 12月１日（月）・２日（火） 
【場所】東京大学 鉄門記念講堂 
【主催】東京大学 
【参加校】平成20年度「女子中高生の理系進路選択支援」事業採択機関 

北海道大学 広島工業大学 信州大学  
山梨大学 東京理科大学 東京工業高等専門学校 
鈴鹿工業高等専門学校 国立女性教育会館 静岡大学 
国立科学博物館 福山大学 

平成18年度「女性研究者支援モデル育成」事業採択機関 
東京女子医科大学 熊本大学 京都大学  
東京農工大学 日本女子大学 東北大学 
早稲田大学  奈良女子大学 お茶の水女子大学 
北海道大学 

平成19年度「女性研究者支援モデル育成」事業採択機関 
東京大学 森林総合研究所 産業技術総合研究所 
九州大学 大阪大学 物質・材料研究機構 
名古屋大学  神戸大学 千葉大学 
広島大学 

平成20年度「女性研究者支援モデル育成」事業採択機関 
東京医科歯科大学 東京工業大学 三重大学  
富山大学 島根大学 日本大学 
東海大学  宮崎大学 慶應義塾大学 
津田塾大学  新潟大学 静岡大学 
金沢大学 

【当日の様子】 

 
東京大学で開催されたポスターセッション併設の合同シンポジウムに参加した。１日（月）は「女

子中高生理系の進路選択支援」事業 平成20年度採択機関の取り組み報告および「女性研究者支

援モデル育成」事業 平成18年度採択機関の取り組み報告が行われた。 
 
２日（火）は平成19年度および20年度採択機関の取り組み報告、および分科会（テーマ１：キ

ャリア確立支援－ポジティブ・アクション等、テーマ 2：ライフ支援－環境整備・保育園等）が

開催され、本学からは宮川祥子准教授が報告発表を担当した。 
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4.研究推進・調査 
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 

○慶應義塾大学教員のワークライフバランスと男女共同参画に関する調査 

【調査目的】 
１． 本塾の研究者の仕事・生活・ライフプラン上の問題や具体的なニーズ等の把握。 
２． 男女共同参画に関する意見の収集。 

 
【調査概要】 

１． 調査期間 
マークシート形式の調査票を平成 20 年 11 月末に塾内便で発送した。12 月 12 日を締

切としていたが、12月19日返却分までを有効回答として分析した。 
２． 対象者 

慶應義塾大学に在籍する常勤研究者2,298名であった。 
キャンパス別に見た質問票の配布数は以下のとおりである。 
三田：458、 日吉：339、 矢上：294、 
信濃町：912、 湘南藤沢（新川崎・鶴岡含む）：226、 芝共立：69 

３． 回収 
659（返却率28.7%） 
配布数を考えると、各キャンパスの返送率は下記のとおりだった。 
三田23.8%、 日吉23.3% 矢上31.6% 
信濃町32.1% 湘南藤沢25.2% 芝共立36.2% 

 
【調査項目】 

１． 家族状況（同居家族、家事・育児の分担、要介護者の有無） 
２． 育児期におけるニーズ（子どものいる人のみ回答） 
３． ワークライフバランスやライフプランの意識 
４． 男女差別の経験や男女共同参画への意見 
＊回答はマークシート方式を基本とした。ただし、家族構成などの数項目で数値の直接記入

を求めた。また、自由回答項目が２箇所あった。
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【調査結果】 
（１） 回答者の属性 
①回答者の男女比と所属キャンパス 

女性が24.9%、男性が73.4%、未記入が1.7%であった。慶應義塾における女性研究者の比率が約

20%であることを考えると、女性の方がやや回答率が高かったことになる。 

 
 
②その他 

 

③所属 
学部の場合 

文 経済 法 商 医 理工 総合 
政策 

環境 
情報 

看護 
医療 薬 

31 27 29 32 288 99 4 17 16 25 

 
学部以外の場合 

法務 
研究科 

経営管理 
研究科 

政策・ﾒﾃﾞｨｱ 
研究科 

ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ 
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
研究科 

ﾒﾃﾞｨｱ 
ﾃﾞｻﾞｲﾝ 
研究科 

他大学院 研究所・ 
ｾﾝﾀｰ等 

13 6 20 4 2 5 46 

 
※回答者の所属に関しては、学部もしくは学部以外のいずれかでの回答を求めたが、重複回答
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があったため、総計は回答総数の659を超えている。 
 
 
（２）家族構成 
 
①同居家族(%) 

 
②男女別に見た割合 
 

 



 

 54 

（３）子育て 
①学童保育・保育園利用状況(人) 
 

 
 
②育児への関与 

 

  あなたはどのくらい育児をしていますか 
  ほとんど 

している 
ある程度 
している 

あまり 
していない 

全く 
していない 合計 

性別 女性 17 16 0 1 34 

50.0% 47.1% .0% 2.9% 100.0% 

男性 8 90 69 14 181 

4.4% 49.7% 38.1% 7.7% 100.0% 

合計 25 106 69 15 215 

11.6% 49.3% 32.1% 7.0% 100.0% 

 
ポイント 
・中学生以上を含めると、子どもと同居している人が約半数(50.7%)であった。 
・育児への関与度は女性の方が圧倒的に高い。 
・保育園の利用率は全体では50％を下回るが、女性研究者に限ると85％を占める。 
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③育児をしながら働く場合に重要な職場の環境・制度 

 
ポイント 
・男女差はまったくと言っていいほど見られない。  
・負担を減らすこと以上に融通が利くことが大事と考えている。 
  
 
（４）家事の分担 
①誰が家事をしているか 
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②男女別 

 
 
ポイント 
・家事の分担も女性が圧倒的に高い。しかし男性も約半数は家事に参加していると考えている。 
 
 
（５）介護  

①介護が必要な人は 
 

 
 
②要介護者との同居の有無 
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③看護・介護関与 
 

  あなたはどのくらい看護・介護をしていますか 

  ほとんど 

している 

ある程度 

している 

あまり 

していない 

全く 

していない 合計 

性別 女性 2 6 17 7 32 

6.2% 18.8% 53.1% 21.9% 100.0% 

男性 1 24 28 41 94 

1.1% 25.5% 29.8% 43.6% 100.0% 

合計 3 30 45 48 126 

2.4% 23.8% 35.7% 38.1% 100.0% 

 
ポイント 
・介護が必要な人が周囲にいるのは約20%であった。しかし、同居している人はそのうちの20%
であることから、直接に介護に携わっている人は必ずしも多くないものと思われる。実際、

看護・介護を「ほとんどしている」「ある程度している」という人は対象者の 25%であった。 
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（６）ワーク、ライフ、及びワークライフバランスの問題 

 
ポイント 
・問1～7、11～15は回答の男女差がほとんど見られない。 
・研究の時間が足りないと感じている人は約9割、教育や学会活動は約7割であった。 
・2/3以上がワークライフバランス上の問題を感じている（問5）。 
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・仕事が家庭に悪影響を与えていると感じている人の方が多い (問6,11)。 
・女性の方が結婚(問 9)や子どもを持つこと(問 10)を躊躇する人が多い(ただし実数で見ると、

男女ほぼ同数である)。 
・親などの介護や自分の健康、将来に不安がある人が7割以上に及ぶ(問12,13,14) 。 
・採用、昇進の男女差があると答えたのは、女性の方が男性よりも約２倍多かった（問16,17）。 
・ハラスメントがあると感じる割合も女性の方が高かった（問20）。 

 
 
（７）大学で研究を継続するために利用したいサービス、施設、制度 

 

りサービス 

入れるトイレ等の設置 

間中の代替教員を確保するためのシステムの構築 

にするための教育やトレーニング 
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ポイント 
・男女共にベスト３は「15 慶應義塾で受けられる支援についての情報提供」「16 自治体等が

提供する支援についての情報提供」「17 研究補助員を雇うための経費の援助」であり、まず

は情報提供が必要という段階である。 
・逆に低かったのは、「出産・育児経験のある研究者の交流会や相談会の開催」で、「両立のた

めの相談窓口」も、対面、メールや電話といった手段にかかわらず、現在利用したいという

人は非常に少なかった。 
 
（８）教員の男女比の偏りを是正するために、以下のようなルールや施策を採用することに 

 

ポイント 
・「保育園の併設」（問9）、「要職への女性の登用」（問6）への賛成者が多い。 
・女性を積極的に採用するためのポジティブアクションは、既に他校で取り入れられているが、

本塾では抵抗を感じる人が多い（問4,5）。  
  

（９）自由回答について 
２か所の自由回答項目の、少なくとも一方に回答した人は164名(約25％)であった。 
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○研究業務支援プログラムに対するニーズ調査 

【調査目的】 
慶應義塾大学ワークライフバランス研究センターでは、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、研究補助員を雇用する制度として、研究業務支援プ

ログラムを平成20年12月より実施している。本調査は、今後の女性研究者支援策を推進す

るうえで、研究業務支援プログラムへのニーズ等の把握を目的として行った。 
 
【調査概要】 

平成21年3月、WEBアンケート形式の調査票URLを、各キャンパスの育児中の女性研究

者に、メールにて広報し、協力を求めた。なお、調査項目は調査対象者により２種類の設問

を設定した。 
 
１．平成20年度研究業務支援プログラムの採択者に対して、本年度の利用報告と合わせて、

プログラムへの改善要望や意見を求めた。 

2.  研究業務支援プログラムを利用したことのない育児中の女性研究者に対して、現在の研

究状況およびプログラムに対する支援ニーズの記入を求めた。 

＊回答は記名式で、所属学部等の個人情報以外は、フリーワードでの記入を求めた。 

 

【調査結果】 
１－１．平成20年度研究業務支援プログラム採択者利用報告 

＊各研究者の個人的な研究内容については割愛 

 実験動物の飼育維持ならびに実験解析には非常に手数がかかる上、（中略）細胞は個体

中から取り出して維持することが難しいため、実験を行う際には個体を処置して細胞を

取り出す作業に始まり、実験を終えるまで同日中に工程を終えなくてはならず一日がか

りの作業となる上に、動物・細胞・試薬・機械のコンディションによって毎回条件が変

わるため、時間も厳密に計算できず予定より長時間かかることもしばしばである。 

 育児中に研究を行っている利用者にとっては、子を保育施設に預けてから出勤し帰宅し

て引き取らなくてはならず一日の勤務時間は限られるため、この様な実験を頻回に行う

のはスケジュール的にもまた精神的にも非常に負担である。 

 この際に実験を補助する研究補助員により実験が非常に効率よく進行でき、不測の事態

にも対応できるため利用者も躊躇することなく実験計画を立てられ、結果としてはすべ

て時間内に実験を終えることができた。その結果、将来的に研究成果につながるよい実

験結果を得ることが出来た。 

 これまで、大量培養実験の準備に時間を費やしていたが、このたびの研究補助員の設置

により、培養時に必要な試薬やプレートの準備等の負担が大幅に軽減され、効率的に研

究が進められた。結果、研究補助員が設置された12月から3月の間に、２回のメタボ
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ロームプロファイルが得られ、実験の再現性を確認することができた。また、実験デー

タの解析においても、研究補助員の協力により、候補物質の老化遅延効果を実証する実

験を開始することができた。全体として、研究補助員の設置により、計画していた研究

を大幅に進めることができ、子育て中で研究時間の確保が難しい状況下において、この

研究支援の効果は大きいと言える。 

 毎日の培地交換が要求される実験は、培養を継続するには大変な労力を要し、育児との

両立は時間的に非常に困難である。本プログラムによる研究補助員の措置により、週１

回ほど培養を補助してもらうことができ、時間的な負担だけでなく、精神的な負担も軽

減した。そして、保護者会や授業参観などの子供の学校行事にも参加することができた。

普段、子供の話を十分に聞いてあげることができない中で、子供に関わる時間を少しで

も多く持てたことは、本当に嬉しい限りで、採用していただいたことに心から感謝して

いる。 

 研究補助員は、実証実験の中で平成 19 年度および平成 20 年度の事前事後調査および

期中の測定から得られたデータの分析の補助を行った。研究補助員の措置により迅速に

データをまとめることができ、平成21年度の実験計画に活用することができた。また、

現在平成19年度の実験結果をもとにした論文を投稿中である。これまでは育児との両

立で限られた時間の中での研究であったため論文執筆の時間を確保することが難しか

ったが、研究補助員の配置によって論文としてまとめることが可能となった。 

 
１－２．平成20年度研究業務支援プログラム採択者からの改善要望 

 研究補助員の設置期間が短い。補助員が研究補助の仕事に慣れた頃に、補助員としての

期間が終了となるのは非常に残念である。 

 研究補助員を複数名配置できるといいのではないか。 

 今回は 4 か月という期間だったが、できれば一回の申請でできるだけ長くの期間支援

してもらうとありがたい。一度申請した書類が、先でも使えるなど申請に関する手間を

できるだけ省いてほしい。 

 支援金額に上限があるとは思うがもう少し研究補助に使用できる金額（総時間数）をあ

げてほしい。今回のような取り組みがさらに充実して広がっていくことを切に願う。 

 急なことであったので、何を行ってもらうのか、予め計画していたわけではなかった。

次年度以降も、補助をお願いできる見通しがたてられるのであれば、予め補助員を想定

して、計画が組めるので、ありがたい。 
 
２－１．育児中の女性研究者の研究業務支援プログラムへのニーズ 

 外科医としての臨床（外来・手術）に加え、現在研究のための実験を行っているため、

育児のための時間を削り、実験時間として夜間または休日を利用しているのが現状であ
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る。この制度を利用し、少しでも育児の時間を確保することができればと大変助かる。 

 論文執筆、医学博士取得のため、実験および学会発表のためのデータ整理などを行って

いる。研究補助者の配置により日中の実験が可能となり、夜間、休日の実験時間を軽減

することが可能となる。 

 １歳児の育児中であり、週３日の勤務の中で外来業務もあり、大学での研究時間が週１

日となっており、研究補助員によるサポートが必要な現状である。 

 現在２つの研究プロジェクトを計画中であるが、そのうち実験結果の評価の部分に関し

て研究補助員によるサポートを希望する。 

 
 
②ワークライフバランスに関する研究推進 

ワークライフバランスに関連する研究を推進するための環境整備を行うため、本学で開催される

各種学会等における託児サービスの手配（三田キャンパスで開催される国際法学会での託児サー

ビス手配）や、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・派

遣（平成20年11月に大学院システムデザイン・マネジメント研究科で行われたワークライフバ

ランスに関する講義への講師紹介）等の、アレンジメント的サービスを行った。 

また、情報収集のために参加した他大学のシンポジウムや、有識者との面談等の活動内容を下記

に一覧する。 

 

平成20年 
 10月 
  6日 千葉大学シンポジウムに参加。ポスター出展 
 26日 東京大学シンポジウム「東京大学におけるワーク・ライフ・バランスを考え

る」に参加 
 28日 第二回日本大学男女研究者共同参画シンポジウムに参加 
 
 11月 
  6日 お茶の水女子大学・塩満典子教授と面談。同大における女性研究者支援事業

についてヒアリング 
 11日  文部科学省科学技術・学術政策局、川端和明基盤政策課長と同省の女性研究

者支援施策について意見交換 
 13日  ㈱富士通総研経済研究所主任研究員の渥美由喜氏と面談。ワークライフバ

ランスに関わるコンサルティングの専門家の立場から意見聴取 
 22日  医学部三四会女性支援室主催「第３回先輩女性医師の話を聞く会」に出席。

女性医師のワークライフバランス環境について講義を聴く 
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 12月 
  8日  東京大学男女共同参画オフィス・都河明子特任教授および渡井いずみ特任助

教と面談 同大における女性研究者支援事業についてヒアリング 
  9日  京都大学女性研究者支援センター・登谷美穂子特任教授と面談。同大病児保

育室視察および病児保育事業についてヒアリング 
 10日 BMB2008男女共同参画ランチョンワークショップ「進化していく男女共同

参画」に出席。ポスター出展 
 12日 内閣府「男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進事業」

公開シンポジウム出席 
 17日 お茶の水女子大学 COSMOS シンポジウム出席。内閣府、板東久美子男女

共同参画局長と意見交換 
  22日 読売新聞社・南砂編集委員よりワークライフバランス問題についてヒアリン

   グ 
 
平成21年 
 1月 
 13日  読売新聞社・榊原智子記者（編集局生活情報部）と面談。女性研究者支援に

ついて意見交換、ヒアリング 
 14日 ㈱ポピンズ・コーポレーションより保育事業についてヒアリング 
 23日 厚生労働省、村木厚子雇用均等・児童家庭局長とワークライフバランス施策

について意見交換 
 27日 大学院システムデザイン・マネジメント研究科、当麻哲哉准教授の「ヒュー

   マンリレーションズ論」を聴講  
   当日は「ワークライフバランスについて」をテーマに外部講師として渥美由

喜氏が登壇 
 
 
 2月 
  2日 社団法人日本家庭生活研究協会とワークライフバランスについて意見交換 
 12日 ㈱ベネッセ・コーポレーションより保育事業についてヒアリング 
   ㈱バズラボより働く女性と出産に関する実態調査についてヒアリング 
 19日 朝日新聞出版、浜田敬子「アエラ」編集部副編集長よりワークライフバラン

ス問題についてヒアリング 
 24日 ワーキングウーマン・パワーアップ会議、財団法人社会経済生産性本部主催

「エンパワーメント・フォーラム2009」に出席 
   女性と仕事の未来館の「ワーク・ライフ・バランス展」見学 

 
 

 3月 
  2日  日本学術会議主催公開講演会「学術分野における男女共同参画促進のため
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に」に出席 
  5日 朝日新聞社より女性研究者応援プロジェクトについてヒアリング 
  9日 京都大学大学院生と女性研究者支援について意見交換 
 12日 東京医科歯科大学シンポジウム出席 
 19日 女性医師のみを対象とした保育園（病児対応可）「Dr.MOM Nursery School」

見学 池田美智子園長・医師より女性医師のための保育所についてヒアリン

グ 
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Ⅲ. ミッションステートメント関連評価 
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20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）、本計画の実施計画期間終了までに継続的な女性研究者支援のため

の基盤整備を行うことについて 
 

 平成20年10月１日付で、特別研究准教授一名を着任させた。 
 
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として「男女共同参画推進室」に再編成することについて 
 
 平成20年3月1日付で、男女共同参画室が設置された。 

慶應義塾における男女共同参画を今後より一層推進するために、慶應義塾の男女共同参

画推進に関する業務について、塾内外の組織との連携および調整を行う組織として、平

成 21 年 3 月 1 日付で慶應義塾男女共同参画室が設置された。ワークライフバランス研

究センターでは今後、男女共同参画室との連携および統制を密接に計りながら、全塾規

模での女性研究者支援体制の構築と実効ある運営を推進する。 
 
３．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

了までに60名以上の女性研究者を登録することについて 
 

 コミュニケーションシステムの一環として、平成 20 年 10 月に本事業のホームページ

開設、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。また、ネットワークシステムを活用したコミュ

ニティサイトは平成21年3月に開設し、本格的運用は次年度以降になるが、現在５名

程度の女性研究者が登録されている。 
 
４．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ことについて 
 

 平成21年3月までに、20件のケース収集を行った。 
 
５．その他 

 平成 20 年 7 月より、医学部における女性医師復職のための制度改革として、従来常勤
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のみだった助教について、助教（非常勤）制度を設けた。 

 信濃町キャンパスに隣接する慶應義塾保育所を平成21年3月に改修した。 

 育児支援実施のために短時間の預かり保育を担う本学学生サポーターを 15 名養成・登

録した。 

 育児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300件以上を登録し、平成

21年3月よりホームページを通じて閲覧可能とした。 

 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・シンポジウムを開

催した。全学規模のシンポジウムを１回（平成21年2月6日）、キャンパス別の交流会

を４回（矢上キャンパスにおいて平成 20 年 11 月および 21 年１月、日吉キャンパスに

おいて、平成20年 12月、湘南藤沢キャンパスにおいて平成21年１月、三田キャンパ

スにおいて平成21年3月）開催した。 

 平成 20 年 11 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。 

 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、第三者による外部評価委員会を設置し、平成21年3月26日に外部評価委員会

を開催した。 

 本学で開催される各種学会等における託児サービスの手配（三田キャンパスで開催され

る国際法学会での託児サービス手配）や、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・派遣（平成20年11月に大学院システムデザイン・マ

ネジメント研究科で行われたワークライフバランスに関する講義への講師紹介）等、ア

レンジメントサービス的業務を行った。 
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Ⅳ. 今後の課題 
  

事 業 計 画 書（平成21年度） 
 

補助事業の内容 
１．補助事業の名称 

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 
 

２．機関名 
学校法人慶應義塾 
 

３．補助事業の目的 
（１）ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 

本学において本業務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目的とする。 
 

４．本年度の事業の項目及び内容 
（１）ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援 
①推進体制の整備 

1) 女性研究者を支援する勤務制度の整備の検討 
2) 女性研究者がコミュニケーションや会議を円滑に行える情報支援環境の運用 
3) 女性研究者がキャリア構築に関してアドバイスを受けることのできる体制の 

整備 
4) 地域連携等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 
②育児支援 

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 
2) 育児中の女性研究者に対する病児保育支援 
3) 一時保育施設の設置・運営[補助対象外事業] 
4) 女性研究者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）および地

域リソースに関する情報の収集、収集した事例および情報支援環境を活用した発信 
③エンパワーメント支援 

1) 女性研究者がキャリア構築に関してアドバイスを受けられる相談体制の運用 
2) 女子学生が研究者としてのキャリア構築の足掛かりとするための民間企業研究所等へ

のインターンシップ実施準備 
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3) 将来の研究者である生徒・学生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 
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 
④ 調査・研究推進 

1) 前年度実施した調査結果を基に、女性研究者の支援ニーズおよび実態の細分化を目的

として、学内において調査を継続的に実施する。 
 

５．補助事業期間 
・補助事業の着手（予定）日    平成21年4月 1日 
・補助事業の完了（予定）日    平成22年3月31日 
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Ⅴ. 慶應義塾大学関連データ 
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慶應義塾大学

 1858年（安政5）福澤諭吉 蘭学塾開塾

 2008年に創立150年を迎えた

 1868年（明治元）慶應義塾と改名

 1951年（昭和26)学校法人化

湘南藤沢
学生4866
教員236

日吉
学生10985
教員339

信濃町
学生869
教員721

三田
学生11593
教員450

芝共立
学生835
教員62

矢上
学生4022
教員291

 10学部・13研究科

 総学生数33170名（内女性10629名）

 総教員数2099名（内女性403名）

 慶應で学んだ女性が社会でどのように活躍
しているかについてはこれまで調査されて
いない

 専任教員の女性比率19.2%

 女性研究者が各キャンパスに
散在している

 
 
 

 

データから見る慶應女性研究者の現状

 専任教員＋有期本務教員（客員教員、有期教員、特別研究教
員）で算出

 慶應義塾全体の女性研究者比率は全国平均(18.9%)と比べや
や高い(19.2%)

 女性研究者の比率はキャンパス/学部ごとに大きく異なる
 医学部、理工学部、総合政策学部、看護医療学部では女性研

究者のうち任期付き教員（有期教員、訪問講師(招聘）、特別
研究教員等）の占める割合が高い

 職位が上に行くほど女性比率は減少、任期付き研究員の80%
を女性が占める

 将来の研究者である大学院生に比べて教員の女性比率が各学
部・研究科ともおしなべて低い

次世代の女性研究者育成のためには、女性研究者が
多くを占めるキャリア初期の任期付ポジションにお
いて両立が可能となるような施策・制度改革が必要
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データから見る慶應女性研究者の現状

 専任教員＋有期本務教員（客員教員、有期教員、特別研究教
員）で算出

 慶應義塾全体の女性研究者比率は全国平均(18.9%)と比べや
や高い(19.2%)

 女性研究者の比率はキャンパス/学部ごとに大きく異なる
 医学部、理工学部、総合政策学部、看護医療学部では女性研

究者のうち任期付き教員（有期教員、訪問講師(招聘）、特別
研究教員等）の占める割合が高い

 職位が上に行くほど女性比率は減少、任期付き研究員の80%
を女性が占める

 将来の研究者である大学院生に比べて教員の女性比率が各学
部・研究科ともおしなべて低い

次世代の女性研究者育成のためには、女性研究者が
多くを占めるキャリア初期の任期付ポジションにお
いて両立が可能となるような施策・制度改革が必要
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大学の研究者に占める女性比率（職位別）

全国 国立 公立 私立
慶應
（専任＋有期）

慶應
（有期）

慶應
（専任）

全体 18.9 12.3 25.8 22.2 19.2 32.3 15.2

学長 8.1 1.2 14.7 8.2 0 0 0

副学長 5.6 2.3 9.4 7.1 0 0 0

教授 11.6 7.0 16.8 13.5 11.5 16.3 11.1

准教授 18.9 12.3 24.4 23.9 18.9 17.0 19.2

講師 27.1 17.3 35.1 29.5 17.1 21.4 15.2

助教 23.2 16.5 30.3 28.7 24.5 30.5 20.1

助手
研究員 51.4 52.4 74.0 49.6 80.6 80.6

（平成20年全国学校調査）
単位：%
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