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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/02/09

秋田大学　男女共同参画推進室コロコニの
ホームページを開設しました

　「このたび、秋田大学が男女共同参画推進室
（コロコニ）のホームページを開設しました。
女性研究者が働きやすく、安心して働ける職
場づくりのため、これから様々な支援を展開
していきたいと考えております。
　このホームページやコロコニだより（ブロ
グ）を通して情報提供をさせていただきなが
ら、制度の活用を促進し、女性研究者にとっ
てよりよい研究環境を構築できるよう、男女
共同参画推進室スタッフが一丸となって支援
していきます。
　随時情報を発信しますので、お見逃しなく
ご覧ください。どうぞよろしくお願いいたし
ます。」

（秋田大学長　吉村  昇）
男女共同参画推進室「コロコニ」ホームページ
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/02/18

　「言うは易く行うは難し」これが男女共
同参画の現状でしょう。わたしが休むと周
りの人に迷惑がかかるのでは？　他の人は
仕事（ワーク）も生活（ライフ）も充実し
ているのにわたしはできない･･･。考えれ
ば考えるほど、悩めば悩むほど、堂々巡り
して答えはでない。このようなことは、多
かれ少なかれ誰でも経験しているのではな
いでしょうか。
　でも、ワークライフバランス（ＷＬＢ）
の実現のためには、今の制度を活用すれ
ば、一歩踏み出すことができます。さまざ
まな休暇も、ちょっと工夫して取ってみて
は？　「お互いさま」21世紀バージョンを
創りだせばいいのです。
　今から1300年タイムスリップしてみましょう。奈良に都があった時代、役人が「請暇
解（せいかげ）」＝「休暇願い」を出し許可された記録が残っています。自分の病気のほか、
仕事が一段落したときの骨休めや子どもの看病など理由はさまざま。汚れた衣服を洗濯す
るために休暇を取った役人もいます。役人は男性！　与えられた状況のなかで精一杯生き
た人びとの息づかいが伝わってきます。
　男と女の長い歴史を振り返ってみると、21世紀の始まりの時期にコロコニが誕生したの
も偶然ではなく必然である･･･と思いたくなります。参画への道はこれからが勝負。男女
共同参画推進室では、男女を問わず誰にでもやさしいオーダーメードの支援を心がけてま
いります。
　みなさま、気軽におしゃべりにいらしてください。持続可能な未来社会への祈りをこめ
て、コロコニは今日も活動しております。

（男女共同参画推進室長　渡部　育子）

「お互いさま」21世紀バージョンを創りましょう！
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/02/26

　２月23日㈫のつくば市は春を感じさ
せる暖かな日差しの一日でした。

　午前中は、（独）産業技術総合研究所 
男女共同参画室へ訪問させていただき
ました。その敷地の広大さや建物の大
きさに圧倒されたまま、参画室へ案内
され、いろいろな資料を拝見しながら、
取組みに対してのお話をきくことがで
きました。

　午後からは、筑波大学男女共同参画
推進室が主催するキックオフシンポジ
ウムへ参加してきました。いろいろな
機関と連携しながら活動されている様
子がうかがえました。
　他大学や他機関の取り組みを参考に
して、今後の活動につなげていこうと
思いました。
　お忙しいところ、時間をさいてくだ
さいました（独）産業技術総合研究所 男
女共同参画室の皆さまと筑波大学男女
共同参画推進室の皆さま、ありがとう
ございました。

筑波研究学園都市へ行ってきました

広大な土地と研究機関の建物

記念写真
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/03/03

　ついに３月突入です。年度末というこ
とで室内も慌ただしい雰囲気が漂ってお
ります。
　１日には奈良女子大学への調査訪問を
行いました。素敵な正門の向こうに見え
るのは記念館、遠目ではありますが、敷
地内ではシカが草を食んでいました！
　先進的な取り組みを行っている奈良女
子大学へ質問を交えてたくさんのお話を
伺うことができました。
　研究支援制度の立ち上げや、シンポジ
ウム・イベント開催のノウハウなどこれ
からの取り組みに役立つことばかりで非
常に参考になりました。
　真新しい託児室「ならっこルーム」で
は、荷物用のロッカーやソフトな感触の
床板など子どもたちが楽しく安全に過ご
せる工夫がたくさんされていました。
　秋田へ戻ると雪が降っており、北国の
厳しさを再確認しましたが、年度末ラス
トスパートに向けて、熱く駆け抜けたい
と思います。

遷都1300年の町で

奈良女子大学の正門と記念館

敷地内で草を食む鹿

「ならっこルーム」の様子
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/03/15

３月５日㈮
　秋田ビューホテル飛翔の間にて、講演会「男女
共同参画推進を考える」を開催しました。当日は
105名の参加があり、会場はあっというまに満席と
なりました。
　講師としてノルウェー王国大使館一等書記官の
ドッテ・バッケ様と国立女性教育会館研究国際室
長の中野洋恵様をお招きし、ノルウェーの男女平
等政策や日本の男女共同参画の現状などについて
ご講演いただきました。会場からは、ノルウェー
と日本の現実の差に驚きのため息も聞こえてきま
した！
　講演後の質疑応答では、多くの意見交換が行わ
れ盛況なうちに終わることができました。お忙し
い中講演していただいたドッテ・バッケ様、中野
洋恵様をはじめ参加してくださいました皆様、本
当にありがとうございました。秋田大学からも男
女共同参画推進の取り組みを強く発信していきた
いと感じました。

　また、ノルウェー王国大使館よりとても素敵な
ノルウェーの絵葉書をいただきました。参加者の
方々はお土産として持ち帰っていました。

　男女共同参画推進室で
は来年度も講演会やシン
ポジウムを開催いたしま
す。託児室も用意いたし
ますので、小さなお子様
も一緒に是非ご参加くだ
さい！

講演会 ｢男女共同参画推進を考える｣が開催されました

会場の様子

日本語で講演するドッテ・バッケ氏

中野洋恵氏

ノルウェーの絵葉書
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/04/30

　４月も最終日となりました。
ゴールデンウィーク目前に蕾だっ
た手形キャンパスの桜が一斉に咲
き始め、やっと春らしさを感じる
季節となりました。学食などには、
まだあどけなさの残るフレッシュ
な大学生が賑わい、活気あるキャ
ンパスと華やかな桜がとても似合
います。
　現在男女共同参画推進室では、
オリジナルシンボルマークを学部
生・大学院生を対象に募集してい
ます。最優秀賞は図書券10,000円
となっており５/28コロコニＨＰ上
で発表いたします。詳しくはコロ
コニＨＰ、アネット、学内掲示板
をご覧下さい！皆様のご応募お待
ちしております。
　また、現在Newsletter創刊号を
作成中です。５月中には皆様にお
届けする予定ですので乞うご期待
下さい。

（コロコニスタッフ　黒田）

桜　咲　く

手形キャンパス南門側（４╱28 撮影）

手形キャンパス教育文化学部４号館側（４╱28 撮影）
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/05/12

　「おやじの会」というものがあるそうです。お約束のウィキ
ペディアで調べてみると…『ＰＴＡが母親を中心とした活動
になりがちで、活動時間帯や形態が母親に特化してしまいが
ちなため、父親が参加しやすい形態として「おやじの会」が
存在する。通常のＰＴＡ活動と異なり、活動時間帯が休日中
心となる。2009年現在、日本全体で約4000団体のおやじの会
が存在する。』とのこと。
　全国で4000団体とは大した数字です！ネット上で「おやじ
の会」と検索するとあるわあるわ。全国各地で「おやじの会」
が活動しています。運動会、マラソン大会、地域のふれあい
祭り運営から、学校の桜の剪定、さらにはパトロールまで！平日仕事に追われているお父
さんは休日もフル回転です。
　秋田市内でも各地の小学校・中学校で「おやじの会」が発足され、子ども・家族・地域
のために動いています。私の幼少期にはこんな団体は無かった・・・はずです。現在のお
父さんが子育て・教育に関わりたいという強い意志の表れではないでしょうか。お父さん
自身も、仕事以外の仲間を作ることで大いに楽しんでいると思います。職場では言えない
話もできますし（笑）
　「おやじの会」を通して、大きくたくましい「父親の背中」を子どもたちに見せてほし
いものです。

（コロコニスタッフ　川村）

おやじの会

車のベビーシートから
赤ちゃんを抱き上げる
お父さん
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/06/02

　カジ（家事）メン…家事を積極的に行
う男性、楽しむ男性をこう呼ぶそうです。
イクメンはだいぶ定着してきたように感
じますが、カジメンはまだ馴染みのない
単語のようです。「戦隊モノの○○レン
ジャーの仲間？」と言っている友人がい
ましたから（笑）

　夫婦共働きが多い今、女性も男性も、
仕事と生活を両立している人って素敵だ
なぁと思います。干した洗濯物がしわく
ちゃでも「ありがとう、助かったわ～」、
ご飯を作ったら「おいしいね～。さすが
～！」と褒めたり喜ばれたりすると、自
分に自信が持てるようになり、仕事も頑
張れるし家族からの株も上がること間違
いなしです。

　「家で優しいのは便座だけ…（笑）」な
んて悲しすぎるお父さんたちがこれ以上
増えないよう、日頃から家族間のコミュ
ニケーションを大切にしていきたいもの
です。

（コロコニスタッフ　朝倉）

カジメン

洗濯物を干してくれるカジメン

掃除をしてくれるカジメン

皿洗いをしてくれるカジメン
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/06/07

　平成３年に育児・介護休業法が施行されてからしば
らくたった頃に子どもを妊娠した私は、当時働いてい
た職場の事業主に育児休業をとりたいと打診したこと
がありました。その答えは「NO」でした。理由は「育
児休業を取得した前歴がないから」というものでした。
結局は妊娠８ヶ月で退職したのですが･･･。

　そのような職場での救いは、子育てをしている先輩
からのアドバイスでした。仕事を辞めてからの諸手続
きについて、給付金について、子育てについてのアド
バイスなど、相談にのっていただきました。そのおか
げで効率的に給付金をいただくことができ、いろいろ

な心配も軽減されたと思います。
　しかし、「アドバイスをもらえるような先輩が周囲にいない」、「制度自体あることを知
らなかった」という人にとっては、これから起こりうるライフイベントは不安ではないで
しょうか。

　そこで男女共同参画推進室では、育児・介護休業法を盛り込んだ冊子を作成予定です。
常勤・非常勤とで取得できる休暇が異なることは皆さんもご存じだと思いますが、それら
の情報も取り入れ、本学の規定をわかりやすく紹介したいと思っております。お手元に届
くのはもう少し先の話ですが、届きましたらぜひ手にとって、一読してくださいね。

（コロコニスタッフ　中川）

休暇・休業制度を利用するには・・・
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/06/16

　梅雨入り前の貴重な晴れ間が続く中、６月14日㈪
16：30～17：30大学正門右側のインフォメーションセ
ンターにて、男女共同参画推進室シンボルマークデザイ
ン入賞者の表彰式が行われました。

　はじめに男女共同参画推進室長の渡部育子教育文化学
部教授より、入賞者３名へ副賞の図書カードとパネル入
りの作品が贈られました。また、応募いただいた学生の
皆さんには参加賞が贈られました。

　表彰式後の交流会では参加者同士お茶を飲みながら男
女共同参画について意見交換が行われ、最優秀賞の大貫
耕内さん（教育文化学部３年）は少し照れながら「現在
は実家に住んでいるので家の事は母親がやってくれてい
る。でも旅館のアルバイトをして、普段あたりまえにし
てもらっていた料理、洗濯、掃除などは、実はとても大
変な事なんだ…と初めて気付きました。いつか自分が結
婚したら、家庭でも積極的に家事や育児に参加したいと
思います。」と話してくれました。

　今回シンボルマークの応募対象者を学生にした事によ
り、次の世代を担う若い人達が『男女共同参画』って何？
と考えるきっかけになればとコロコニスタッフ一同考え
ています。
　今後このシンボルマークが秋田大学で認知度100％に
なりますように…！

 （コロコニスタッフ　黒田）

シンボルマークデザイン表彰式

室長あいさつ

最優秀賞の大貫さんから一言コメント

優秀賞のお二人からも一言コメント
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/06/23

　平素は子供を保育園に送りに行くのである
が、時々、子供を迎えに行くと、
　保育士さん曰く、「凄いですね。子供の面倒
をみるのが嫌で残業をするお父さんが沢山いる
ようですけど。」
　奥山「え？そうなんですか？」
　言われて見れば、思い当たる節がある。どう
りで会議に無駄に時間を掛ける訳だ。何故に私
でも５分でできそうな話をうだうだと30分も１
時間も話しているのかと平素疑問に思っていた
のであるが、余程家に帰りたくない複雑な事情
があると考えると大変に辻褄が合う。保育士さ
んの慧眼に敬服。

　秋田大学職員の勤務時間は、基本的に８時30
分から17時までである。教員は労使協定で裁量
労働制であるが、そこでは会議の項目が除外さ
れている。つまり、会議は17時までに終わらな
ければならない。秋田大学でも弁証法的なディ
スカッションの仕方のFDでもやって効率的に17
時までに会議が終わるようにしましょう！
　次男が保育園に行って約半年の間、保育園から10回程呼び出しが掛った。先日は、会議
が始まる直前の16時に「熱が出た」と呼び出しが掛って…思わず、ガッツポーズ！
　「よくやった！流石は俺の子だ！これで無駄な会議をひとつ回避することができる。」

（大学院工学資源学研究科　奥山栄樹）

＊今回のブログ記事は、育児休業と育児参加休暇を取得、子の看護休暇もよく取得してい
る大学院工学資源学研究科の奥山栄樹准教授からご経験をもとに記事をお願いしました。

たそがれ様

たそがれ時

保育園へお迎え
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/06/30

　私事で恐縮ですが、先日、平城京遷都1300年
のイベントで盛り上がる奈良を訪れました。暑
い日でしたが、復元された第一次大極殿に入る
のには並ばなければならないほど多くの人々が
見学に来ていました。古都・奈良への視線も、
また、熱い！ここで儀式を行った最初の天皇は
元明（げんめい）天皇。女性の天皇です。当時、
女性天皇の即位は珍しいことではなかったので
す。

　689年４月、皇太子・草壁（くさかべ）皇子が28歳の若さで亡くなり、妃・阿閇（あべ）
皇女には氷高（ひだか）、軽（かる）、吉備（きび）の三人の子どもが残されました。軽皇
子はまだ７歳。草壁の母・鸕野（うの）は翌年正月、正式に即位し（持統（じとう）天皇）、
孫・軽が成長するのを待ちます。697年、軽は15歳で天皇になりました（文武（もんむ）
天皇）。持統は太上（だいじよう）天皇として共同統治を行いますが、702年12月に死去。
まだ若い文武が頼りにしたのは母・阿閇でした。707年２月には遷都について議論させま
すが、６月、文武は亡くなります。７月、阿閇は息子・文武の遺した詔（みことのり）に
より、元明天皇として即位しました。彼女は710年３月、平城京に遷都し、さまざまな施
策を打ち出します。そして、715年９月、娘・氷高内親王に位を譲り、元正（げんしよう）
天皇が即位します。文武の遺児・首（おびと）皇子（のちの聖武天皇）が元服し、皇太子
となっていたのですが‥‥。
　わが国の古代国家が法制を整え、都城を造営して繁栄が期待された時期に、祖母から孫
へ、息子から母へ、母から娘へという皇位継承をめぐるドラマが繰り広げられていまし
た。

　これは、現在とは国家の枠組みが異なる1300年前の出来事ですが、平城宮跡第一次大極
殿（だいごくでん）から朱雀門（すざくもん）を眺めていると、平城京遷都の大事業を成
し遂げた女性天皇に想いを馳せてしまいます。

（男女共同参画推進室長　渡部育子）

遷都1300年の奈良で当時を想う

紫陽花とカタツムリ
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/07/09

個人情報と守秘義務

　６月29日のとても蒸し暑い中、第２回
男女共同参画推進室コンシェルジュ・デス
ク相談員研修会が行われました。
　コンシェルジュ・デスクも今年度から１
階に移動しましたが、相談を受ける際に個
人情報に関わる内容がたくさんあり、それ
をどのように取り扱えばいいのかを今一度
確認する意味で、「個人情報と守秘義務」
について研修を行いました。
　講演の中で個人情報が漏れたときの大学
に与える損害をシミュレーションした図表
を見ると、被害の大小にかかわらず個人情報が漏洩したときの怖さを実感するころができ
ました。
　また、事例に基づいた説明の中では、業務にあたるときによくある事例が紹介され、皆
で迷ったときの受け答えの仕方を確認しました。
　個人情報を守るためには、普段の自分の行いを少し注意するだけで防げることが多く、
今後も気を引き締めて業務にあたりたいと感じるような研修会でした。
　改めて業務を見直す機会を与えていただき、ありがとうございます。後日今回の研修
会の内容をまとめたものを冊子にして学内教職員全員にお配りいたします。迷ったとき、
困ったときにご活用いただければうれしいです。

（コロコニスタッフ　中川）

研修の様子
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/07/16

　「あーあ、自分の娘にはこんなにたくさ
んおんぶ

4 4 4

してあげたことなかったわ。」

　まだまだ十分とはいえないものの、社会
ではさまざまに子育て支援の制度や体制が
整えられつつあり、保育所や幼稚園では通
常の保育に加えて延長保育、一時預かり、
未就園の親子の受け入れ、相談事業などさ
まざまな事業が展開されています。夜間の
保育や病児保育も必要性が高まっています。

　冒頭のつぶやきは、保育所で一時預かりを担当している先生のもの。
　一時的に保育所に預けられる子どもの中には、慣れない場所に不安定でずっと泣いてい
たり、食欲が出なかったり、という子もときどきいるようです。この先生は不安定で泣き
止まないこの子にとって、おんぶが安心できる体勢だと知って、他の子どもたちも保育し
ながら、ほぼお預かりしていた時間中おぶって過ごしたということです。そして肩や腰の
痛みともに、ふと、すでに大きくなったわが子にはこんなにおんぶをしてあげたことがな
かったと気づいて複雑な気持ちになったと言います。自分自身は不規則な仕事時間、なか
なか時間通りには終わらない仕事に追われ、子育ては祖父母任せであったとか。家族に支
えられて幸せだったわ、と笑いながらも、思いは複雑。

　子育て支援のうたい文句の下に、さまざまなサービスが提供されるようになってきまし
た。一方で、その多くがこの先生のような方たちに支えられていることも忘れてはならな
いと思うのです。サービスの充実だけが子育て支援に求められることでないことは言うま
でもないことです。単にサービスの提供者とそれを受ける側という関係ではなく、互いの
立場を知り、支援の場を通して交流することで、子育て・保育の悩みや思いも共有できる
支援、子どもを支える温かな関係となっていくのではないでしょうか。

（教育文化学部　奥山順子）

子育て支援社会って？

＊今回のブログ記事は、幼児教育が専門の教育文化学部　奥山順子准教授に記事をお願い
しました。

　　　家族に支えられて
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/07/27

　３月25日にバングラデシュにあるグラミン銀行を訪れたとき、前日にサウジアラビアか
ら帰国したばかりのユヌス博士にお会いできた。朝からずっと書類整理などがあったらし
く、お会いできたのは午後５時ちょうどであった。

　なのに、なんだかんだで、結局、東京に行かずじまい。７月の来日目的の目玉は、格安
の衣料品で「勝ち組」となった日本企業との提携だ。ねらいは、バングラデシュの貧しい
人でも手の届く衣料の提供。これに関連する記事が７月14日付の紙面を賑わした。また多
くの人がこの提携話についてあれこれ語るだろう。私が語るのは現地を見てからだ。

　2006年にノーベル平和賞を受賞してから、ユヌス博士とグラミン銀行の勢いが加速して
いる。グラミン銀行は「マイクロクレジット（無担保少額融資の仕組み）」を手段として、
まず、農村の貧しい女性に経済力をつけさせ、それを足がかりに社会に参画する道筋をつ
けてきた。すでに、貯蓄、年金、保険も貧しい人びとに提供している。
　バングラデシュの貧しい女性たちは、より脆弱で不安定な立場に置かれている。その理
由のひとつに女性であることがあげられる。グラミン銀行はこうした女性たちを、「貧し
い人、特に貧しい女性は信頼に値する」と捉える。これがグラミン銀行の哲学だ。だから、
貧しい人びとを慈善の対象ではなく、きちんとした人として扱い融資する。そしてさまざ
まな仕掛けで、貧しい人びとを社会に参画できるように訓練する。人びとは融資されたお
金をきちんと返済しながら、グラミン銀行から多くを学ぼうとする。ここにあるのは信頼
関係と共感だ。グラミン・グループも貧困を削減しようと、携帯電話、ソーラー・エネル
ギー、ヨーグルト、水、靴などの事業を展開中である。そして今度は衣料品だ。

（大学院工学資源学研究科　坪井ひろみ）

貧しい女性を社会に参画させる方法

グラミン銀行の旧知の女性幹部
　　「ユヌス博士。ひろみが来ました」

ユヌス博士
「お～、ひろみ。また会えたね。元気そうで何よ
り。今回はどこに行ってきたの？」

私　「はい、ユヌス博士。お久しぶりでございます。
今回はグラミン・ヴェオリア（水事業会社）に行っ
て参りました。とても良い工場ですね。水を売る
グラミン・レディにもお会いできました。ありが
とうございます」

ユヌス博士
「７月の中旬に日本に行くから、会いにおいでよ」

私　「もちろん参ります。ユヌス博士のスケジュール
は帰国したらすぐに確認しますので」

＊今回のブログ記事は、バングラデシュの貧しい女性を長年研究している大学院工学資源
学研究科　坪井ひろみ准教授からです。

社会に参画させる方法
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/08/02

　７月23日㈮平成22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」に採択
された岩手大学からお二方が調査訪問にいらっ
しゃいました。
　秋田大学の男女共同参画の取り組みを紹介し、
これまでの活動や今後のイベント等を説明しまし
た。その後、岩手大学と活発な意見交換が行われ
ました。他大学の貴重な意見を聞き、今後は他大
学とも力を合わせ男女共同参画推進を進めていき
たいと感じました。
　更に、本道キャンパスへ移動し病児・病後児保
育室「ことりのおへや」を見学されました。私自
身はじめて「ことりのおへや」内に入りましたが、
設備がとても充実していて、清潔感のあるとても
可愛らしい保育室でした。
　
　さて、話は変わりますが、蝉の声が聞こえる季
節になり夏休みシーズンに突入しました。
日本三大花火大会のひとつ、大曲の花火は今年で
100年を迎え例年にない特別なイベントが期待で
きそうです。
　現代の花火業界には全体の一割程度ですが女性
の花火師さんもいるそうです。常に危険が伴い、
体力勝負という厳しい花火の世界で、育児をしな
がら活躍しているスーパーママ花火師さんもいる
んですよ！さまざまな世界で活躍する女性。夜空
を彩る花火のように、これからもキラキラ輝いて
欲しいと思います。       

 （コロコニスタッフ　黒田）

岩手大学から調査訪問してくださいました

本学の取り組みをご説明

「ことりのおへや」へ

保育室内の見学
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/08/09

男女共同参画の濫觴（らんしょう）

　今年の４月７日に、ノルウェー大使館で
「ワーク・ライフ・バランスがビジネス成功
の鍵を握る？」というセミナーがあり、100
人ほど（女性が８割くらい）の聴衆に混じっ
て聞いてきました。
　このセミナーでは日本側２人（内閣府大臣
官房審議官とコクヨ株式会社人材開発部ダイ
バーシティー推進リーダー）、ノルウェー側
２人（ノルウェー外務次官とノルスケベリタス副社長）が、それぞれ公共部門と民間部門
から講演者として選ばれていました。講演を聴いていくうちに興味深いことに気づきまし
た。日本側のお二人は、ワーク・ライフ・バランスを実現させることによって、仕事を効
率よく行い、利益をあげる、といった内容の話をしました。ところが、ノルウェー側の講
演者は、お二人とも、ワーク・ライフ・バランスがなぜ大切かは、基本的人権にかかわる
からだ、といった話をしました。さらにノルウェーは、ワーク・ライフ・バランスや男女
共同参画のノウハウを商売として世界中に売り出している話もしていました。同じ「男女
共同参画」でも、その濫觴には日諾両国では大きな違いがあるのではないかという印象を
持ちました。
　それと、性の別なく外で働きたい人もいるし、家庭の主婦（夫）をしていたいという人
もいます。自分の希望する途を自由に選べるというのが、真の男女共同参画であり、真の
ワーク・ライフ・バランスと言えるのではないでしょうか。

（大学院医学系研究科　妹尾春樹）

＊今回のブログ記事は、北欧の男女共同参画についても詳しい大学院医学系研究科の妹尾
春樹教授に記事をお願いしました。
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/08/11

　竿灯まつり２日目の８月４日㈬、秋
田大学医学部附属病院第二病棟多目的
室にて東北大学大学院医学系研究科教
授　大隅典子氏をお迎えし、男女共同
参画講演会「なぜ女性研究者は少ない
のか？」が開催されました。当日は
30℃を超す猛暑にもかかわらず、教職
員や学生、一般市民など約150名の方が
参加してくださいました。

　まず初めに日本における女性研究者
の数が少ないことの現状について具体
的な数値での解説や、今後の女性研究
者の育成のために様々な活動が行われ
ていること、さらに東北大学でも女子
学生が科学者を目指す際のハードルを
乗り越えジャンプアップして女性研究
者リーダーとなり研究も家庭や育児も
可能にするために、３つの支援プログ
ラムを展開していることなどお話をし
ていただきました。（途中で大隅教授の
貴重な歌声を聴くことができました！）

　また、質疑応答では教職員・学生・一般市民より様々な質問が寄せられ、非常に活発な
意見交換が交わされ非常に盛り上がりました。

　最後に大隅教授より、会場の学生へとても素敵なメッセージをいただきました。
「自分の好きな事を仕事にして一生働きましょう！夢をあきらめず自分の主張をわかって
くれる人を味方につけて下さい。」

　大隅教授のメッセージを聞き、そういえば私の夢って何だったかしら…と久しぶりに考
えてしまいました。

（コロコニスタッフ　黒田）

未来の女性科学者へ

会場の様子

大隅　典子氏
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/08/30

８月20日㈮
　秋田市拠点センター ALVEで講演会「北
欧における女性の社会進出」が開催され
ました。
　はじめに、ノルウェー王国大使館一等
書記官のドッテ・バッケ氏が流暢な日本
語で開催挨拶とノルウェーの男女平等政
策について説明してくださいました。
　その後、トーベ・スメスロー氏が講演。
自身の勤務先であるトロムソ大学医学部
附属病院は、男女共にいろいろな職種の
人間が力を合わせて治療業務に当たって
いる現状や、また日本では馴染みのない
プレイ・セラピストという職業について
写真を交えながら紹介し、小児ケアにお
いて医師や看護師からも尊敬を得るほど
の不可欠な部門であるとお話しください
ました。
　「Making the impossible possible.」不
可能を可能にする。私たちの身の回りで
も、出来ないと思い込んでいることで
も、一つずつ小さくとも出来ることがあ
るはず。それを積み重ねていけば、不可
能は可能になるのではないでしょうか。
勇気をいただいた言葉でした。

　質疑応答では、プレイ・セラピストに
ついてやノルウェーの政策についても質
問があり、スメスロー氏とバッケ氏にも
お答えいただき、大幅に時間を超えての
盛況ぶりでした。

（コロコニスタッフ　菅原）

Making the impossible possible.

トーベ・スメスロー氏

会場の様子

ドッテ・バッケ氏とトーベ・スメスロー氏
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/09/02

　「コロコニガイドブック～仕事と育児・
介護の両立のために～」を発行しました。
実は育児・介護休業法の改正が行われると
いう情報をキャッチしたのは４月の終わ
り。当初は改正されてまもなくの発行予定
でした。
　しかし、５月に入り冊子作りに取り組み
始めるといろいろな問題点が出てきまし
た。「育児介護休業法の改正と秋田大学の
改正の内容が違う？！」「私たち参画室のメ
ンバーが規程の内容を分かっていない…」
「こういう疑問って、どこに問い合わせる
の？」などなど。
　そこで、まず自分たちで秋田大学の規程
を読み、疑問点を整理し、自分たちが知り
たいことや、知っていたら便利なことをま
とめ、勉強会を重ねながら試行錯誤の毎
日。そこから今日までなんと長い道のり
だったことでしょう。

　参画室のメンバーは規程に関しては素人ですが、いろいろな部局の助けをいただきなが
ら作った冊子は、私たちが読んでも理解できるような内容です。この冊子が皆さんのお休
みをとる際の助けになれば幸いです。

（コロコニスタッフ　中川）

コロコニガイドブックができるまで

コロコニガイドブックの表紙
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/09/14

　先日９月７日、ホテルメトロポリタン秋田
にて大学間連携合同シンポジウム「男女共同
参画の現状と課題」が行われました。
　第一部では株式会社リクルート　リクナビ
編集長　岡崎仁美氏から「女性の働きやすい
環境づくり」と題し、女性社員が活躍し続け
るための制度や施策を紹介して下さいまし
た。また、岡崎氏自身も３歳と０歳の双子の
母親でありながら編集長という仕事をこなさ
れていることに、とても驚かされました。
 
　第二部のパネルディスカッションでは秋田
県内の５大学１高専が参加し、男女共同参画
の現状と課題を報告しました。その中で、各
機関にさまざまな制度はあるがなかなか利用
されない理由として、「自分が休むと周りに迷
惑をかけるという心理的な不安（負担）が大
きい。そのためにも秋田県内の大学がネット
ワークを構築し代替要員制度を作ることで、
さまざまな休暇を利用しやすくなるのではな
いか。」という提案も出されました。
  
　私が以前勤めていた会社は、日中は営業で
外まわり、夕方から会社にもどり事務処理を
こなし仕事が終わっても、定時で帰れる雰囲
気ではありませんでした。有給休暇も取りづ
らい雰囲気でしたし、私自身もほとんど使う
ことはありませんでした。また、女性は結婚
や出産＝退職というのが一般コースでした。
（今は違うと思いますが…）
　今回この合同シンポジウムを通して、さま
ざまな制度があってもまず実際に利用しやす
い環境づくりが、男女問わず働きやすい職場
へつながると感じました。

（コロコニスタッフ　黒田）

働きやすい環境づくり

講師の岡崎仁美氏

パネルディスカッションの様子

コーディネーターを務めた渡部室長
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/09/30

　記録的な猛暑日が続いた今年の夏の日本列島でした
が、秋田気象台の記録によると、秋田市は7月から8月
までほぼ毎日25度を超える夏日を記録しています。30
度を超えた真夏日は23日もありました。
　９月も中旬を過ぎ、ようやく秋の気配を感じる涼しい
風が吹くようになりました。秋になるといろいろな秋が
ありますが、私はなんといってもスポーツの秋です。秋
田県内各地でマラソン大会が開催されます。マラソンは
個人の体力に合わせて距離を選択し、景色を見ながら沿
道の応援を背に楽しんで走ることができます。爽快な汗
をかいた後のドリンクは格別です。また、地元特産物を
食べることもできて、一石二鳥どころか三鳥、四鳥にな
ることもあります。
　マラソン大会に行くとよく「お子さんはどうしている
の？」と声をかけられることがあります。子守りは、も
ちろんお父さんの出番です。普段の練習も含め、大会参
加の時はお父さんが子どもの面倒を見てくれています。
二人にとっては、口うるさいお母さんがいない自由に過
ごせることができる時間なのかもしれません。
　家族みんなでスポーツを楽しんだり、読書や芸術鑑
賞、バーベキューなどで旬の味覚を味わうなど秋ならで
はの時間を過ごしてみませんか！

（コロコニスタッフ　菅原）

スポーツの秋

９月は、田沢湖マラソンや
秋田内陸100㎞チャレンジ
マラソン大会がありました

夜長の読書も

秋の味覚も盛りだくさん
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/10/14

　芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋…東北の秋は
短く、あっという間に冬になってしまいますが、秋
は魅力的なことが満載です。
　来年２月に出産を控えている私は近頃、胎教音楽
が気になります。お腹の中から学習する英会話胎
教、クラシック、オルゴール、ヒーリング、カフェ
ミュージックという類の音楽まで。あらゆる胎教ソ
フトがあるようです。
　そもそもお腹の子には私たちの話し声や音楽など
聞こえているのでしょうか。聞こえている、聞こえ

ていない、お母さんの声は体内を通して聞こえるけれど、外からのお父さんの声は聞こえ
ていない。など、お父さんにとっては哀しい説もあるようですが、まずは、好きな音楽を
聞いたり楽しい話をしたり、お母さんがリラックスすることが最も効果的な胎教になるの
ではないかと思います。
　仕事でストレスを溜めているお母さん、毎日家に帰っては愚痴をこぼすお父さん。お腹
の子には聞こえていますよ、きっと。
　育休を十分取得できるかしら、夫は育児も家事も協力してくれるのかしら、私がいない
間、仕事が滞らないかしら…。こんなことを考えながら貴重な妊婦生活を送りたくないで
すもの。
　先日全教職員に配付されたコロコニガイドブックを見ながら、お母さんお父さん方は自
分が取得できる休暇を把握しておくことも大切です。そして周りも、休暇取得を後押しし
てあげてほしいと思います。
　あ、胎教音楽の話をしていたのでした。私はやっぱりクラシックです。仕事の後は大好
きなショパン、リストを聴きながら大好きなお芋と栗と梨を食べて、笑って。お腹の子に
話しかけながら秋を満喫するのです。

（コロコニスタッフ　川村）

それぞれの秋

クラッシックを聴きながら…



25

コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/10/28

　「今日の夕ご飯は何にしようかな」。

　朝ご飯を作り終わった瞬間から、おそらく主
婦（主夫）の頭の中をよぎる言葉だと思います。
先日行われた秋田県男女共同参画課主催の講演
会でお話しをされた佐々木常夫氏は、やはり同
じように思いながら出社していたそうです。

　佐々木氏は自閉症の長男と肝臓病とうつ病を
患い入退院を繰り返す妻を支え、現在は㈱東レ
経営研究所の社長になった方です。講演会の会場は佐々木氏のお話を楽しみにしていた
人々であふれていました。

　男性が育児、家事、そして献身的に家族の支えになるという話しはあまり聞くことがな
く、質疑応答でも会場の男性から、「自分だったら仕事に逃げていたかも…」という感想
が出ました。これが正直な気持ちでしょうか。それに対して佐々木氏は「仕事があったか
らやってこられた」と答えています。
　社長に就任してから夫人は入院していないとのこと。「家に帰るとご飯ができているこ
とが本当に幸せだと思う」と語った言葉に、仕事も家族もあきらめなかった人だからこそ
出る言葉なのかなと感じました。

　「今日のご飯はなんだろう」と思っている方は、温かいご飯を準備してくれる環境に感
謝していますか。働く女性が珍しくない今日、お互いに忙しいからこそ「ありがとう」と
いう言葉は円満な家族生活の潤滑油になるのかもしれません。

（コロコニスタッフ　中川）

仕事も家族もあきらめない！ワーク・ライフ・バランス

　家族そろっての食事に参加
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/11/18

　11月から、秋田大学男女共同参画推進室コロ
コニのスタッフとなりました村井です。先輩ス
タッフからたくさんのことを吸収しながら「男
女問わず働きやすい職場」の実現に向けて頑張
りたいと思います。

　さて、11月10日、「第３回コンシェルジュ・
デスク相談員研修会」が開催されました。今回
は秋田大学保健管理センター所長・苗村育郎先
生を講師にお招きして、「基本的な相談の受け方
（応用編）」というテーマでお話をしていただき
ました。
　当日は、撮影担当となり、メカ音痴な私はと
ても緊張して臨んだ初研修会でしたが、実際の
相談の例など、先生の実体験も交えながら、楽
しくお話ししてくださり、緊張もすぐに消えま
した（さすがはプロの話術！）。
　参加者からの「相談を受ける側のストレスケ
ア」についての質問に対して、先生は「一人で
問題を抱え込んで、ストレスを貯め込んでしま
うのは良くない。趣味などで切り替えることが
大切」と答えてくださいました。実際に日々、
多くの相談を受けてらっしゃる苗村先生も、休
日は趣味の釣りなどを楽しんでいらっしゃると
のことです。
　今回の研修会に参加して、「真摯に、相談に来られた方と向き合うには、先ず自らの心
身の健康を保つことが大切だ」と感じました。この初心を忘れずに日々の業務に取り組み
たいと思いました。　

（コロコニスタッフ　村井）

初・心（はじめまして・初心忘れず）

苗村育郎先生

会場の様子
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/11/25

　誰が考えても、男女共同参画を推進することは望ましいことである。しかしながら、男
女共同参画が進んでいるかといえば、あまり進んでいないように思われる。その原因につ
いてはいろいろ考えられるが、「男では子供を産めない」という当たり前のことも、大き
な原因の一つになっているように思う。
　現在、少子化は重要な問題になりつつある。そして、秋
田県ではその問題は特に顕著である。この難問を解決する
には、「女性に子供を産んでいただく」こと以外私には考え
られない。なにしろ、男では子供を産めないからである。
ただそのように考えると、女性のほうが「出産」という大
きな仕事がある分、負担増になる。この負担増という問題
を解決しない限り、男女共同参画は進まないし、少子化も
解決できないと思われる。
　このように考えると、そろそろ「出産」ということを一
種の業績のようにカウントし、評価することが必要な時代
に来ているように思う。先に書いたように、秋田県は少子
化という点では他の県よりも進んでいる。そのため、秋田大学が先頭になってこのような
制度を導入したら良いと思うのは私だけだろうか。
　このようなことを書いていて、長男が産まれたときのことを思い出した。私の長男が産
まれたとき、私はほとんど徹夜に近い状態で出産に立ち会ったが、そのあとで、睡眠不足
でふらふらしながら講義をした。後日「あのときは大変だったよ」と妻に話したら、「徹
夜明けで講義をするより、出産のほうが大変である」と言い返された。ごもっともなこと
である。                                                                                        （大学院工学資源学研究科　中村雅英）

男女共同参画について思うこと

＊今回のブログ記事は、流体工学・感性工学がご専門の大学院工学資源学研究科　中村雅
英教授にお願いしました。
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/12/06

　杜氏とはその酒蔵の最高責任者のこと。お酒
に愛情を注ぎ、様々な技術を管理し、組織を統
制する能力を兼ね備えたリーダー。私にとって
杜氏のイメージは…まさに職人気質の頑固おや
じ。（いい意味で）
　ところが、最近全国でそんな酒造りの世界に
飛び込み、杜氏として活躍する女性達が増えて
いるそうです。（秋田県内にも女性の杜氏がいる
そうです。）以前、女性花火師の話を少し載せま
したが、ここでも家族の協力のもと子育てをし
ながら杜氏として職人達と一緒に頑張っている
女性がいました。秋が終わり米運びなどの重労

働をはじめ、冬を本番に行われる酒造り。蔵の中とはいえ相当の寒さの中での作業だと思
われます。冷え性の私は想像しただけで寒くて耐えられそうにありません。さらに自宅に
帰れば食事の準備、子供の世話、掃除や洗濯などがあると思います。それでも家族の支え
の中で過酷な酒造りに挑む女性杜氏は、しなやかでたくましいイメージ！
　今後そんな彼女達の活躍が、古き良き伝統に新しい風を吹きこんでくれそうです。
　先日、秋田県内で新たな日本酒造りがスタートしたというニュースを見ました。秋田の
酒造りは11月頃から始まり12月から２月が最盛期。これからは、味を楽しむのもいいけれ
ど、私自身もう少し作り手側の勉強もしてみようと思いました。

（コロコニスタッフ　黒田）

杜　氏（とうじ）
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2010/12/14

「肝臓星細胞（ビタミンＡ貯蔵細胞）の研究」から

　肝臓にあるビタミンAを貯蔵する細胞の研究を継続して行なっています。研究の面から
はもちろん興味深い細胞ですが、この細胞の研究の歴史も興味に満ちたものです。
　この細胞は19世紀のドイツの解剖学者によってセレンディピィティー（思いがけない発
見）的に発見されました。発見当時は正しく認識されていました。ところが、この研究者
が権威ある、有名な学者になった時に、それまでの自説を改めました（本来正しかった解
釈を間違えて「改めて」しまったのです）。そのため、この大学者の説が（今となっては誤っ
た説）広く行き渡り、常識となりました。多数派になりました。ところが事実がどうして
も、その説に合わないところから、私の先生である和氣健二郎東京医科歯科大学名誉教授
が、もとの学説が正しいという説を提示しました。今日ではその新説（実はもともとの発
見者の正しい認識と一致しているのですが）が正しいと認められ、研究が正しい基盤の上
に国際的に進展しています。そのため、和氣健二郎先生は「この細胞研究の父である」と
言われています。和氣先生の説はもちろんスムースに認められたのではなくて、多くの当
時の「権威者」（しばしば既成概念に固まっています）の反対に遭いました。私は先生が
多数の「権威者」から批判されているピークの時に、先生に就いて研究を始めました。大
学院受験の許可をいただきに上がった時に、先生は「この細胞を研究すると、研究費は来
ないし、論文は受理されないし、学会では袋だたきに遭いますよ。それでも良いですか」
と質問されたことは、今でも耳に新しいです。先生は常々「いつも少数派にいなさい。そ
れが大事ですよ」とおっしゃってもいました（今もおっしゃっています）。　
　さて、男女共同参画は日本においては、その実現の状況は「少数派」でしょう。例えば
北欧ノルウェーでは、すでに1980年代後半には内閣の半分は首相をはじめ女性で占められ
（バラのほほえみ内閣）、今日では男女共同参画の実現をみています。日本においては、実
現（実行）が少数派だとしても、実現は（大学で言えば、人事は簡単には流動しない等）
まだまだ難しいとしても、一人でも多くの人が男女共同参画の社会がより豊かで、生きる
に値するものであるという認識を得ていけば、それは大きな一歩一歩で、いつの日か、実
際に男女共同参画が実現することでしょう。
　ところで、少数派の大切さは、民主主義を推進したJ. S.ミルやA. d. トクヴィルやE. 
M.フォスターたちが生涯をかけて、主張したことであります。少数派を大事にしない多数
派の行く末について、医師であり、評論家であった、加藤周一は「その末路は『玉砕』で
ある」と明確に述べています。

（大学院医学系研究科細胞生物学講座　妹尾春樹）

＊今回は、大学院医学系研究科の妹尾春樹教授から研究に関するエッセイをお寄せいただ
きました。
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/01/04

　医師不足や女性医師支援の記事が新聞によく掲載されます。どのくらい深刻な問題なの
でしょうか？
　日本の女性医師の割合は医師全体の17.3%（2006年）ですが、20歳代では35.8%をを占
めます。特に産婦人科医師の中では20歳代の７割以上、30歳台の５割以上が女性（2004年）
で、むしろ多数派となっています。この世代の医師はまだ開業することは珍しく、また厚
労省の医官や基礎医学の研究者はごく一部であるため、彼女らは殆どが勤務医として（一
部は大学院生として）病院のお産を担っていることになります。彼女ら自身が出産・子育
て世代でもあることや、現在50 ～ 60歳台の産婦人科医師（多くは男性）が、今後10年間
でしだいにお産の担当からはリタイヤしていくと思われることを考慮すると、10年後には
さらに産婦人科の医師が減少することは明らかでしょう。このような事情は小児科でも同
様ですし、また眼科・皮膚科・麻酔科では女性医師の割合がもっと高くなっています。外
科系の臨床科では、医師数が少ないこと自体が大きな問題です。さらに麻酔科医が不足す
れば手術件数に影響し、手術の待機が長びいたり、もちろん病院の収入と経営にも直結す
るのです。
　本学医学科の女子学生の割合は平成になってから急に増加し、入学者に対して40 ～
45％の状態が続いてきました。女性の入学者に定員制限を設けることはおそらく憲法違反
でしょうから、現在も将来も、女性医師なしで病院の医療を考えることはきわめて困難な
のです。したがって、子育て中でも医師としての勤務を継続できるように、また出産した
医師が病院勤務を辞めないように子育て支援をしなければ、医師不足は解消できないと考
えます。
　平成18年度に医療人GPの獲得によって立ち上げた「女性医師支援プロジェクト会議」
では、このような危機感をもって女性医師の労働環境の調査や子育て支援のための病児保
育所設立の準備などに取り組んできました。医学附属病院の病児保育所は本年４月１日に
発足し、教職員のご父母から喜ばれています。大学の他にも、最近由利組合病院で院内保
育所が発足し、さらに他の研修病院でも保育所の設立準備が進んでいると聞いています。
少しずつ子育て支援の重要性に理解が深まってきているようです。
　女性医師支援の活動を通して、女性医師の問題はけして女性医師に限定したものではな
く、背景には絶対的な医師不足や、男女を問わず医師の過酷な労働環境の問題が深く関
わっていることが理解できました。これらの解決には、子育て中の女性医師が声を上げる
ことがまず必要だと思います。最も厳しい状況にあるのが子育て中の女性医師であるの

女性医師支援の意義と展望

＊今回は、大学院医学系研究科形態解析学・器官構造学講座の阿部寛教授から
エッセイをお寄せいただきました。
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/01/04

で、その支援の問題が突破口ではないでしょうか。しかし、男性医師でも病気にかかるこ
ともあれば、また男女を問わず介護の問題がのしかかってくるかもしれません。配偶者や
お子さんの有無などの私的状況の相違にこだわらず、多くの医師のご理解が必要だと思い
ます。　
　では、子育ての支援によって女性医師が子育て中に臨床を継続できれば医師の男女共同
参画が達成されるのでしょうか？国は医師の養成のために医学生一人当たり５千万円以
上の税金を投入していると言われていますが、この金額は男女で異なるわけではありませ
ん。たとえば２年生の人体解剖学実習も５年～６年次の臨床実習も、男女どちらの学生も
同じスケジュールで実習しています。男性と同様に育成された若い女性医師が、子育ての
ために医師としての研修の本流から外れることを余儀なくされることは、さまざまな意味
でもったいないことではないでしょうか。すなわち子育て支援に加えて女性医師の能力の
育成という観点が必要だと思います。女子医学生や女性研修医の皆さんには、男性優位の
社会の中にあっても挫けずに自らの能力を磨き、医の道を拓く気概をもつよう激励したい
と思います。そして、各病院や大学の指導的な医師が男女を問わず輩出するようになった
とき、初めて医師の男女共同参画が達成されたことになるのだと思います。

（大学院医学系研究科形態解析学・器官構造学講座　阿部  寛）
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/01/28

グランマ・モーゼスが教えてくれたこと

　ルーブル美術館が初めてアメリカ
人の絵画を買い上げたのは誰の作品
かをご存じでしょうか。アメリカの
代表的な画家やアーティストといえ
ば、有名な画家でアンディ・ウォー
ホル？ジャクソン・ポロック？と様々
な人を思い浮かべるかもしれません
が、実はグランマ・モーゼスの絵画
です。
　アンナ・メアリ・ロバートソン・モー
ゼス（1860～1961）ことグランマ・
モーゼスは、70歳を過ぎてから初め
て筆をとり（！）、その後画家として
有名になったことで知られています。

彼女の描く絵画は特に凝った技法もないとても素朴な絵画で、農村の風景を描いたものが
多く、ノスタルジックな気持ちになります。
　子育てに一段落したら何かしよう、何か勉強したいなと思う方がいらっしゃるかもしれ
ません。私の友人も40歳を過ぎて、最近資格を取得するために勉強している話をしてくれ
ました。その時に「こんな年齢で資格をとって役に立つのかしら？」と少々諦めがちな言
葉が出たので、私はグランマ・モーゼスのことを話しました。「何かするのに遅すぎるこ
とはないんだよ」というメッセージが伝わってきませんか。
　皆さんも何か始めようと思ったときに迷ったらグランマ・モーゼスのことを思い出して
ください。そして彼女の絵を鑑賞する機会があったら、ぜひその作品にふれてください
ね。

（コロコニスタッフ　中川）

「モーゼスおばあさんの四季」
本屋さんで購入できます



33

コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

　

Date : 2011/02/14

雪とたわむれ、雪と闘う

　今冬の秋田県内は、「平成18年豪雪」
を超える積雪となり、除雪作業や雪
捨て場に苦労する半面、雪まつり行
事やソリ・スキー、雪遊びには申し
分のない状況となりました。
　我が家でも、除雪をしながら雪だ
るまやミニかまくらを作るなど、遊
び心を持ちながら除雪に汗を流しま
した。各家々でも大人も子供も一緒
になって除雪する姿を多く見かけま
した。
　また、高齢化社会の秋田では、高
校生が独り暮らしのお年寄りの家の
除雪をするなど、若者が活動する姿
も多く報道されました。雪国ならではの冬の光景なのでしょう。この作業も家族のきず
な、あるいは地域住民同士のきずなにつながっていることと思います。

　さて、男女共同参画が進んでいるノルウェーも豪雪なみの雪が毎日降るようです。当
然、雪かきは当たり前の日常作業のようです。面白いことに、ノルウェーの街中には、車
の駐車場のみならず、ソリの駐車（？！）スペースがあるとのこと。車よりソリの方が何か
と便利ということでしょうか。昔、秋田でも冬になると箱ゾリが活躍していました。今は
もう見かけることはありませんが、その土地ならではの自然や文化を残しつつ自然と上手
に付き合って過ごしていきたいものですね。

（コロコニスタッフ　菅原）

　　雪だるまを作る
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コンシェルジュ・ブログ

コロコニ

私たちスタッフの日常の活動を明るく楽しくお伝えする

コンシェルジュ・ブログ、ぜひご覧ください。

Date : 2011/02/25

　気持ちよく広がる青空を白鳥の群れが渡っていく美しい光景が見えた日に、春の訪れを
感じながら男女共同参画室の片隅に、お雛様を飾らせていただきました。広い大学の中で
すが、なかなか雛飾りを置くのにふさわしい場所が見つからず、ここに居場所をいただい
たというわけです。
　この雛人形は、秋田大学の附属幼稚園にあったも
ので、おそらくは昭和32年購入のもの。実は、幼
稚園では過去に行った小さな部屋のリフォームのあ
と、その部屋の押入れに収められていた茶箱を取り
出すことができなくなるという予想外の状況になっ
ていました。その「開かずの茶箱」が一昨年の園舎
改修工事のおかげで、20数年ぶりに出てきたので
す。中にあったのがこの古いお雛様。幼稚園ではその間も毎年、お雛様を飾っていますか
ら、これはいわば現役を引退した雛人形なのでした。この50年ほど前の雛人形は、なかな
か落ち着きのあるいいお顔です。今回は、一部のみをお披露目しただけで、段飾りにする
ことはできませんでしたが、大学の中にも少しは春を迎える華やいだ雰囲気ができたよう
です。どうぞ、みなさまも久々に春の光を浴びたお雛様をご覧ください。
　子どもがいる暮らしでは、季節の変化やそれに伴う行事などから、ちいさなよろこびを
いろいろ味わうことができます。それは大人にとっても生活の潤いとなります。大学は研
究や教育の場ですから、こういう生活の潤いや彩りは特に必要なことではないのかもしれ
ませんが、それを感じて暮らすこと、そういう感性を持ち続けることは忘れたくはないも
のです。もともと子どもをたいせつにする気持ちがこめられたお節句行事は、いっそうう
れしい気持ちにしてくれるものです。
　ところで、お雛様は左右どちら側にお内裏様を飾るでしょう。古来、向かって右側が上
位に当たるのでお内裏様とされていたとか。その後、西洋の習慣が導入された皇室の儀式
に倣って、向かって左が上位とされることから左にお内裏様を飾るとか。関東、関西でも
異なるといいます。このたびは、今の一般的な並べ方のとおり左にお内裏様を飾りました
が、実は飾りながら「ここは男女共同参画室だったわ…」と心の中でつぶやいていました。
どう並べるかということは、どちらが上位かを判断することでもあります。つまりは上位
である男性の場所を決めるということ。
　子どものころ、立派なお雛様のなかった我が家では、家中のいろいろな人形が総動員さ
れてお内裏様とともに並べられていました。遊び道具の抱き人形もフランス人形もどこか
のお土産のこけしもダッコちゃんも…（年代がわかりますね）。それぞれが違う姿で、そ
れぞれに居場所がある……そういう光景は、整然としてはいないものの、なぜか不思議と
まとまっていて、なかなかいいものです。いろいろな人が属性や慣習によって決定される
のではない、その人にとって心地のいい居場所がみつけられるようになれば……右でも左
でもお内裏様は穏やかに座ってくれるはずです。                  （教育文化学部　奥山順子）

おひなさま

＊今回のブログ記事は、教育文化学部　奥山順子准教授から桃の節句にふさわしいエッセ
イをいただきました。
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男女共同参画推進室男女共同参画推進室「コロコニ」「コロコニ」のの
ホームページをご覧くださいホームページをご覧ください

　ふきのとうを上から見た図に表情をつけたマーク
です。表情の目にあたる部分は、右は赤色で女性
を、左は青色で男性を表現しています。口は男性、
女性を結び、地位の平等・同等を意味しています。
また、笑顔の表情であることは、男女平等によって
生まれるものという願いを表現しています。

シンボルマークのコンセプト

秋田大学サイト内検索、または大手検索サイトでも探せます

検索結果から「秋田大学男女共同参画推進室コロコニ」をクリック！

　秋田県の花をご存じですか？秋田県の花は「ふきのとう」です。アイヌ語で「コロコニ」は「ふきのとう」を指します。
私たちは雪の中から春を知らせる「ふきのとう」にちなんで、男女共同参画推進室の愛称を「コロコニ」と名付けました。
　ちなみに秋田大学の学章も３枚の秋田蕗の葉に大学の文字を配したものとなっています。

検索で「コロコニ」と文字入力

コロコニ 検索

名称の由来は…「 ～コロコニ～」

検索
方法

イベント情報や育児・介護に関する情報、これまでの取組みや活動についてご覧になれます。

ページ左下
「秋田大学男女共同
参画推進の取組み」
のバナー

2

秋田大学
ホームページ

1

ブログも随時更新中です。
　ぜひご覧ください！

URL ➡ http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

ページ左下
「コロコニ」バナー

3

Google検索

秋田大学ホームページから探すには？




