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はじめに

　秋田大学での男女共同参画に係わる取り組みは、平成17年2月の「男女共同参画推進委員会」「男女共同参画推

進専門委員会」の設置以来、着実に成果をあげてきた。平成19年度には「秋田大学男女共同参画推進のためのアクショ

ンプラン」を策定。秋田大学の運営理念「吉村プラン」には男女共同参画推進が明記される。その事業の一環として

平成21年5月、男女共同参画推進室を開設。平成21年度科学技術振興調整費・女性研究者支援モデル育成プログラ

ムに採択され、さらなる発展のきっかけとなっている。

　「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」は、秋田大学女性研究者の研究環境の整備と、本学を拠点とする県内大

学間連携による女性研究者支援の地域社会への還流を目的とするものである。その内容は、

　①　支援相談窓口を設置、コーディネーターを配置し、育児・介護等について柔軟な支援を行う

　②　秋田県内の大学と連携し、地域の女性研究者支援のための調査を実施し、代替要員制度を確立する

　 ③ 　女子大学院生に対する支援と、特に理工系女子育成のためのロールモデル事業を行い、女性研究者の裾野の

拡大を図る　

　④　講演会・シンポジウム・セミナー等を実施し、意識啓発を図る

の4項目から成る。

　今年度は、育児・介護休業法の改正にともなう関係規定の改正に合わせて、一目でわかる表もあれば、より便利で

はないかと考え、コロコニガイドブックを作成し、全教職員に配付し、支援相談体制の充実を図った。また、県内大学と

定期的に連絡会議を行い、連携体制を強化するとともに、合同シンポジウムを開催し、問題認識の共有を図った。

　国際シンポジウムや講演会も複数回行ったが、その成果を本学教職員および連携大学に周知するために、報告書を

速やかに刊行した。また、ニュースレターの定期的発行やホームページの充実など、意識啓発のために工夫を凝らした。

　次世代育成事業は、小中学生から大学生・大学院生まで、それぞれを対象に実施した。とりわけ小中学生対象のイ

ベントでは保護者の意識啓発もあわせて図るよう工夫した。いわゆる理系女子を増やすためには社会意識の変革が不

可欠であると考えた故の策であるが、好評であったことを記しておきたい。

　本プロジェクトにより、女性研究者はもとより、秋田大学および秋田県内高等教育機関に勤務する研究者が、男女を

問わず、自ら選択したワークライフバランスの下で研究に専念できる仕組みを構築すべく、邁進してゆきたいと考える。

秋田大学男女共同参画推進専門委員会

委　員　長　　渡　部　育　子
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「大学間連携と女性研究者支援ｉｎ秋田」

（１）計画構想・概要

機関の現状
（１）女性研究者の人数及び今後の見通し
　大学院生を含む女性研究者数234名（うち女性教員85名、平成20年12月1日現在）、全研究者に占める女性研究
者の割合は20.6%（女性教員比率15.1%）である。今後、機関全体での女性研究者数・女性教員数・女子学生数
と割合の増加が見込まれる。特に、自然科学系の女性研究者・女子学生比率の上昇が見込まれる。
（２）女性研究者支援に関する現在の取組状況
　平成20年3月に「男女共同参画推進のためのアクションプラン」を策定し、育児・介護休業期間の延長を行い、また、
教員の代替要員制度の準備（工学資源学部）、職場環境と設備の改善、次世代理工系女性研究員育成の事業など
を行っている。さらに、平成21年4月より「男女共同参画推進室」を設置する予定になっている。…

計画構想
（１）女性研究者のための具体的な取組
　①支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）とコーディネーターの設置、②地域の女性研究者支援のための調査・
企画と代替要員制度、③次世代女性研究者育成支援、④意識啓発のための講演会・シンポジウム・フォーラム・
FDの企画・実施、を行い、県内の大学・行政・教育機関などとの連携により、女性研究者を支援する。

（２）期待される効果
　この取り組みにより、多様な勤務形態における研究活動が可能となり、女性研究者数と比率の増加、育児・介護
休業の取得しやすい職場環境、ワークライフバランスの改善、次世代女性研究者育成、秋田大学のみならず秋田県
の高等教育機関での女性研究者支援体制の進展が効果として期待される。さらに、この取り組みにより、研究教育機
関としての持続可能性も高まり、地方の中規模および小規模大学の女性研究者支援のモデルとなることが期待され
る。

達成目標（ミッションステートメント）
　（１）専門スタッフによる支援相談窓口の設置
　（２）県内大学間女性研究者支援システムと代替要員制度の計画と構築
　（３）休業を取得しにくい雰囲気・環境という教職員アンケートの結果の改善
　（４）休業制度や大学の取り組みの教職員への周知化
　（５）女性研究者数・比率の増加
　・3年後に女性教員比率18%を目標。3年間の女性教員採用比率35％を目標。
　・5年後に女性教員比率20%を目標。
　・3年後に女性研究者比率25%を目標。
　・自然科学系女子大学院生比率30%目標。
　・自然科学系分野、特に工学資源学部における女子学生比率の増加。
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（2）実施体制・実施内容

 
 

学 長 理 事 

院 生 教職員 

支 援 相 談 窓 口 

相 談 支 援 

保育所・介護施設・病院など 

学内体制 

地 域 社 会 

女性研究者支援プロジェクト運営委員会 

男女共同参画推進室 （H21設置） 

県 内 行 政 機 関 
秋田県男女共同参画課 連   携 

育
児
・
介
護
施
設
等
の
情
報 

学長補佐 

人事課 

各部局・附属病院・附属学校園 

（大学コンソーシアムあきた
H17.3設置） 

県内高等教育機関 

（２）実施体制・実施内容 

（a）個々の生活や仕事の実態にあわせた 

支援

（b）現行制度の十分な活用と柔軟な運用

（c）休業制度を利用しやすい職場づくり

（d）代替要員の確保

（e）次世代の女性研究者の育成 

 （研究者の裾野拡大と研究職への理解）

課題（学内意識調査等より）

・学内での意識啓発（FD、シンポジウムなど） 

・学外者も対象にした講演会やフォーラム 
・公開講座など

 

・女子大学院生の研究活動への支援 
・将来の女性研究者養成と結びつく 
地域の小中高等学校での社会貢献活動

・女性研究者支援のための実態とニー
ズの調査 
・代替要員制度の準備とプロジェクト後
の県内女性研究者支援計画の作成

・研究・勤務関連相談、育児・介護の相談 

・各委員会、部局とのコーディネート 

・育児・介護施設の情報の収集とコーディ
ネート 

地域の女性研究者支援のための 

調査・企画と代替要員制度 

 
次世代女性研究者育成支援

 
講演会・シンポジウム・ 

フォーラム・FDの企画・実施

県内の大学、行政、教育機関
との連携

支援体制の実態と問題の継続的調査と 

そのときどきの状況に応じた修正・改革のための組織 

（自己改編・調整機能を内包した柔軟な制度の形成）

2

3 4

5

支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）

の設置、コーディネータの配置

1
地域連携支援

(a)(b) 

(d)(e) 
(c) 

(d)(e) 

  

課題解決のための方策 
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（３）ミッションステートメント
　

計画構想の概要
　本プロジェクトは、秋田大学女性研究者の研究環境の整備と、本学を拠点とする県内大学間連携による女性研究
者支援の地域社会への還流を目的とするものである。第1に、支援相談窓口を設置、コーディネーターを配置し、育児・
介護等について柔軟な支援を行う。第2に、秋田県内の大学と連携し、地域の女性研究者支援のための調査を実施
し、代替要員制度を確立する。第3に、女子大学院生に対する支援と、特に理工系女子育成のためのロールモデル
事業を行い、女性研究者の裾野の拡大を図る。第4に、FD・シンポジウム等を実施し、意識啓発を図る。本プロジェ
クト実施期間終了後は、男女共同参画推進室が中心となって事業を継続・発展させる。

現行組織の問題点
・ 休業中の代替要員となりうる同じ分野の研究者、ポスドクが著しく不足。
・ …介護休業、育児休業の制度はあるが、平成20年12月のアンケートで育児休業について女性教員の34%、介護休

業については43.6%が休業を取得しにくい雰囲気と回答している。
・ …秋田大学では平成20年に「男女共同参画推進のためのアクションプラン」を策定し、全教職員にリーフレットが配布

されているが、平成20年12月のアンケートで、6割の教職員が「聞いたことがない」と回答し、「聞いたことがある」人
でも約5割が内容はわからないと回答している。また休業制度、特に部分休業の理解度が低い。特に研究職にお
ける「男女共同参画」や「女性研究者支援」の意義が十分に認識されていない。大学は実力主義で条件が平等に
なっており問題がないと考える人がかなりいると考えられる。

具体的支援方法
　県内に高等教育機関の少ないという条件のなかで、地域の連携拠点として女性研者を支援・育成する。
　①…支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）とコーディネーターの設置
　②…地域の女性研究者支援のための調査・企画と代替要員制度の形成
　③…次世代女性研究者育成支援
　④…意識啓発のための講演会・シンポジウム・フォーラム・FDの企画・実施
　⑤…秋田県内の女性研究者支援の拠点としての役割と大学間・地域連携支援

実施期間終了時における具体的な目標
・ 3年後の女性教員比率18%、3年間の女性教員採用比率35％を目標とする。
・ 5年後に女性教員比率20%を目標。
・ 3年後に女性研究者比率25%を目標。
・自然科学系女子大学院生比率30%目標。
・自然科学系分野、特に工学資源学部における女子学生比率の増加。
・「休業を取得しやすい雰囲気」と回答する率の改善。
・「男女共同参画推進のためのアクションプラン」と休業制度の周知徹底。
・ 県内大学間女性研究者支援システムの構築。
・ 専門スタッフによる支援相談窓口の設置。

実施期間終了後の取組
　実施期間中に「プロジェクト後の計画と組織の運営体制」を、予算や地域連携方法を含め検討し、プロジェクト終了
後も継続的かつ発展的に女性研究者支援を行っていく制度および組織を形成する。この制度と組織に、そのときどき
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の状況やニーズを把握する継続的調査の組織、その結果をふまえた制度・組織改善の経路、また個々の要求に可
能なかぎり柔軟に対処できるシステムを組み込むことで、女性研究者支援制度の硬直化を防ぐ制度・組織づくりを行
う。
　このことを通して、本プロジェクト実施期間終了後は「男女共同参画推進室」を中心に、地域との連携のなかで、女
性研究者の数や比率という「量」的な側面だけでなく、生活、研究、仕事の「質」的な面を充実させ、さらに次世代の
女性研究者を育成し支援する事業を継続的に行っていく。

期待される波及効果
　本プロジェクトは、秋田大学の女性研究者支援のためにも、秋田県全体の女性研究者支援・育成体制の構築を
目指すものであり、県内の大学の女性研究者支援のモデルおよび現実的支援、さらに同様の事情をかかえた地方の
中規模および小規模大学の女性研究者支援のモデルになる。
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（４）事業計画書

Ⅰ．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
… 　大学間連携と女性研究者支援in秋田

	 ２．機関名
… 　国立大学法人秋田大学

	 ３．補助事業の目的
… （１）大学間連携と女性研究者支援in秋田
… 　…　秋田大学の女性研究者の研究環境整備とともに、本学を拠点とした県内大学間の連携によって、秋田県

全体の女性研究者支援・育成体制を充実させることが本事業の目的である。本事業により、同様の事情を
かかえた地方の中規模および小規模大学の女性研究者支援のための大学間・地域連携モデルを構築する。

	 ４．本年度の事業の項目及び内容
… （１）大学間連携と女性研究者支援in秋田
… 　…　本年度、「女性研究者支援プロジェクト管理委員会」及び「女性研究者支援プロジェクト運営員会」におい

て、全体での調整を行いつつ、以下の各事業について実施する。

… 　…①支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）の充実
… 　…　…　ホームページの充実、相談窓口のPRおよび利用の促進により、相談窓口の周知を図り、周知の効果に

ついて情報収集する。病児保育などの発展について情報収集を行い、具体的な取組について検討する。
支援相談窓口を充実し、育児・介護情報の閲覧コーナーを相談室内に設置し、迅速な情報提供を行う。
またカウンセリングのための情報収集や勉強会等を行い、相談員の技能アップ・相談体制の向上を図る。
学内経費で相談専用電話やプライバシーが確保されたスペースを設置する。

… 　②地域の女性研究者のための調査・企画と代替要員制度のための連携構築
… 　…　…　代替要員ネットワーク構築に向け県内の大学を対象とした調査および協力体制の整備を行い、大学間代

替要員ネットワーク構築のための環境を整える。多様な支援方法を展開するため、平成21年度に実施した
ニーズ調査によって学内の代替要員の必要性を検討し、情報収集、環境整備および代替要員の人材デー
タベースを作成し、人材バンクを試行する等、女性研究者の具体的な支援方法について検討する。

… 　③次世代女性研究者育成支援の充実
… 　…　…　次世代女性研究者育成支援のためのイベント等を充実させる。できるかぎり多くの女子中高生の多様な

ニーズに応えるよう、複数のイベントテーマを用意する。
… 　…　…　県内の次世代女性研究者の裾野を拡大するために、秋田県内の高等教育機関と連携し、イベントや出

前授業等を行う。
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… 　④講演会・シンポジウム・FD等の企画・実施
… 　…　…　職員を対象としたカウンセリング研修などを実施し、実施の成果を社会に還元する。男女共同参画推進

のためのフォーラムや国際的視野を入れたシンポジウムなどを開催し、県内の大学および関係諸機関との
連携を図り、問題点を検討する。

… 　⑤秋田県内の大学・行政との連携体制の整備・構築
… 　…　…　秋田県内の大学・行政との協力体制の整備・構築に向けて県内関連諸機関や県内の大学や高等教

育機関と協力し、女性研究者支援のための地域連携の方法を検討する。

	 ５．補助事業期間
… 　・補助事業の着手（予定）日　　　　平成２２年４月 １日
… 　・補助事業の完了（予定）日　　　　平成２３年３月３１日

Ⅱ．補助事業の実施体制

事  業  項  目 実  施  場  所 担当責任者

（１）大学間連携と女性研究者支援in秋田 秋田県秋田市手形学園町1-1
国立大学法人秋田大学

教育文化学部
教授　渡部…育子

①…支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）の充実 同上 同上

②…地域の女性研究者のための調査・企画と
…代替要員制度のための連携構築 同上 同上

③…次世代女性研究者育成支援の充実 同上 同上

④…講演会・シンポジウム・FD等の企画・実施 同上 同上

⑤…秋田県内の大学・行政との連携体制の整備・構築 同上 同上
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（5）「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」ポスター

  

・学内での意識啓発（FD・シンポジウムなど） 
・学外者も対象にした講演会やフォーラムなど 

 
・女子大学院生の研究活動への支援 
・将来の女性研究者養成と結びつく 
 地域の小中高等学校での社会貢献活動

・女性研究者支援のための実態とニーズの調査 
・代替要員制度の準備とプロジェクト後の県内女 
 性研究者支援計画の作成

・研究・勤務関連相談、育児・介護の相談 
・各委員会、部局とのコーディネート 
・育児・介護施設の情報の収集とコーディネート 

支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）の 
設置、コーディネーターの設置 

講演会・シンポジウム・ 
フォーラム・FDの企画・実施 

県内の大学、行政、高等教育機関との連携 

本プロジェクトは、同じ専門の教員が少ない・ いない領域が多く他県からの交通も不便という
事情をかかえた中規模および小規模大学の女性研究者支援のモデルになる。

女性研究者数と比率の増加
     15％→18％

育児・介護休業の取得
しやすい職場環境

ワークライフバランス
の改善

次世代女性研究者育成

【プロジェクトの概要】
本プロジェクトは、秋田大学女性研究者の研究環境の整備と、本学を拠点とする県内大学
間連携による女性研究者支援の地域社会への還流を目的とするものである。
支援相談窓口を設置、コーディネーターを配置し、育児・介護等について柔軟な支援を行う。
秋田県内の大学と連携し、地域の女性研究者支援のための調査を実施し、代替要員制度
 を確立する。
女子大学院生に対する支援と、特に理工系女子育成のためのロールモデル事業を行い
   女性研究者の裾野の拡大を図る。
FD・シンポジウム等を実施し、意識啓発を図る。 

【女性研究者支援に関する主な取組状況】 
平成17年度

秋田大学「男女共同参画推進に関わる提言」承認・公表（H17.12.14）
「同一大学出身者の割合、外国人、女性及び障害者の積極的登用に関する指針」策定   
                                                                                                                 （H17.12.14）
平成18年度
「秋田大学教職員の男女共同参画推進に関する意識調査」実施（H18.4.10）
平成19年度
「秋田大学男女共同参画推進のためのアクションプラン」策定（H20.3.11）
  ①女性教員比率向上のためのポジティブアクション                                        
  ②教職員のワークライフバランスを改善するための環境・支援制度の整備
平成20年度                                                                                                                                                                                         
「秋田大学教職員の男女共同参画推進に関する意識調査」実施（H20.12.19 ）
平成21年度
「男女共同参画推進室」を設置（H21.5.14）  

【 実 施 内 容 】

【お問い合わせ先】 
秋田大学 男女共同参画推進室
〒010-8502  秋田県秋田市手形学園町１番１号

TEL:018-889-2260 
FAX:018-889-3186 
E-mail :sankaku@jimu.akita-u.ac.jp   
http://www.akita-u.ac.jp/coloconi

【期待できる効果】

支援体制の実態と問題の継続的調査とそのときどきの状況に応じた修正・改革のための組織

地域女性の研究者支援のための 
調査・企画と代替要員制度の構築 

次世代女性研究者育成支援 

地域連携支援

◆男女共同参画推進のためのアクションプラン 
◆男女共同参画推進に係る提言 
◆女性等の積極的登用に関する指針 
◆育児・介護休業、短時間勤務等の制度 
◆男女共同参画の取組に係るこれまでの動き 





２．男女共同参画推進室　活動報告
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（1）支援相談窓口（コンシェルジュ・デスク）の設置と柔軟な支援　

	１）　病児・病後児保育室「ことりのおへや」

 病児・病後児保育室 
「ことりのおへや」について 

 病児・病後児保育室「ことりのおへや」は、秋田大学の教職員（フルタイム職員・パートタイム職員を含む）
のお子さんが病気で登園（所）・登校できない時にご利用ください。 
 保護者が仕事の都合で自宅での病児・病後児保育が困難な場合に、看護師と保育士が家庭に準じた環
境で看護・保育します。更には、隣接する秋田大学医学部附属病院との連携により安心な環境を整えてい
ます。 
 なお、病児・病後児保育室「ことりのおへや」の保育は、千秋保育園に委託しています。 

利 用 対 象 者 
１．秋田大学の教職員（フルタイム職員・パートタイム職員を含む）が保護者である児童 
２．生後８週間から小学校３年生までの児童 
３．病児・病後児であり、「かかりつけ医連絡票」により集団保育が可能と診断されている児童 
 ※なお、条件を満たしていても受け入れ出来ない場合があります。 

利 用 時 間 帯 と 定 員 

保育日
  月曜日～金曜日 
  （土日祝日、年末年始の休日を除く） 

保育時間

  8:00～18:00
  ※長時間保育は、体調のすぐれない児童に 
  とって負担となるので、時間までにお迎えを 
     お願いします。 

定員   2名 

２時間未満 1,000円 

２時間以上 2,000円 

保 育 料 金 

 利用日当日お迎えの際、お支払い願います。 
 昼食（乳児・幼児・児童食）の申し込みは予約時
にお願いします。なお、昼食の予約は、当日の午
前１０時まではお受けできますが、それ以降につい
ては昼食をご持参願います。 
 また、アレルギー等がある場合も昼食はご持参
願います。 
 
※昼食費、おやつ代は含みますが、ミルクはご持
参願います。 
※千秋保育園に入園している園児は半額になりま
す。 

病児・病後児保育室をご利用され
る場合は、事前に登録が必要で
す。 
「児童登録票」に記入し、医学系
研究科・医学部総務課（職員担
当）宛てに送付願います。  
この登録票の提出は1回限りで年

度ごとに更新していきますので、
内容に変更があった場合はご連
絡願います。  

利 用 方 法 
担 当 職 員 

看護師 2名 

保育士 2名 

そ の 他 

お問い合わせ先（事前登録） 
秋田大学医学系研究科・医学部総務課（職員担当） 
電話 018-884-6011  
 
予約申込 
千秋保育園内「ことりのおへや」 
電話 018-834-1111（代） 
※代表電話ですので千秋保育園（内線2311）とお伝
えください。 
 
病児・病後児保育室「ことりのおへや」ホームページ 
http://www.hos.akita-u.ac.jp/hoiku/index.html 
  

外観

お部屋
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	2）　コンシェルジュ・デスク研修会

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

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年6月29日(火)…13:30 ～ 14:30

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（研修会）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（秋田大学教職員　）

来 場 者 人数：７名、（内訳　教職員：７名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（ポータルサイト、ポスター掲示、チラシ配付）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画担当学長補佐　渡部　育子
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　
　～困ったこと、迷ったことありませんか？！～　個人情報と守秘義務

内 　 　 容 相談支援窓口における個人情報の取り扱いと守秘義務について、スタッフの対応を統一する
ことを目的として実施
１．講義「～困ったこと、迷ったことありませんか？！～　個人情報と守秘義務」
　　　　講師：秋田大学人事課　中井正宏総括主査
２．質疑応答

効 　 　 果 　普段の業務においても個人情報を取り扱うことが多いが、どのように対応したらよいか迷う
ケースなど、今後の対応について学ぶことができた。また、守秘義務や漏えい対策について
も具体例を示すことで普段の業務における手順などを確認することができ非常に有効な研修
であった。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 使用した資料を再構成して、全教職員に配付予定
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【講師】 秋田大学人事課総括主査 中井 正宏

【日時】６/２９（火）

13：30～14：30

【場所】本部管理棟第三会議室

【対象】秋田大学教職員

平成21年度文部科学省科学技術振興調整費
「女性研究者支援モデル育成」事業

秋田大学「大学間連携と女性研究者in秋田」

第二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

【問い合わせ】
秋田大学男女共同参画推進室コロコニ
Tel:018-889-2260
E-mail: sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

「個人情報と守秘義務」
～困ったこと，迷ったこと

ありませんか？～
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他機関や企業か
らの電話やメールで、

個人情報（またはそれが記載
されている文書）について問い
合わせがあったのですが…

電話やメールで、
個人情報（またはそれ

が記載されている文書）につ
いて、他機関に問い合わせをし
たいのですが…

Ａ２：はい。

Ｑ２：職務上知り
得た情報は、退職後も言って
はいけないの？

Ａ１：文書によって
異なります。詳しくは「国立大学
法人秋田大学法人文書管理規程」

を参照してください。

Ｑ１：個人情報を
含む文書はどれくらい保存
すればいいの？
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ご相談方法
から 

相談専用 から 
ホームページから 
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第３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

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年11月10日(水)…10:00 ～ 11:30

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（研修会）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（秋田大学教職員　）

来 場 者 人数：８名、（内訳　教職員：８名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP,…メール発信，
その他（ポータルサイト、ポスター掲示、チラシ配付）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画担当学長補佐　渡部　育子
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　
　「基本的な相談の受け方（応用編）」

内 　 　 容 相談支援窓口における相談業務のスタッフの対応を統一することを目的として実施
1．…秋田大学保健管理センター所長　苗村育郎教授
　　　「基本的な相談の受け方（応用編）」講義
２．質疑応答

効 　 　 果 　相談の方法による相談者の意識と受ける側の対応の仕方や、気をつけなければならないこ
と、ストレスケアなどについて学ぶことができた。今後の相談業務においてき非常に有効な研
修であった。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 研修内容を抜粋して冊子を作成し、全教職員に配付予定
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平成21年度採択 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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

日時

場所

対象

平成22年11月10日（水）

10時～11時

本部管理棟３階 第３会議室

秋田大学教職員

【お問い合せ】
秋田大学男女共同参画推進室coloconi
ＴＥＬ：０１８ー８８９ー２２６０

Ｅ－ｍａｉｌ：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

coloconi

講師：保健管理センター所長 苗村 育郎教授
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http://www.akita-u.ac.jp/hkc/
ご相談方法

から 
相談専用 から 
ホームページから 
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	3）　コロコニガイドブックの発行

　

平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

秋田大学
男女共同参画推進室

秋田大学 男女共同参画推進室

　このガイドブックに掲載の情報は平成22年7月1日現在のもので、規則・規程の一例を
表したものです。制度の利用・取得に際しては、該当の規則・規程をご覧いただき、また所属
する総務担当者にご相談ください。

目　次

●採用から退職までに取得可能な休暇等の例…………………………2

●あなたが利用できる制度の一例………………………………………4

●妊娠・出産期に利用できる制度 ………………………………………6

●育児期に利用できる制度………………………………………………8

●介護が必要な時に利用できる制度………………………………… 10

●利用できる手当（出産・育児関係） ………………………………… 12

●利用できる手当（介護関係）………………………………………… 15

●育児・介護情報Q&A  ……………………………………………… 16

●「千秋保育園」について……………………………………………… 18

●病児・病後児保育室「ことりのおへや」について  ………………… 19

●次世代育成支援対策推進法に基づく
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　育児・介護休業法の改正にともない、本学でも関係規程の改正が行わ

れました。制度は学内ポータルサイトに載っていますが、男女共同参画

推進室では、今回改正の規程も含め、一目でわかる表もあれば、より便利

ではないかと考えました。

　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？」、「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出ない」……。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、さまざ

まな休暇も、ちょっと工夫して取ってみてはいかがでしょうか。

　自らが選択するワークライフバランスのもとで仕事に従事することは、

充実した人生を送る上で不可欠のことと思います。男女共同参画推進室

では、今、利用できる制度を、すべての教職員のみなさまが有効に活用で

きますように、と、祈りをこめて、このガイドブックを作成いたしました。

手にとっていただければ嬉しく存じます。（2010年７月）

男女共同参画推進室長　渡 部 育 子

このガイドブックについて

　

平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

秋田大学
男女共同参画推進室

秋田大学 男女共同参画推進室
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● 18 ●

　職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全
ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

1．計画期間
平成22年4月1日から平成24年3月31日までの2年間とする。

2．内　　容
⑴子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備

目標1 育児支援に関する学内制度の周知用資料を作成し全教職員に配布する。

〈対策〉
○育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の制度については、ホームページにより当該制度の内容

等について掲載しているが、さらに、わかりやすくまとめたパンフレット等を作成し、育児休業の
取得手続き等について周知を図る。
・平成22年7月 育児休業前後のスケジュールや育児に関する制度・支援内容等をまとめたパン

フレットを作成し、全教職員に配布する。
・平成23年4月～ 学内制度の周知方法について検討を継続する。

目標2 計画期間内に男性職員の育児休業の取得者を1人以上とする。

〈対策〉
○男性の育児休業について、職場における理解が得られるように、パンフレット等を作成し周知を図る。

・平成22年7月 男性育児休業取得への関心と理解を促すため、パンフレットを作成し、全教職員
に配布する。

・平成22年7月 男性育児休業取得への関心と理解を促すため、ポスターを作成し、学内に掲示
する。

・平成23年4月～ 育児休業の取得促進の方策について検討を継続する。

目標3 子供の出生時における父親の休暇の取得を促進するためにホームページに掲載し周知する。

〈対策〉
○子供の出生時に父親が取得できる特別休暇や子供の看護のために取得できる特別休暇等につい

て、ホームページ等で周知を図る。
・平成22年7月 大学のホームページに掲載し、周知を図る。
・平成23年4月～ 育児等に関する特別休暇の取得促進の方策について検討を継続する。

⑵働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

目標4 時間外労働を平成21年度実績に対して5％縮減する。

〈対策〉
○「時間外勤務縮減のための行動指針」の周知徹底をホームページ等で図り、時間外労働の縮減に

努める。
・平成22年4月～ 「勤務時間の適正な把握のためのワーキンググループ」において、管理職が講ず

べき措置の具体的方策を検討する。
・平成22年7月 大学のホームページに「時間外勤務縮減のための行動指針」掲載し、周知する。

目標5 年次有給休暇の取得率を平成21年実績に対して5％向上させる。

〈対策〉
○ゴールデンウィーク、夏季、年末年始などにおける連続休暇及び子供の学校行事への参加日や家

族の記念日など職員のニーズにあった休暇の取得を促進する。
・平成22年4月～ 事務改善合理化委員会において、職員が年次有給休暇を取得しやすくなるよう

な具体的方策を検討する。
・平成22年7月 計画的な年次有給休暇の取得を促進するため、ポスターを作成し、学内に掲示

する。

次世代育成支援対策推進法に基づく
国立大学法人秋田大学一般事業主行動計画（第2期）

● 20 ●

■シンボルマークのコンセプト
　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。

秋 田 大 学
男女共同参画推進室コロコニ
コンシェルジュ・デスク

ご相談方法

●TELから　018-889-3183
●相談専用E-mailから　coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
●ホームページから　http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

■秋田大学男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスクとは
　コンシェルジュ・デスクは、本学の教職員がワークライフバランスを保ちながら働くことができるように支援す
る相談窓口です。育児や介護についての情報提供を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

●お問い合わせ先

人 事 課 人 事 担 当 2215

人事課・共済組合担当 2812、2238

教育文化学部・総務担当 2509

医学系研究科・医学部

総 務 課 職 員 担 当 6011

企画管理課経理担当 6018

工学資源学研究科・総務担当 2305

千 秋 保 育 園 018-834-1111（内2311）

ことりのおへや（予約） 018-834-1111㈹

＝ 編 集 ＝

● 21 ●
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秋田大学男女共同参画推進室

平成21年度文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

発行者：国立大学法人秋田大学男女共同参画推進室
　　　　〒010-8502　秋田市手形学園町１－１
　　　　電話：018－889－2260
　　　　http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

（切り取って、カードとしても使用できます）

coloconi

Newsletter＊＊知ってますか？子の「看護休暇」＊＊

＊＊こんな休暇制度もあります！「育児参加休暇」＊＊

あなたもイクメン目指してみませんか！？

詳しくは、各部局総務担当（医学系研究科・医学部・附属病院は総務課人事担当）又は人事課人事担当にご照会ください。

コンシェルジュ・デスクのご案内コンシェルジュ・デスクのご案内
　男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク

は育児休業制度や介護休業制度を利用したい人

のための相談窓口です。相談の際には個室を完

備しておりますので、安心してご利用ください。

　また、閲覧コーナーには男女共同参画に関わ

る書籍や資料を用意しております。順次内容を

充実させて参りますので、お気軽にご利用くだ

さい。皆さまのお越しをお待ちしております。

（詳細な地図や個室の様子は裏面をご覧下さい。）

室長からのメッセージ
室長　渡部　育子

　平成21年５月14日、男女共同参画推進室が開設しました。８月以降、内閣府
・男女共同参画推進連携会議と共催のシンポジウム、平成21年度科学技術振
興調整費・女性研究者支援モデル育成プログラムに採択された「大学間連携
と女性研究者支援 in 秋田」による講演会や次世代育成イベント、相談員研修
会など、多くの事業を実施してまいりました。
　平成22年度は、すべての教職員が、男女を問わず、自らが選択するワークライフバランスの下で職
業活動を実現できるように、多様な勤務形態を視野に入れた支援、育児・介護休業の取得しやすい職
場環境の構築など、課題解決のために真摯に取り組み、秋田大学の男女共同参画推進のために精一
杯努力してまいりたいと存じます。これまでご協力くださいました教職員の皆様にお礼申し上げますと
ともに、更なる発展のために、今後ともご支援くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

2010.5
vol.1
創刊号

コロコニ知恵袋

特任准教授／コーディネーター　川畑　智子
　News letter 第１号ができました。昨年５月14日に男女共同参画推進室が設置
されて、早１年となります。これまでの様々なイベントでは参加者が予想以上に多
く、おおむね好評でした。
　今後は、支援相談窓口を充実させてまいりますので、今年度もよろしくお願いいたします。

　小学校就学前の子を養育する職員は、申し出
ることにより１年に10日間の範囲内で、病気・
けがをした子の看病のために、休暇を取得する
ことができます。（時間単位の取得も可）

　妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達
するまでの子を養育する場合、１年（妻の産前・
産後休暇期間中に限る）に14日の範囲内の期間
で休暇を取得することができます。

　「イケメン」のもじりですが、こちらは育児
休業を取得して子育てに専念している男性。
「育児を楽しめる格好いい男」を意味する造語
です。配偶者が子どもを産んだ後、育児も妻に
まかせきりにするのではなく、積極的に育児に
取り組んでいく男性が増えています。

編 集 後 記

ご存じですか？

（４）
（１）秋田大学男女共同参画推進室

coloconi Newsletter
2010.5
vol.1
創刊号

ご相談方法
お気軽にご相談ください

coloconi
（コロコニ）

電話（ＦＡＸ）から
０１８－８８９－３１８３
相談専用E-mail
coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページから
http://www.akita-u.ac.jp/coloconi

コンシェルジュ・デスクのご案内

秋田大学　男女共同参画推進室

川畑 智子

黒田 里美  朝倉 綾加　　　　　

菅原 妙子  川村 瑠理  中川 徳子

コーディネーター

運営スタッフ紹介
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男女共同参画推進室が
引っ越しました！

平成21年度の主な取り組み

　秋田大学男女共同参画推進室では平成21年度に作成した資料を無料で配布しております。
ご希望の方は男女共同参画推進室までお気軽にご連絡ください。

５月14日 男女共同参画推進室設置

10月17日 内閣府・男女共同参画推進連携会議・
 秋田大学男女共同参画シンポジウム開催

12月23日 中高生向けセミナー
 「あなたも、もしかしたら工学女子？」開催

２月２日 「男女共同参画推進室 コンシェルジュ・
 デスク相談員研修」開催

２月９日 男女共同参画推進室コロコニホームページ開設

２月19日 平成21年度秋田大学  男女共同参画
 推進フォーラム開催

３月５日 講演会「男女共同参画推進を考える」開催

３月 ・病児・病後児保育室「ことりのおへや」
 　ホームページ開設
 ・「大学間連携と女性研究者支援in秋田」
 　平成21年度活動紹介書発行
 ・男女共同参画資料集発行
 ・男女共同参画推進に関する意識調査
 　報告書発行

　この４月から、男女共同参画推進室が引っ
越しをして、本部管理棟１階に移動しました。
　新しい部屋には相談用の個室や男女共同参
画に関する資料や書籍の閲覧コーナーもあり
ますので、お気軽にご利用ください。皆さん
のお越しをお待ちしております。

閲覧コーナー

★応募締切り　平成22年５月25日㈫ まで

★最優秀賞　　１点　図書券　１万円

　優 秀 賞　　２点　図書券　５千円

※詳しい応募要項はＨＰご覧ください

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

シンボルマーク大募集中！！
あなたのデザインがシンボルマークに！！
　コロコニでは本推進室の発足にあたり、そ

の理念を広く知っていただくため、学部生・

大学院生を対象に広報用のシンボルマークの

募集を行っています。

　お近くの学生さんにお声かけをよろしくお

願いいたします。

男女共同参画推進室の
シンボルマークを募集します！

コロコニ 検  索

（切り取って、カードとしても使用できます）

育児・介護休業を利用した
いけれども、迷っています。

育児・介護中でも
仕事を続けたい！

育児・介護情報を提供します。
お気軽にご相談ください。

秋田大学教職員のための育児・介護相談窓口

相談用の個室

手形キャンパス

一般教育１号館

（２）
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi Newsletter
2010.5
vol.1
創刊号

（３）
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi Newsletter
2010.5
vol.1
創刊号
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男女共同参画推進室が
引っ越しました！

平成21年度の主な取り組み

　秋田大学男女共同参画推進室では平成21年度に作成した資料を無料で配布しております。
ご希望の方は男女共同参画推進室までお気軽にご連絡ください。

５月14日 男女共同参画推進室設置

10月17日 内閣府・男女共同参画推進連携会議・
 秋田大学男女共同参画シンポジウム開催

12月23日 中高生向けセミナー
 「あなたも、もしかしたら工学女子？」開催

２月２日 「男女共同参画推進室 コンシェルジュ・
 デスク相談員研修」開催

２月９日 男女共同参画推進室コロコニホームページ開設

２月19日 平成21年度秋田大学  男女共同参画
 推進フォーラム開催

３月５日 講演会「男女共同参画推進を考える」開催

３月 ・病児・病後児保育室「ことりのおへや」
 　ホームページ開設
 ・「大学間連携と女性研究者支援in秋田」
 　平成21年度活動紹介書発行
 ・男女共同参画資料集発行
 ・男女共同参画推進に関する意識調査
 　報告書発行

　この４月から、男女共同参画推進室が引っ
越しをして、本部管理棟１階に移動しました。
　新しい部屋には相談用の個室や男女共同参
画に関する資料や書籍の閲覧コーナーもあり
ますので、お気軽にご利用ください。皆さん
のお越しをお待ちしております。

閲覧コーナー

★応募締切り　平成22年５月25日㈫ まで

★最優秀賞　　１点　図書券　１万円

　優 秀 賞　　２点　図書券　５千円

※詳しい応募要項はＨＰご覧ください

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

シンボルマーク大募集中！！
あなたのデザインがシンボルマークに！！
　コロコニでは本推進室の発足にあたり、そ

の理念を広く知っていただくため、学部生・

大学院生を対象に広報用のシンボルマークの

募集を行っています。

　お近くの学生さんにお声かけをよろしくお

願いいたします。

男女共同参画推進室の
シンボルマークを募集します！

コロコニ 検  索

（切り取って、カードとしても使用できます）

育児・介護休業を利用した
いけれども、迷っています。

育児・介護中でも
仕事を続けたい！

育児・介護情報を提供します。
お気軽にご相談ください。

秋田大学教職員のための育児・介護相談窓口

相談用の個室

手形キャンパス

一般教育１号館

（２）
秋田大学男女共同参画推進室
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（３）
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi Newsletter
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創刊号
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Newsletter＊＊知ってますか？子の「看護休暇」＊＊

＊＊こんな休暇制度もあります！「育児参加休暇」＊＊

あなたもイクメン目指してみませんか！？

詳しくは、各部局総務担当（医学系研究科・医学部・附属病院は総務課人事担当）又は人事課人事担当にご照会ください。

コンシェルジュ・デスクのご案内コンシェルジュ・デスクのご案内
　男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク

は育児休業制度や介護休業制度を利用したい人

のための相談窓口です。相談の際には個室を完

備しておりますので、安心してご利用ください。

　また、閲覧コーナーには男女共同参画に関わ

る書籍や資料を用意しております。順次内容を

充実させて参りますので、お気軽にご利用くだ

さい。皆さまのお越しをお待ちしております。

（詳細な地図や個室の様子は裏面をご覧下さい。）

室長からのメッセージ
室長　渡部　育子

　平成21年５月14日、男女共同参画推進室が開設しました。８月以降、内閣府
・男女共同参画推進連携会議と共催のシンポジウム、平成21年度科学技術振
興調整費・女性研究者支援モデル育成プログラムに採択された「大学間連携
と女性研究者支援 in 秋田」による講演会や次世代育成イベント、相談員研修
会など、多くの事業を実施してまいりました。
　平成22年度は、すべての教職員が、男女を問わず、自らが選択するワークライフバランスの下で職
業活動を実現できるように、多様な勤務形態を視野に入れた支援、育児・介護休業の取得しやすい職
場環境の構築など、課題解決のために真摯に取り組み、秋田大学の男女共同参画推進のために精一
杯努力してまいりたいと存じます。これまでご協力くださいました教職員の皆様にお礼申し上げますと
ともに、更なる発展のために、今後ともご支援くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

2010.5
vol.1
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コロコニ知恵袋

特任准教授／コーディネーター　川畑　智子
　News letter 第１号ができました。昨年５月14日に男女共同参画推進室が設置
されて、早１年となります。これまでの様々なイベントでは参加者が予想以上に多
く、おおむね好評でした。
　今後は、支援相談窓口を充実させてまいりますので、今年度もよろしくお願いいたします。

　小学校就学前の子を養育する職員は、申し出
ることにより１年に10日間の範囲内で、病気・
けがをした子の看病のために、休暇を取得する
ことができます。（時間単位の取得も可）

　妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達
するまでの子を養育する場合、１年（妻の産前・
産後休暇期間中に限る）に14日の範囲内の期間
で休暇を取得することができます。

　「イケメン」のもじりですが、こちらは育児
休業を取得して子育てに専念している男性。
「育児を楽しめる格好いい男」を意味する造語
です。配偶者が子どもを産んだ後、育児も妻に
まかせきりにするのではなく、積極的に育児に
取り組んでいく男性が増えています。

編 集 後 記

ご存じですか？

（４）
（１）秋田大学男女共同参画推進室
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ご相談方法
お気軽にご相談ください

coloconi
（コロコニ）

電話（ＦＡＸ）から
０１８－８８９－３１８３
相談専用E-mail
coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページから
http://www.akita-u.ac.jp/coloconi

コンシェルジュ・デスクのご案内

秋田大学　男女共同参画推進室

川畑 智子

黒田 里美  朝倉 綾加　　　　　

菅原 妙子  川村 瑠理  中川 徳子

コーディネーター

運営スタッフ紹介
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シンボルマークが決定しました！

　「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については、
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。」

医学部３年
　漆畑 宗介さん

　「コロコニという
名前にちなんで“ふ
き”をイメージしま
した。“ふきのとう”
である“コロコニ”
が大きく育って、社
会を大きく包み込ん
で男女共同参画が進
んで行ったらいいと
いう願いが込められ
ています。」

工学資源学部３年
　小林 奈緒美さん

～作品のコンセプト～
　「ふきのとうをベースにし、
色も黄緑色に統一しました。中
心のシルエットは、固定観念に
とらわれることなく、どの人も
たくさんの人に接するように願
いながら描き、色はふきのとう
ベースであることと、男女のイ
メージを感じにくいことから、
黄色と緑色に着色しました。さ
らに葉の部分には、“コロコニ”
の文字を配置しています。」

みなさま、たくさんのご応募ありがとうございました
　男女共同参画推進室コロコニでは、文部科学省科学技術
振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業「大学間連携
と女性研究者支援in秋田」の一環として学部学生・大学院生
を対象にシンボルマークを募集しました。その結果、最優秀
賞１名と優秀賞２名が選ばれ、表彰式が６月14日インフォ
メーションセンターで行われました。
　学生対象のシンボルマークの募集は学生に対する男女共同
参画の意識啓発として最大のアピールとなると考え延べ1000
枚の募集案内を配布し、教育文化学部・医学部・工学資源学
部の全学部から延べ18点の作品の応募をいただきました。
　最優秀賞作品は、男女共同参画推進室で発行する各種刊行
物、広告、ホームページ等幅広く使われることになっています。

2010.7
vol.2

（１）

最優秀賞

　「まさか自分が最優秀賞に選ばれるとは思
わず、とても嬉しいです！これをきっかけに秋
田大学の学生が男女共同参画について活発に
考える機会になればいいなと思います。」

教育文化学部３年
　大貫 耕内さん

～作品のコンセプト～

～作品のコンセプト～

優　　秀　　賞
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表　　彰　　式

応募者の声

　表彰式では、渡部育子男女共同参画推進室長から、最優秀賞の教育文化学部３年大貫耕内さんにパネル入り受賞作
品と副賞（図書カード１万円分）が贈られました。また、優秀賞の医学部３年漆畑宗介さん、工学資源学部３年小林
奈緒美さんにはパネル入り受賞作品と副賞（図書カード５千円分）がそれぞれ贈られました。
　表彰式後は入賞者及び応募者のみなさんと交流会を行い、応募したきっかけや、作品のコンセプト、学生から見た
男女共同参画などについて活発な意見交換を行いました。参加していただいた井上浩理事、奥山栄樹工学資源学部准
教授からはご自身の体験談をお話しいただき、学生たちとなごやかな会話を弾ませました。

　今回応募された作品には、男女共同参画についての考えが切実に表現されており、シンボルマークを募集したこと
で学生のみなさんの「生の声」を聞く事ができたと思います。惜しくも入賞からもれた作品から一部抜粋して応募者
の作品のコンセプトをご紹介します。

■最近は男女が差別されているとはっきり感じることはありませんが、男女に関するイメージは、まだ少なからずあると思っています。男女には身
体的な面で違いがあり、性別に限らず人はそれぞれ違いがあるので、そこは考慮する必要がありますが、だからといってその人の考えややり
たいことを否定する理由にはならないと思います。
■形や大きさが異なるふきのとうであっても同じ水平の地に生きるふきのとうに優劣はないとういう意味を込めて描きました。それは、男女に身
体的な差があるとしても人間として同じ地に立って生きるという意味においては何ら格差がないということです。

　８月20日（金）17：00～18：00、秋田市民交流プラザ（アルヴェ）にて、「北欧に
おける女性の社会進出」をテーマに「ノルウェーにおける男女共同参画」と題した
講演会を行います。講師にはノルウェー王国北部にあるトロムソ大学附属病院から
トーベ・スメスローさんをお招きし講演していただきます。トーベ氏は入院中の病
児の教育、生活の世話（毎日を健康な子供のように自然に過ごせるように）にあた
る仕事をしながら、家庭内ではパートナーの協力を得て２人の子どもを育て上げま
した。この様な彼女の体験を基にして、北欧における女性の社会進出を、歴史・さ
まざまな取り組み・今後の課題も含めて講演していただきます。
（講演は英語で行われ、同時通訳が入ります）

詳細についてはコロコニホームページをご覧ください。

室長からのメッセージ
　この度、コロコニのシンボルマークを募集いたしましたところ、多く
の学生の皆様が応募してくださいました。作品の説明も読ませていた
だきましたが、秋田大学への熱い思いと男女共同参画社会実現へ向け
た意気込みが感じられました。
　男女共同参画推進はまだ始まったばかりです。道のないところに道を
拓く、大変でもあり楽しくもある事業です。試験の答案と違い、10人の
人がいれば10通りの答えを用意しなければ、一人ひとりは充実した人生
を送ることができません。学生の皆様がこの難問を解くために素晴らし
いアイディアを出してくださいましたことを、たいへん嬉しく思います。
　コロコニのスタッフ一同、皆様方のご期待に応えるべく、よりいっそ
う参画室を発展させることをお約束させていただきたいと存じます。

（室長：渡部　育子）

　シンボルマークを募集することが決まってから、
いつ・どこで・どのようにアピールすれば学生たち
に知ってもらえるか、試行錯誤しながら募集活動を
行いました。学生に対しての意識啓発としては難し
い話をしても始まらない、この企画に参加してもら
うしかない！と鼻息荒く募集を呼びかけました。
　最初はポツポツだった応募も締切り間近になると
どっと増え、学生たちの練りに練ったデザインにう
れしい悲鳴を上げさせてもらいました。このデザイ
ンを様々なところで使わせていただくために今後も
講演会、イベント等盛りだくさんで参りますのでよ
ろしくお願いいたします。（川村）

お知らせ  講演会「北欧における女性の社会進出」を行います。

編 集 後 記

講師　トーベ・スメスロー氏
トロムソ大学医学部附属病院

６月14日
インフォメーション
センターにて
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　８月４日（水）15:00～16:00秋田大学医学部
附属病院第二病棟多目的室において「なぜ女性科
学者は少ないのか？」と題し、東北大学大学院医
学系研究科教授　大隅典子氏をお招きして男女共
同参画講演会を開催しました。
　はじめに、日本の女性研究者が極端に少ない現
状について具体的な数値をもとに解説していただ
き、女性研究者が少ない理由の１位として男女共
に『家庭と仕事の両立が困難』であることが紹介
されました。さらに科学技術振興調整費「女性研
究者養成システム改革加速」東北大学「杜の都
ジャンプアップ事業 for 2013」の取り組みが紹介
され、研究と育児を両立させるプログラムについ
てお話していただきました。また、質疑応答では
参加いただきました皆様より活発な意見交換が行
われました。
　そして大隅氏より会場の学生へ「夢をあきらめ
ず自分の好きな事を仕事にしましょう！」と熱い
メッセージが送られました。

男女共同参画講演会
「なぜ女性科学者は少ないのか？」
　　　　　　　を開催しました

男女共同参画講演会
「なぜ女性科学者は少ないのか？」
　　　　　　　を開催しました

　８月20日（金）17:00～18:00秋田拠点セン
ターアルヴェ２階多目的ホールにおいて「北欧に
おける女性の社会進出」と題して講演会を開催し
ました。はじめに今年３月５日に講演をしてくだ
さいましたノルウェー王国大使館一等書記官の
ドッテ・バッケ氏からご挨拶をいただきました。
　また、講師のトーベ・スメスロー氏は遠くノ
ルェーからおいでくださり、日本にはまだ浸透し
ていないプレイ・セラピストとしてご活躍されて
いる様子や、仕事を続けていく上でのノルウェー
の男女平等政策についてお話していただき、参加
者は興味深く話を聞いていました。同時通訳は秋
田大学大学院医学系研究科　妹尾春樹教授にご協
力いただきました。
　質疑応答では、プレイ・セラピストに関するこ
とや、ノルウェーの男女共同参画の政策について
など様々な質問が寄せられ予定時間を超過し、参
加者の関心の高さが感じられました。
　男女平等の先進国ノルウェーを通して、日本の男
女共同参画について考える講演会となりました。
　また、今回の講演会には託児室を用意し、小学
校３年生のお子さんまでお預かりするという試み
もありました。

講演会
「北欧における女性の社会進出」
　　　　　　　を開催しました

講演会
「北欧における女性の社会進出」
　　　　　　　を開催しました
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　「個人情報と守秘義務」～困ったこと、迷ったことありませんか？！～
と題し６月29日（火）13:30から本部管理棟第三会議室において第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を実施しまし
た。個人情報を漏らさないための対策について、具体的な事例をもとに
分かりやすい説明があり、個人情報と守秘義務について勉強しました。
　そこで男女共同参画推進室では、個人情報について不安になったと
き、困ったときに活用できるように、研修会の内容を盛り込んだ小冊子
を作成し皆さまにお配りしております。是非参考にして下さい！

　コロコニのホームページがリニューアルされま
した。平成22年３月にできたばかりのホームペー
ジですが、盛り込みたい内容が沢山あり、６月末
日にプチリニューアルに踏み切りました。
　今回は新しいシンボルマークを加えたほか、
「支援事業」、「年間活動報告」、「ライブラリ」の
３つのメニューを新たに追加し、これまで男女共
同参画推進室で発行してきたリーフレットをダウ
ンロードしてご覧いただけるようにしました。
　また、コロコニだより（コンシェルジュ・ブロ
グ）も秋田をイメージした写真を載せたキャンバ
ス風に模様替えをし、一層ブログを楽しんでいた
だけるようにしました。
　また、９月末日までの期間、よりよいホーム
ページ作りのためのwebアンケートを実施中で
す。「こんな情報も載せてほしい」、「ほしい情報
がなかなか見つからない」
などのご意見・ご要望も
自由記述欄にぜひ入力し
ていただければと思いま
す。ご協力の程、よろし
くお願いいたします。
ホームページのアドレスは
http://www.akita-u.ac
.jp/coloconi/  です。
　今後も最新の情報を更
新してまいりますので、
皆さまのアクセスをお待
ちしております。

　もう皆さんのお手元に届きましたか。「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８月末に発行いたしました。

　育児・介護休業法が６月30日に改正されたこと

に伴い、大学の規程も改正されました。今回は改

正点も盛り込んだ形で、特に育児・介護に係わる

休業に重点をおいた冊子となっております。

　以前ニュースレターVol.１の「コロコニ知恵

袋」で、「看護休暇」、「育児参加休暇」について

載せましたが、育児休

業や介護休業、また他の

制度について知る機会

は少ないですよね。こ

の機会に自分が取得で

きる制度を知り、将

来を思い描いてみる

のもいいかもしれま

せん。ぜひ、ご活用

ください。

　７月・８月は、イベントや発行物が多い月となりました。小冊子「～困ったこと、迷ったことありません
か？！～個人情報と守秘義務」は、他大学からも大きな反響をいただき、「追加で欲しい！」という問い合わ
せもありました。頭では解っていても再度確認するという意味で皆様のお役にたてる冊子になれば幸いです。
　もうすぐ快食快眠の季節になりますね。男女共同参画推進室スタッフ一同、WLB（ワーク・ライフ・バラ
ンス）を大切に日々を過ごしたいと思います。（黒田）

～困ったこと、迷ったことありませんか？！～
個人情報と守秘義務

～困ったこと、迷ったことありませんか？！～
個人情報と守秘義務

コロコニホームページ
リニューアルのお知らせ
コロコニホームページ
リニューアルのお知らせ

編 集 後 記

「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

「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
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　９月７日、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」を開催いたしました。
　第１部の基調講演では、株式会社リクルートリク
ナビ編集長の岡崎仁美氏に「女性の働きやすい環
境作りについて」と題してご講演いただきました。
　リクルートが取り組んでいる女子学生の支援
サービスの紹介や、女性社員が活躍し続けるため
の制度や施策を紹介してくださいました。
　また、岡崎氏自身も３児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、来場者からの感想でも「第一線で活躍されている方のお話を聞
けて、とても勇気づけられました」との声を多数いただきました。　

　第２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、各校の男女共同参画の現状と課題が
報告されました。実は大学間合同で男女共同参画に係る
シンポジウムを開催するのは初めてでした。
　今後、休暇を取得しやすい職場のためのシステム作
りを進め、男女共同参画を推進していくことを確認し
て会を終えることができ、実りの多いシンポジウムと
なりました。

「男女共同参画の現状と課題」
　　　　大学間連携合同シンポジウムを開催

第３回 コンシェルジュ・デスク相談員研修会開催

　11月10日（水）、本部管理棟第三会議室において、「基本的な相談の受け方（応用
編）」と題して、第３回コンシェルジュ・デスク相談員研修会を開催いたしました。
　今回は保健管理センター所長の苗村育郎先生を講師としてお招きし、講演していた
だきました。
　男女共同参画推進室のコンシェルジュ・デスクが本格的に始まりましたが、日々の
業務の中で抱くいろいろな疑問にお答えしていただきました。
　苗村先生が講演の中で「ひとりを大事にしないと、良質な仕事をしたことにならな
い」とおっしゃっていました。相談を受ける側は常に真摯な態度で相談者に向き合わ
なければいけないと感じました。
　今回の研修会の内容を小冊子にまとめて皆さんにお配りする予定です。上手な保健
管理センターの利用でストレスの軽減に役立てたり、自分が相談を受ける際の参考に
なるような内容にしたいと思います。ぜひご活用ください。

岡崎　仁美氏

パネルディスカッションの様子

主催：秋田大学
共催：秋田県立大学、国際教養大学
主催：秋田大学
共催：秋田県立大学、国際教養大学

お申し込み・お問い合せ先
　秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ
　 T E L：0 1 8 － 8 8 9 － 2 2 6 0
　 F A X：0 1 8 － 8 8 9 － 3 1 8 6
　E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

お申し込み・お問い合せ先
　秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ
　 T E L：0 1 8 － 8 8 9 － 2 2 6 0
　 F A X：0 1 8 － 8 8 9 － 3 1 8 6
　E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

日時：平成22年9月7日（火）
13：30～16：00（開場 13：00）

場所：ホテルメトロポリタン秋田 3階 グランデ

日時：平成22年9月7日（火）
13：30～16：00（開場 13：00）

場所：ホテルメトロポリタン秋田 3階 グランデ

※ 駐車場に限りがありますので
　 公共交通機関をご利用ください。
※ 駐車場に限りがありますので
　 公共交通機関をご利用ください。

▼ 会場案内図▼ 会場案内図

平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」
平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

大学間連携合同シンポジウム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』『男女共同参画の現状と課題』

入場無料

　　  県内の大学等高等教育機関の
関係者及び一般県民

　　  必要（当日参加も可能ですが、事前
申し込みにご協力願います）

対象  県内の大学等高等教育機関の
関係者及び一般県民

申込  必要（当日参加も可能ですが、事前
申し込みにご協力願います）

プログラムプログラム

コーディネーター
渡部　育子
（秋田大学 教育文化学部教授・男女共同参画推進室長）

コーディネーター
渡部　育子
（秋田大学 教育文化学部教授・男女共同参画推進室長）

1971年香川県生まれ。1993年㈱リクルート
入社。以来一貫して人材採用に関する営業およ
び編集企画に従事。「ビーイング」副編集長、
「リクナビNEXT」編集長を歴任し2008年
11月より現職。
三児の母でもある。

1971年香川県生まれ。1993年㈱リクルート
入社。以来一貫して人材採用に関する営業およ
び編集企画に従事。「ビーイング」副編集長、
「リクナビNEXT」編集長を歴任し2008年
11月より現職。
三児の母でもある。

1. 開　　会

2. 挨　　拶　秋田大学長 吉村　昇

3. 基調講演

演　　題「女性の働きやすい環境作りについて」

講　　師 
株式会社リクルート   
リクナビ編集長 岡崎 仁美氏

4. パネルディスカッション参加校

5 閉　　会

1. 開　　会

2. 挨　　拶　秋田大学長 吉村　昇

3. 基調講演

演　　題「女性の働きやすい環境作りについて」

講　　師 
株式会社リクルート   
リクナビ編集長 岡崎 仁美氏

4. パネルディスカッション参加校

5 閉　　会

日本赤十字秋田看護大学
秋田公立美術工芸短期大学
秋 田 工 業 高 等 専 門 学 校
秋 田 県 立 大 学
国 際 教 養 大 学
秋 田 大 学

日本赤十字秋田看護大学
秋田公立美術工芸短期大学
秋 田 工 業 高 等 専 門 学 校
秋 田 県 立 大 学
国 際 教 養 大 学
秋 田 大 学
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　妊産婦の特別休暇として、健康診査及び保健指
導での休暇が認められています。妊産婦には健康
診査から母親学級、自治体で開催する保健指導な
ど休暇を取らざるを得ない場合が多々あります。
妊産婦の女性職員であれば、常勤非常勤、フルタ
イム、パートタイムを問わず取得することができ
るんですよ。
　母子手帳の写しと一緒に特別休暇簿を所属の総
務担当へ提出してくださいね。その他、つわりの
ひどい時期などに診断書を提出すれば「休憩・休
業」の特別休暇を取得することもできます。
　年次有給休暇とは別に特別休暇を利用できるの
で、休暇を上手に使って、ストレスをためないよ
うに妊娠の時期を過ごしましょう！

（「コロコニガイドブック」Ｐ６参照）

　「コラーゲン」という言

葉は最近よく聞く機会が

多いですよね。

　今年度、次世代女性研

究者育成イベントとして

株式会社ニッピバイオマ

トリックス研究所所長の服

部俊治氏をお迎えして、実

験を盛り込んだイベント

を開催いたします。実は服

部氏は通称「もじゃ博士」

として、子どもたちに大人気の先生です。

　対象は小学生から大人まで。興味のある方は誰

でも参加可能です。会場の関係で60名ほどの人数

制限がありますので、お早めに男女共同参画推進

室までお申し込みください。

　また、12月24日は院生

や研究者の方を対象とし

た「体のなかのコラーゲ

ンの役割～コラーゲン研

究からわかること（マン

モスを例にとって）～」

と題してサイエンスセミ

ナーを開催いたします。

服部氏から、より深いコ

ラーゲンの世界のお話を

していただきます。興味

のある方はぜひお申し込

みの上ご参加ください！

　秋の訪れとともに、参画室にも別れと新しい出
会いがありました。
　今までスタッフの一員として活躍していた川村
瑠理が出産の準備のために退職し、村井麻衣が
新しいスタッフとして加わりました。
　今後のイベント情報とともに、新しいスタッフ
紹介もしておりますので、ぜひHPにアクセスし
てくださいね。（中川）

妊産婦が利用できる
　　　特別休暇について

12月23日、24日に
コラーゲンの世界を覗いてみませんか？

編 集 後 記

「不思議体験　親子でサイエンス
　　　　　　～ようこそ！コラーゲンの世界へ～」
　　日時　12月23日（木・祝）13：30～15：30
　　場所　ホテルメトロポリタン秋田　４階ルーチェ

コロコニ知恵袋
上手に利用
していますか？

発行：秋田大学男女共同参画推進室コロコニ
ＴＥＬ：018－889－2260
ＦＡＸ：018－889－3186
E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp

12月23日イベントポスター
マトリョーシカの親子がポイントです

妊娠・出産期に利用できる制度

妊娠期に関する制度 …………………………………………………

※◎は利用可＋有給　○は利用可＋無給　×は利用不可

〈妊婦の通勤緩和〉

対 象 女性職員

職務専念義務免除期間 妊娠していて本人が申し出た期間

提 出 書 類 特別休暇簿（母子手帳の写しを添付）

給 与 有給

女 男

常　　勤 ◎ ×

非
常
勤

フ ル
タイム ◎ ×
パート
タイム ◎ ×

〈妊娠中の休憩･休業〉

対 象 女性職員

職務専念義務免除期間 妊娠していて本人が申し出た期間

提 出 書 類 特別休暇簿（母子手帳の写し、診断書等を添付）

給 与 有給

女 男

常　　勤 ◎ ×

非
常
勤

フ ル
タイム ◎ ×
パート
タイム ◎ ×

〈妊産婦の健康診査及び保健指導〉

対 象 女性職員

職務専念義務免除期間 妊娠・出産した本人が申し出た期間

提 出 書 類 特別休暇簿（母子手帳の写しを添付）

給 与 有給

女 男

常　　勤 ◎ ×

非
常
勤

フ ル
タイム ◎ ×
パート
タイム ◎ ×

〈妊産婦の就業制限〉

対 象 女性職員

取 得 可 能 期 間 就業制限が許可された期間

〈産前休暇制度〉

対 象 出産予定の女性職員

取 得 可 能 期 間 産前8週間（多胎妊娠の場合は14週間）の期間

提 出 書 類 特別休暇簿（医師が発行する出産予定日証明書を添付）

給 与 常勤職員は有給（非常勤職員は無給）

女 男

常　　勤 ◎ ×

非
常
勤

フ ル
タイム ○ ×
パート
タイム ○ ×

〈産後休暇制度〉

対 象 出産後の女性職員

取 得 可 能 期 間
産後8週間の期間（産後6週間を経過した職員が就業を申し
出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く
期間を除く。）

提 出 書 類 特別休暇簿（母子手帳の出生届出済証明書（写）を添付）

給 与 常勤職員は有給（非常勤職員は無給）

女 男

常　　勤 ◎ ×

非
常
勤

フ ル
タイム ○ ×
パート
タイム ○ ×

出産に関する制度 ……………………………………………………

● 6 ●

育児
休業

※詳しくは、所属の総務担当又は人事課人事担当に
　ご照会ください。

産後休暇 育児休業

妊娠・出産

　院

しばらく休ませて
もらいます！

出　産 退　院 8週後

配偶者出産付添休暇
（2日以内） 育児参加休暇

配偶者が育児休業中であっても、育児
休業の取得可能。産後8週間の期間内に
1回目の育児休業を取得した場合は、特
別の事情がなくても再度取得が可能。

年に14日
の範囲内

〈配偶者出産付添休暇制度〉

対 象 出産する配偶者がいる男性職員

取 得 可 能 期 間 配偶者が出産する場合2日の範囲内

提 出 書 類 特別休暇簿

給 与 有給

女 男

常　　勤 × ◎

非
常
勤

フ ル
タイム × ×
パート
タイム × ×

〈育児参加休暇制度〉

対 象
出産する配偶者又は小学校就学の始期に達するまでの子
を養育する男性職員

取 得 可 能 期 間
配偶者の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するま
での子を養育する場合に、配偶者の産前産後休暇中におい
て14日の範囲内

提 出 書 類 特別休暇簿

給 与 有給

女 男

常　　勤 × ◎

非
常
勤

フ ル
タイム × ×
パート
タイム × ×

妊娠・出産期の
休暇利用例

● 7 ●

元コロコニスタッフ
川村　瑠理
元コロコニスタッフ
川村　瑠理

私も利用しました！
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（１）

男女共同参画先進国　ノルウェーから学ぼう！

北極圏の都市の絵葉書。

トロムソ

God jul！

オスロオスロ

北部で冬の夜空に現れるオーロラの絵葉書。

秋田大学男女共同参画推進室

coloconi
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi

秋田県
面積：11,434k㎡
人口：約110万人

ノルウェー王国
首都：オスロ
国土面積：385,199ｋ㎡ 
人口：約490万人

日本国
首都：東京
国土面積：377,944k㎡
人口：約1.3億人

ごあいさつ
　「男女平等度」国際ランキングでトップクラ

スのノルウェー！順位を示す数値に一喜一憂するわけで
はありませんが、わたしたちが前進するために、“先進国”
の実情をもっとよく知りたいと思いました。 
　このリーフレットは、“男女共同参画” で結ばれた秋田大学
とノルウェーの交流日記です。ノルウェーの生の情報を少し
でもお届けすることができれば嬉しく存じます。

発行：秋田大学男女共同参画推進室コロコニ
ＴＥＬ：018－889－2260
ＦＡＸ：018－889－3186
E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp

編集後記 
　2010年、秋田大学男女共同参画推進室はノルウェーの男女平等について学んでまいりました。知れば知るほど、違いに愕然となる
ことも…。ただ、このリーフレットにもある通り、日本とノルウェー、秋田とノルウェーは、その文化や伝統は全く異なり、ノル
ウェーの男女平等はその文化や歴史に深く根差したものでした。 
　日本は日本の、秋田は秋田の、秋田大学は秋田大学の、男女共同参画のあり方を探していかねばと改めて気付かされました。しか
し、男女平等を追求していくノルウェーの人々の姿勢・熱い思いは、大いに学びたいと感じました。 　　（コロコニスタッフ　村井）

　12月には、大学院医学系研究科の妹尾春樹教授がノ
ルウェーの男女共同参画の支援環境調査のため、オス
ロ大学・トロムソ大学へ。

　オスロ大学医学部のHeidi Kill Blomhoff教授によれば、
オスロ大学医学部の学生の６割は女子、全国の基礎医学研
究者の半数は女性とのこと。

　ノルウェーのクリスマスは一年
でもっとも伝統的な祭典の一つ。
　ユーレニッセ（クリスマスの
ニッセ）はサンタクロースの役割
を果たしますが、姿は異なりま
す。 
　ニッセは古くから納屋などに住
んでいるとされる妖精です。

ノルウェーの絵葉書。先住民族
サーメ人の１年を表したもの。

Rune Blomhoff氏の教授室にて。

オスロ大学理学部Norbert Roos
教授（左）、同Trond Berg教授。

トロムソ大学医学部附属病院・プレイセラピストのTove Smedsrød氏
（左）と血管医学の主任教授のBård Smedsrød氏ご夫妻。

Trond Berg教授ご夫妻。 Bård氏の教室ミーティングの様子。

「ノルウェー～森とフィヨルドの美しい国～」
ノルウェー王国大使館

オスロ大学医学部医化学講座主任
教授Heidi Kill Blomhoff氏（左）と栄
養学講座主任教授Rune Blomhoff
氏ご夫妻。中央が妹尾教授。

　今回お話をうかがったノルウェーのカップルの
方々のお話では「男女共同参画は男性側の課題で
は？」、「ノルウェーは確かに男女平等の様々な水
準は高いが、まだまだやるべきことはある」とのこ
と。
　「女性がベビーカーを押しながらバスや電車に乗
ろうとすると、自然に周りの男性が手を貸す、とい
った光景がよく見られるが、仕事の場となると一
変。重い荷物も女性一人で運び、女性側が、女性だ
からと手を貸されることを嫌がる。」と妹尾教授。

秋田県秋田県

スヴァールバル諸島スヴァールバル諸島

秋田大学　男女共同参画推進室長
渡部　育子

（４）
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi 増刊号 

12月

12/15～12/23

妹尾教授
現地支援環境調査：
オスロ大学・トロムソ大学

12/23
不思議体験
次世代女性研究者
育成イベント 
「親子でサイエンス ～
ようこそ！コラーゲン
の世界へ～」 

12/24
サイエンスセミナー 
「体のなかのコラーゲン
～コラーゲン研究から
わかること（マンモスを
例にとって）～」 
　 
講師： 
㈱ニッピ　バイオマトリ
ックス研究所長
服部 俊治氏 
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１月

２月

２/19　秋田大学
男女共同参画推進フォーラム

３月

３/５　講演会
「男女共同参画推進を
考える」 

講師：
駐日ノルウェー王国大
使館　 一等書記官　 
ドッテ・バッケ氏

５月

４月
４/７　ノルウェー王国
大使館におけるセミナー 
「ワーク・ライフ・バ
ランスはビジネス成功
の鍵を握る？」

　北極圏にある北部ノルウェーの冬の夜空に現れるオーロ
ラ。晩秋から早春にかけて、午後６時から午前１時ころに最
も多く見られます。 
　また、「スキーを履いて生まれてきた」と言われるほど、
冬には多くの人がスキーを楽しみます。

○５月17日　ノルウェー王国　憲法記念日 

　1814年５月17日に憲法が制定されたことを祝
う憲法記念日。 
　祝祭は子どもたちを中心に行われ、ブーナッド
という民族衣装を着て、パレードをします。オス
ロの王宮のバルコニーからは国王一家が手を振っ
て子どもたちにこたえます。

　2010年３月５日には、駐日ノルウェー王国大使館　一等書記官　ドッテ・バッ
ケ氏をお迎えし、ノルウェーの男女共同参画についてお話していただきました。

　1988年にノルウェーの男女平等法が改定さ
れ、ノルウェーの男女平等法では、「公的機関
で４名以上で構成される委員会等はそれぞれの
性が構成員の40％以上選出されなければならな
い。４名以下の場合は両性により構成されなけ
ればならない」と定められました。2004年に
は、政府系企業の取締役会においてもこの制度
が導入され、2006年には上場企業にも導入され
ました。 
　1981年、初の女性首相の第１次ブルントラン
ト内閣が発足。第２次ブルントラント内閣にお
いては、18の閣僚のうち８人が女性でした。

　秋田大学大学院医学系
研究科妹尾春樹教授がセ
ミナーに参加。 
　ノルウェー・日本両国の
官民から、両国のワーク・
ライフ・バランスについて
講演がありました。

現在のストラテンベルグ内閣は
半数が女性閣僚。

←ノルウェーの春の花、
　アネモネ。

2 0 1 0

駐日ノルウェー王国大使館
１等書記官　ドッテ・バッケ氏

coloconi ノルウェーダイアリー
2 0 1 0

Petter Foss/MFA Norway

MFA NorwayMFA Norway Anders Gjengeda/MFA NorwayAnders Gjengeda/MFA Norway

　両親が合計して３年間の育
児休暇を取得できます。有給休暇は１年

間です。そのうち、10週間は父親が取得すると
定められているのが、パパ・クォータ制です。父親
が取得しないと、10週間の有給の育児休暇がなくな
ります。今では父親の９割以上が取得しています。
　最近では10週間以上の育児休暇を取得する
父親も増えています。
※クォータ（quota）…割り当て

６月

７月

10月

11月

８月

８/20　講演会
「北欧における女性の
社会進出」 

講師：
トロムソ大学医学部附属
病院 プレイセラピスト
トーベ・スメスロー氏

９月

９/７　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」 

講師：
㈱リクルート
リクナビ編集長
岡崎 仁美氏

○６月23日　聖ハンスの夜（夏至祭） 

北極圏に位置する北部ノルウェーでは、一日中太陽が沈まない「真夜中の太陽」
と呼ばれる現象が見られます。

　ノルウェーの秋は魚釣りや狩猟が盛んなシーズ
ンです。 
　また、秋の山もとてもきれいで、子どもも大人
もアウトドアでレジャーを楽しみます。

　2010年８月20日には、トロムソ大学医学部附属病院のプレイセラピスト、トー
ベ・スメスロー氏をお招きし、ノルウェーにおける男女平等についての実体験と、
プレイセラピーというお仕事についてお話していただきました。 
　「男女平等と同様に、病院で生活する子どもにも、健康の許す限り、活発で刺激
的な生活を送る権利がある。」とお話してくださいました。

▼晩夏から秋にかけては
ベリー摘みの季節です。 
　種類も豊富で、森で摘ん
できたベリーでジャムや飲
み物を作ったりします。

　プレイセラピー
を受ける子どもた
ち。病院で入院生
活を送る子どもた
ちも活発で刺激的
な日々を送る権利
がある。

▲夏の氷の上を歩く北極グ
マの親子の絵葉書。 
　北極グマの父親は子育て
をしないのだとか…。 
　北極グマはノルウェーで
はスヴァールバル諸島で生
息しています。

▲ウルネス・スター
ヴ・教会の絵葉書。
　ノルウェー最古の
スターヴ教会（外観
が板張りの木造建築
の教会）。

▲

道化師の格好をした
　スタッフと小児患者。

トロムソ大学医学部附属病院
プレイセラピスト
トーベ・スメスロー氏

▲

講演会の様子が秋田魁新報
　に掲載されました！

演題「ノルウェーにおける
男女共同参画」

講　演　会

日時

会場

対象

８月20日(金)　17時～18時
秋田拠点センターアルヴェ２階
多目的ホール
一般市民
（申込み必要・当日参加可・無料）

■ 申込・お問い合せ ■
　　TEL：018-889-2260　 FAX：018-889-3186 　E-mail:sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

小学３年生までお預かりします。
（事前のお申し込みが必要です）

主催：秋田大学男女共同参画推進室coloconi
後援：日本結合組織学会、マトリックス研究会 ▲病院内で遊んでいる小児患者。

左の子は酸素吸入を受けている。
▲外出できない小児患者もベッド
の上でベリー摘みを楽しんでいる。

病院の中を
バイクで探検！

（３）
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi 増刊号 

秋田大学男女共同参画推進室

coloconi 増刊号 
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３/５　講演会
「男女共同参画推進を
考える」 

講師：
駐日ノルウェー王国大
使館　 一等書記官　 
ドッテ・バッケ氏

５月

４月
４/７　ノルウェー王国
大使館におけるセミナー 
「ワーク・ライフ・バ
ランスはビジネス成功
の鍵を握る？」

　北極圏にある北部ノルウェーの冬の夜空に現れるオーロ
ラ。晩秋から早春にかけて、午後６時から午前１時ころに最
も多く見られます。 
　また、「スキーを履いて生まれてきた」と言われるほど、
冬には多くの人がスキーを楽しみます。

○５月17日　ノルウェー王国　憲法記念日 

　1814年５月17日に憲法が制定されたことを祝
う憲法記念日。 
　祝祭は子どもたちを中心に行われ、ブーナッド
という民族衣装を着て、パレードをします。オス
ロの王宮のバルコニーからは国王一家が手を振っ
て子どもたちにこたえます。

　2010年３月５日には、駐日ノルウェー王国大使館　一等書記官　ドッテ・バッ
ケ氏をお迎えし、ノルウェーの男女共同参画についてお話していただきました。

　1988年にノルウェーの男女平等法が改定さ
れ、ノルウェーの男女平等法では、「公的機関
で４名以上で構成される委員会等はそれぞれの
性が構成員の40％以上選出されなければならな
い。４名以下の場合は両性により構成されなけ
ればならない」と定められました。2004年に
は、政府系企業の取締役会においてもこの制度
が導入され、2006年には上場企業にも導入され
ました。 
　1981年、初の女性首相の第１次ブルントラン
ト内閣が発足。第２次ブルントラント内閣にお
いては、18の閣僚のうち８人が女性でした。

　秋田大学大学院医学系
研究科妹尾春樹教授がセ
ミナーに参加。 
　ノルウェー・日本両国の
官民から、両国のワーク・
ライフ・バランスについて
講演がありました。

現在のストラテンベルグ内閣は
半数が女性閣僚。

←ノルウェーの春の花、
　アネモネ。

2 0 1 0

駐日ノルウェー王国大使館
１等書記官　ドッテ・バッケ氏

coloconi ノルウェーダイアリー
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Petter Foss/MFA Norway

MFA NorwayMFA Norway Anders Gjengeda/MFA NorwayAnders Gjengeda/MFA Norway

　両親が合計して３年間の育
児休暇を取得できます。有給休暇は１年

間です。そのうち、10週間は父親が取得すると
定められているのが、パパ・クォータ制です。父親
が取得しないと、10週間の有給の育児休暇がなくな
ります。今では父親の９割以上が取得しています。
　最近では10週間以上の育児休暇を取得する
父親も増えています。
※クォータ（quota）…割り当て

６月

７月

10月

11月

８月

８/20　講演会
「北欧における女性の
社会進出」 

講師：
トロムソ大学医学部附属
病院 プレイセラピスト
トーベ・スメスロー氏

９月

９/７　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」 

講師：
㈱リクルート
リクナビ編集長
岡崎 仁美氏

○６月23日　聖ハンスの夜（夏至祭） 

北極圏に位置する北部ノルウェーでは、一日中太陽が沈まない「真夜中の太陽」
と呼ばれる現象が見られます。

　ノルウェーの秋は魚釣りや狩猟が盛んなシーズ
ンです。 
　また、秋の山もとてもきれいで、子どもも大人
もアウトドアでレジャーを楽しみます。

　2010年８月20日には、トロムソ大学医学部附属病院のプレイセラピスト、トー
ベ・スメスロー氏をお招きし、ノルウェーにおける男女平等についての実体験と、
プレイセラピーというお仕事についてお話していただきました。 
　「男女平等と同様に、病院で生活する子どもにも、健康の許す限り、活発で刺激
的な生活を送る権利がある。」とお話してくださいました。

▼晩夏から秋にかけては
ベリー摘みの季節です。 
　種類も豊富で、森で摘ん
できたベリーでジャムや飲
み物を作ったりします。

　プレイセラピー
を受ける子どもた
ち。病院で入院生
活を送る子どもた
ちも活発で刺激的
な日々を送る権利
がある。

▲夏の氷の上を歩く北極グ
マの親子の絵葉書。 
　北極グマの父親は子育て
をしないのだとか…。 
　北極グマはノルウェーで
はスヴァールバル諸島で生
息しています。

▲ウルネス・スター
ヴ・教会の絵葉書。
　ノルウェー最古の
スターヴ教会（外観
が板張りの木造建築
の教会）。

▲

道化師の格好をした
　スタッフと小児患者。

トロムソ大学医学部附属病院
プレイセラピスト
トーベ・スメスロー氏

▲

講演会の様子が秋田魁新報
　に掲載されました！

演題「ノルウェーにおける
男女共同参画」

講　演　会

日時

会場

対象

８月20日(金)　17時～18時
秋田拠点センターアルヴェ２階
多目的ホール
一般市民
（申込み必要・当日参加可・無料）

■ 申込・お問い合せ ■
　　TEL：018-889-2260　 FAX：018-889-3186 　E-mail:sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

小学３年生までお預かりします。
（事前のお申し込みが必要です）

主催：秋田大学男女共同参画推進室coloconi
後援：日本結合組織学会、マトリックス研究会 ▲病院内で遊んでいる小児患者。

左の子は酸素吸入を受けている。
▲外出できない小児患者もベッド
の上でベリー摘みを楽しんでいる。

病院の中を
バイクで探検！
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秋田大学男女共同参画推進室
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秋田大学男女共同参画推進室

coloconi 増刊号 
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（１）

男女共同参画先進国　ノルウェーから学ぼう！

北極圏の都市の絵葉書。

トロムソ

God jul！

オスロオスロ

北部で冬の夜空に現れるオーロラの絵葉書。

秋田大学男女共同参画推進室

coloconi
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi

秋田県
面積：11,434k㎡
人口：約110万人

ノルウェー王国
首都：オスロ
国土面積：385,199ｋ㎡ 
人口：約490万人

日本国
首都：東京
国土面積：377,944k㎡
人口：約1.3億人

ごあいさつ
　「男女平等度」国際ランキングでトップクラ

スのノルウェー！順位を示す数値に一喜一憂するわけで
はありませんが、わたしたちが前進するために、“先進国”
の実情をもっとよく知りたいと思いました。 
　このリーフレットは、“男女共同参画” で結ばれた秋田大学
とノルウェーの交流日記です。ノルウェーの生の情報を少し
でもお届けすることができれば嬉しく存じます。

発行：秋田大学男女共同参画推進室コロコニ
ＴＥＬ：018－889－2260
ＦＡＸ：018－889－3186
E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp

編集後記 
　2010年、秋田大学男女共同参画推進室はノルウェーの男女平等について学んでまいりました。知れば知るほど、違いに愕然となる
ことも…。ただ、このリーフレットにもある通り、日本とノルウェー、秋田とノルウェーは、その文化や伝統は全く異なり、ノル
ウェーの男女平等はその文化や歴史に深く根差したものでした。 
　日本は日本の、秋田は秋田の、秋田大学は秋田大学の、男女共同参画のあり方を探していかねばと改めて気付かされました。しか
し、男女平等を追求していくノルウェーの人々の姿勢・熱い思いは、大いに学びたいと感じました。 　　（コロコニスタッフ　村井）

　12月には、大学院医学系研究科の妹尾春樹教授がノ
ルウェーの男女共同参画の支援環境調査のため、オス
ロ大学・トロムソ大学へ。

　オスロ大学医学部のHeidi Kill Blomhoff教授によれば、
オスロ大学医学部の学生の６割は女子、全国の基礎医学研
究者の半数は女性とのこと。

　ノルウェーのクリスマスは一年
でもっとも伝統的な祭典の一つ。
　ユーレニッセ（クリスマスの
ニッセ）はサンタクロースの役割
を果たしますが、姿は異なりま
す。 
　ニッセは古くから納屋などに住
んでいるとされる妖精です。

ノルウェーの絵葉書。先住民族
サーメ人の１年を表したもの。

Rune Blomhoff氏の教授室にて。

オスロ大学理学部Norbert Roos
教授（左）、同Trond Berg教授。

トロムソ大学医学部附属病院・プレイセラピストのTove Smedsrød氏
（左）と血管医学の主任教授のBård Smedsrød氏ご夫妻。

Trond Berg教授ご夫妻。 Bård氏の教室ミーティングの様子。

「ノルウェー～森とフィヨルドの美しい国～」
ノルウェー王国大使館

オスロ大学医学部医化学講座主任
教授Heidi Kill Blomhoff氏（左）と栄
養学講座主任教授Rune Blomhoff
氏ご夫妻。中央が妹尾教授。

　今回お話をうかがったノルウェーのカップルの
方々のお話では「男女共同参画は男性側の課題で
は？」、「ノルウェーは確かに男女平等の様々な水
準は高いが、まだまだやるべきことはある」とのこ
と。
　「女性がベビーカーを押しながらバスや電車に乗
ろうとすると、自然に周りの男性が手を貸す、とい
った光景がよく見られるが、仕事の場となると一
変。重い荷物も女性一人で運び、女性側が、女性だ
からと手を貸されることを嫌がる。」と妹尾教授。

秋田県秋田県

スヴァールバル諸島スヴァールバル諸島

秋田大学　男女共同参画推進室長
渡部　育子

（４）
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi 増刊号 

12月

12/15～12/23

妹尾教授
現地支援環境調査：
オスロ大学・トロムソ大学

12/23
不思議体験
次世代女性研究者
育成イベント 
「親子でサイエンス ～
ようこそ！コラーゲン
の世界へ～」 

12/24
サイエンスセミナー 
「体のなかのコラーゲン
～コラーゲン研究から
わかること（マンモスを
例にとって）～」 
　 
講師： 
㈱ニッピ　バイオマトリ
ックス研究所長
服部 俊治氏 
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秋田大学男女共同参画推進室

平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

発行者：国立大学法人秋田大学男女共同参画推進室
　　　　〒010-8502　秋田市手形学園町１－１
　　　　電話：018－889－2260
　　　　http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

coloconi

Newsletter

（１）

　平成23年２月21日にホテルメトロポリタン秋田で「持続可能

な男女共同参画のあり方を探る」と題して、秋田大学の国際シン

ポジウムを開催しました。当日は県内外から75名ほどの参加が

あり、その中には託児室を利用された方もいらっしゃいました。

　基調講演の講師としてドイツのテュービンゲン大学アジア地域

文化研究所のハイディ・ブック＝アルブレット氏をお招きし、

「ドイツにおける男女共同参画の問題と取り組み」と題してご講

演をいただきました。

　ドイツでも出生率の低下という社会問題のほかに、育児のため

に家庭に入る「家庭期」が長くなるとキャリアのチャンスが少な

くなるなど、日本と同じような問題を抱えている現状を知ること

ができました。

　ブック氏は自身の経験を通して、子ども手当などの金銭面の支

援よりも保育園の増設などの環境作りによって出生率が増加する

のではないかという見解を示されました。

　また、パネルディスカッションでは、ドイツ、アメリカ、日本

の各大学の取り組みや研究者という視点からの意見や、後援いた

だきました秋田県男女共同参画課からは行政側の取り組みが紹介

されました。
　特に日本の研究者からは「制度を知らない場合があるの

で、制度の周知がもっと必要である」という意見があったの

に対し、ドイツやアメリカの研究者からは、「社会人で制度

を知らない者はたぶんいないと思う」という意見があり、日

本ではもっと自分が利用できる制度について積極的に知る姿

勢が必要であると感じました。

　参加者に行ったアンケートでは「外国の方から話しを聞く

機会をまた設けてほしい」などの多数の意見や感想が寄せら

れ、関心の高さが伺えました。

講演をする
ハイディ・ブック=アルブレッド氏

パネルディスカッションの様子

「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」

  秋田大学国際シンポジウムを開催
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（２）
秋田大学男女共同参画推進室

coloconi

　平成23年２月16日、秋田大学の男女共同参画推進とさらなるワー
ク・ライフ・バランス推進のために、教職員及び市民の皆様を対象に秋
田大学男女共同参画推進フォーラムを開催しました。
　講師として新潟大学教育学部教授／企画戦略本部女性研究者支援室長
の五十嵐由利子氏をお招きし、ご講演いただきました。
　五十嵐氏からは自身の子育て経験も交えながら、研究者にとって必要な
環境を整えていった新潟大学の取り組みをご紹介いただきました。特に会
場の注目を集めたのは「新大シッター」による保育支援制度でした。
　新潟大学には所定の研修を修了し学長から認定を受けた在学生が、土
日・祝日に大学構内で一時的に保育を行う様子が紹介されました。
　約60名の参加者からのアンケートで
は、「新大シッターが参考になった」
「様々な大学の取り組みを知ることは重要
である。今後も開催して欲しい」など、多
数の意見や感想が寄せられました。

岩手大学主催
「北東北地域の大学連携による
 男女共同参画推進シンポジウム」
　　　　　　　　　　　  に参加

岩手大学主催
「北東北地域の大学連携による
 男女共同参画推進シンポジウム」
　　　　　　　　　　　  に参加

リーフレットと報告書が
完成しました！

リーフレットと報告書が
完成しました！

発行：秋田大学男女共同参画推進室コロコニ
ＴＥＬ：018－889－2260
ＦＡＸ：018－889－3186
E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp

講演する五十嵐由利子氏

学生も含め約60名の参加者が出席

「女性研究者支援を通して
  ワーク・ライフ・バランスを考える」
秋田大学男女共同参画推進フォーラムを開催

　平成22年12月23日に開催した「親子でサイ

エンス」の内容をまとめた中高生向けのリー

フレットが完成しました。

　リーフレットは当日の様子のほか、株式会

社ニッピバイオマトリックス研究所で研究員

として活躍されている女性研究者へのインタ

ビューなども掲載しております。

　また12月24日開催のサイエンスセミナーの

活動紹介書は、より深くコラーゲンの研究を

知りたい方にお勧め

です。

　ご希望の方は下記

宛先へご連絡くださ

い。

　平成23年３月３日に岩手大学主催のシンポジウ
ム「男女共同参画から多様な人材が活きる大学へ」
が開催されました。本学からは渡部育子室長と教育
文化学部の和泉浩准教授が参加しました。
　シンポジウムでは、今後も積極的に地域における
男女共同参画への意識啓発活動を行っていくこと
や、地方大学間の連携を深めていくことを確認しま
した。

パネル展では各大学
の取り組みが紹介
されました。
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	5）　ホームページとブログによる情報発信

ホームページURL　http://www.akita-u.ac.jp/coloconi

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。

秋田大学の学章は、３枚の秋田蕗の葉に、大学の文字を配したものです。

コロコニだより（コンシェルジュ・ブログ）を更新しました(H23.2.14) 

秋田県少子化対策総合ウェブサイト「ベビーウェーブ・アクション」開設のお知らせ

(H23.2.10) 

Newsletter vol.5を発行しました(H23.2.2) 

「秋田大学 男女共同参画推進フォーラム」を2月16日に開催します(H22.1.13) 

『親子でサイエンス ～ようこそ！コラーゲンの世界へ～』を開催しました(H23.1.7) 

サイエンスセミナー『体のなかのコラーゲンの役割～コラーゲン研究からわかること

（マンモスを例にとって）～』を開催しました(H23.1.7 ) 

「基本的な相談の受け方（応用編）」リーフレットを発行しました(H23.1.7) 

秋田大学・国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」を2月21日

に開催します(H22.12.24) 

Newsletter vol.4を発行しました(H22.11.30 ) 

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」の活動紹介書を発行し

ました(H22.11.30) 

育児休業・介護休業制度

を利用したい人のための

相談室。コーディネータ

ーが中心となってサポー

トします。安心してご相談

ください。 

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。 

ホーム 事業概要 イベント情報 コンシェルジュ・デスク 支援事業 年間活動報告 ライブラリ よくあるご質問 お問合わせ リンク集 プライバシーポリシー
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ブログURL　http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/blog/
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	6）　シンボルマーク募集

男女共同参画推進室のシンボルマーク募集に関する報告書
プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年6月14日(月)…16:30 ～ 17:30

場 　 　 所 秋田大学　インフォメーションセンター

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（表彰式・交流会）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（　　　　　　　）

来 場 者 人数：15名、（内訳　教職員：11名　学生：４名）

周 知 方 法 新聞……雑誌……学会誌……メディア取材……プレスリリース……HP………メール発信……その他（電話、メール）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画担当学長補佐　渡部　育子
男女共同参画推進室のシンボルマーク発表表彰式＆交流会

内 　 　 容 　男女共同参画の意識啓発の一環として、学部学生・大学院生を対象にシンボルマークの
募集を行った。全学部から１８点の応募があり、最優秀賞１点、優秀賞２点を審査の上決定し
た。表彰式には、応募学生の他、プロジェクト運営委員や学内教職員の参加の元、副賞とパ
ネル入りデザインの授与を行った。その後の交流会では、応募学生からデザインコンセプトの
発表や男女共同参画に対する意見交換などを行い、参加者同士の交流を図った。
　シンボルマークは今後、広報用ポスターやホームページ、イベントなどで幅広く使用し、男
女共同参画の意識啓発や取り組み事業のアピールに活用する。

効 果、問 題 点 　プロジェクト運営委員による学生への呼び掛けにより、教職員や学生への男女共同参画に
対する意識啓発につながった。
　全学生への周知が十分に行うことができなかった。

反 省 事 項 　告知・周知期間が短く、応募期間に間に合わない学生がいたようである。
今後は、早めの告知と周知方法の改善を行うこととしたい。

特 記 事 項
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◆男女共同参画推進室シンボルマーク募集

　男女共同参画推進室では、平成２２年４月２８日～５月２５日まで、学部生・大学院生を対象にシンボルマークの募
集を行いました。
　男女共同参画の理念を知っていただく意識啓発という点では最大のアピールになると考え、学内の様々な掲示板
への掲示・学生用ポータルサイトへの掲載・お昼休みの学食での広告配りなど様々な方法で約１０００枚の広告を
配布し応募を呼びかけました。
　その結果、全学部（教育文化学部・医学部・工学資源学部）からの応募があり、応募総数は１８点に及びました。
どの作品も男女共同参画について理解し、考えに考えぬかれた素晴らしい作品ばかりでした。厳正な審査の上、下
記の方々の案を採用することと決定いたしました。

○最優秀賞　大貫耕内さんの作品コンセプト
　「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についてですが、
右は赤色で女性を、左は青色で男性を表現してい
ます。スマイル（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。比較的簡素に仕上げることで、縮小した場合でもマークとし
ての機能を果たすことができると思います。また、黒い縁取りを入れることによって
各色に境界を作り、白紙の上で印刷した際にふきのとうの緑や黄緑の色がはっきり
わかると思います。」

　平成22年６月14日、インフォメーションセンターで入賞者へ授賞式を行いました。授賞式には入賞者及び応募者並
びに関係者にも参加を依頼し盛大に行われました。

　授賞式の後には、応募者と関係者の交流
会が行われ、応募したきっかけや、学生から
みた男女共同参画とは、これから社会人に
なったとき自分はどう男女共同参画と関わる
のかなど多くの話題が取り上げ意見交換を行
いました。

最 優 秀 賞 教育文化学部　３年 大　貫　耕　内…（ｵｵﾇｷ　ｺｳﾀﾞｲ）さん

優 秀 賞 医学部　　　　３年 漆　畑　宗　介…（ｳﾙｼﾊﾞﾀ　ｿｳｽｹ）さん

優 秀 賞 工学資源学部　３年 小　林　奈緒美…（ｺﾊﾞﾔｼ　ﾅｵﾐ）さん

最優秀賞　大貫耕内さん

優秀賞　漆畑 宗介さん 優秀賞　小林 奈緒美さん
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秋田大学男女共同参画推進室coloconiでは、オリジナルのシンボルマークを
大募集しています。

★応募期間 平成２２年４月２８日～５月２５日
★応募要項 設置してある応募要項をよく読み、ご応募ください。
★結果発表 平成２２年５月２８日

～男女共同参画推進室って？～
男女共同参画とは、私たちが持っている「男だから○○」「女なんだから○○じゃなく

ちゃ」というイメージ、考え方にとらわれることなく、一人ひとりが自分の持つ能力を十分に
発揮し、「平等」に扱われるべきだという考え方です。

本学の男女共同参画推進室では、次世代の女性研究者の育成、教職員の育児・介護に関わる
休業制度の取得への支援、様々な情報提供や相談窓口の開設など、働きやすい環境作りに向け
て幅広い活動を行っています。

～coloconiって?～
秋田県の花をご存知ですか？秋田県の花は「ふきのとう」です。

「コロコニ」はアイヌ語で「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。

平成21年度文部科学省科学技術振興調整費
「女性研究者支援モデル育成」事業

秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

申込み・お問合せ：男女共同参画推進室coloconi
Tel : 018-889-2260
Fax : 018-889-3186
Email : sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

男女共同参画推進室
コロコニ

コロコニ
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秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ シンボルマーク募集要項 

３枚目が応募用紙となっています 

 

●募集概要 

秋田大学男女共同参画推進室コロコニでは、本推進室の発足にあたりその理念を広く知っていただき、

より多くの方々に利用していただくため、広報用のシンボルマークのデザインを募集します。採用さ

れたデザインは広報用のポスター、チラシ、Ｗｅｂサイト、各種刊行物などで幅広く使用する予定で

す。多数のご応募をお待ちしております。 

 

●募集期間 

平成２２年４月２８日～平成２２年５月２５日 

 

●応募資格 

秋田大学に在籍する学部学生・大学院生 

 

●応募方法 

・応募用紙に必要事項を明記のうえ「男女共同参画推進室コロコニ」宛応募して下さい。 

（学内便・郵送・直接持参・電子データいずれも可） 

・１人３作品まで応募することができます。 

※電子データで応募の場合 

a.「JPEG」など一般のＰＣで閲覧可能な画像としてください。 

b.応募作品のサイズは原則１作品につき１ＭＢ以内とします。 

c.応募作品のデザインコンセプト、説明文（２００～３００字程度）をワード文書で添付してください。 

d.件名は、「シンボルマーク応募」とし、所属学部・学科・学籍番号・氏名・連絡先も電子メール署名

欄などに記載してください。 

 

●副賞 

 最優秀作品賞 １点 図書券 １０，０００円 

 優秀作品賞  ２点 図書券  ５，０００円 

 

●審査結果 

・結果発表 平成２２年５月２８日 

・本推進室ホームページ上で発表します。また、入賞者には直接ご連絡を差し上げます。 

                    （ＨＰアドレス http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/） 

○注意事項 

・応募いただいた作品は返却いたしません。 

・応募作品は未発表のオリジナルであり、また第三者の著作権や商標権等を侵害しないものに限ります。 

・応募作品が２名以上の者により共同で創作された場合には、他の創作者（共同著作者）と共同で応募
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してください。 

・採用された作品の応募者（著作者）はその作品の著作権を無償で秋田大学に譲渡するものとします。 

・採用された作品の応募者（著作者）は、その作品が公表・使用されることに同意するものとし、その

公表・使用にあたり、著作者の氏名が表示される場合と表示されない場合があることに、同意するも

のとします。 

・採用された作品の応募者（著作者）は、その作品について、本推進室の責任のもとに色・形・大きさ

など若干の変更がなされることがあることに同意するものとします。 

・応募者の個人情報は厳重に管理し、シンボルマーク募集にかかる事務以外には一切使用しません。 

                          

 

【秋田大学男女共同参画推進室とは？】 

 男女共同参画とは、私たちが持っている「男だから○○」「女なんだから○○じゃなくちゃ」というイ

メージ、考え方にとらわれることなく、一人ひとりが自分の持つ能力を十分に発揮し、「平等」に扱われ

るべきだという考え方です。 

 本学の男女共同参画推進室では、次世代の女性研究者の育成、教職員の育児・介護に関わる休業制度

の取得への支援、様々な情報提供や相談窓口の開設など、働きやすい環境作りに向けて幅広い活動を行

っています。 

 

【コロコニとは？】本推進室の名称の由来は・・・ 

秋田県の花は「ふきのとう」です。「コロコニ」はアイヌ語で「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。 

  

  

 

 

  応募窓口（電子メール送信先）、お問い合わせ先 

 

                           〒010－8502  秋田市手形学園町１－１ 

                                       本部管理棟１階 

                           秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ 

                           電話：０１８－８８９－２２６０ 

                           ＦＡＸ：０１８－８８９－３１８６ 

                           E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp 
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秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ シンボルマーク応募用紙 

  作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名（フリガナ）                      

 

                                      

所 属 

                   学部        学科        年 

                  研究科        専攻        年 

住 所                         電話番号（日中連絡がとれるもの） 

 

学籍番号                   

作品の説明（２００字～３００字程度） 
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（2）県内大学間連携体制の構築　

	１）　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」

シンポジウム開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年9月7日(火)…13:30 ～ 16:00

場 　 　 所 ホテルメトロポリタン秋田　３階グランデ

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（リーフレット等））

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（高等教育機関関係者・行政）

来 場 者 人数：35名、（内訳　一般：20名　大学教職員：15名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　メディア取材　プレスリリース　HP……メール発信，
その他（県内の教育機関・交流施設・企業などにポスター･チラシを送付　）

実 施 者
関連サブテーマ

　男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
　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」

内 　 　 容 　・挨拶：秋田大学長
　・基調講演：㈱リクルート　リクナビ編集長　岡崎仁美氏による
　　　「女性の働きやすい環境作りについて」
　・パネルディスカッション：秋田県内５大学１高専による「男女共同参画の現状と課題」
　・質疑応答

効 果、問 題 点 　周知期間が短かったため参加者数は少なかったが、大学・行政関係者や一般県民と年
齢層も幅広く参加していただいた。女性の働きやすい環境作りについての企業の取り組みや
人材育成法、岡崎氏自身の体験を踏まえたお話しには大変興味深いものがあったという参
加者の声が多かった。また、県内の大学高等機関からのパネリストによる男女共同参画の現
状と課題についての報告では、共通課題や各機関特有の課題があることがわかった。今後
も、大学間連携に関する会議を通して課題解決に向けて取り組んでいくことを確認した。

反 省 事 項 　講師急病のため7月開催予定が延期になっての開催となり、夏季休業の時期とも重なり講
師・パネリストの連絡調整等に時間を要したため、告知・周知の期間を十分に取れなかった。

特 記 事 項 　特になし。
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主催：秋田大学
共催：秋田県立大学、国際教養大学
主催：秋田大学
共催：秋田県立大学、国際教養大学

お申し込み・お問い合せ先
　秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ
　 T E L：0 1 8 － 8 8 9 － 2 2 6 0
　 F A X：0 1 8 － 8 8 9 － 3 1 8 6
　E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

お申し込み・お問い合せ先
　秋田大学 男女共同参画推進室コロコニ
　 T E L：0 1 8 － 8 8 9 － 2 2 6 0
　 F A X：0 1 8 － 8 8 9 － 3 1 8 6
　E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

日時：平成22年9月7日（火）
13：30～16：00（開場 13：00）

場所：ホテルメトロポリタン秋田 3階 グランデ

日時：平成22年9月7日（火）
13：30～16：00（開場 13：00）

場所：ホテルメトロポリタン秋田 3階 グランデ

※ 駐車場に限りがありますので
　 公共交通機関をご利用ください。
※ 駐車場に限りがありますので
　 公共交通機関をご利用ください。

▼ 会場案内図▼ 会場案内図

平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」
平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

大学間連携合同シンポジウム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』『男女共同参画の現状と課題』

入場無料

　　  県内の大学等高等教育機関の
関係者及び一般県民

　　  必要（当日参加も可能ですが、事前
申し込みにご協力願います）

対象  県内の大学等高等教育機関の
関係者及び一般県民

申込  必要（当日参加も可能ですが、事前
申し込みにご協力願います）

プログラムプログラム

コーディネーター
渡部　育子
（秋田大学 教育文化学部教授・男女共同参画推進室長）

コーディネーター
渡部　育子
（秋田大学 教育文化学部教授・男女共同参画推進室長）

1971年香川県生まれ。1993年㈱リクルート
入社。以来一貫して人材採用に関する営業およ
び編集企画に従事。「ビーイング」副編集長、
「リクナビNEXT」編集長を歴任し2008年
11月より現職。
三児の母でもある。

1971年香川県生まれ。1993年㈱リクルート
入社。以来一貫して人材採用に関する営業およ
び編集企画に従事。「ビーイング」副編集長、
「リクナビNEXT」編集長を歴任し2008年
11月より現職。
三児の母でもある。

1. 開　　会

2. 挨　　拶　秋田大学長 吉村　昇

3. 基調講演

演　　題「女性の働きやすい環境作りについて」

講　　師 
株式会社リクルート   
リクナビ編集長 岡崎 仁美氏

4. パネルディスカッション参加校

5 閉　　会

1. 開　　会

2. 挨　　拶　秋田大学長 吉村　昇

3. 基調講演

演　　題「女性の働きやすい環境作りについて」

講　　師 
株式会社リクルート   
リクナビ編集長 岡崎 仁美氏

4. パネルディスカッション参加校

5 閉　　会

日本赤十字秋田看護大学
秋田公立美術工芸短期大学
秋 田 工 業 高 等 専 門 学 校
秋 田 県 立 大 学
国 際 教 養 大 学
秋 田 大 学

日本赤十字秋田看護大学
秋田公立美術工芸短期大学
秋 田 工 業 高 等 専 門 学 校
秋 田 県 立 大 学
国 際 教 養 大 学
秋 田 大 学
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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」
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　皆さま、こんにちは。ただいまご紹介にあず
かりました株式会社リクルートで就職サイトの「リ
クナビ」の編集長を務めております岡崎仁美と申
します。本日はこのような機会を頂戴いたしまして
大変感謝しております。心より御礼申し上げます。

　本日ですが、アジェンダとしてこの３点につい
てお話を差し上げたいと思っております。
　ただ１番最初にお断りしておかなければなら
ないのは、私自身は男女共同参画のあるいはダイ
バーシティ推進の専門家ではございません。
　こういった機会をいただいたのはなぜかなと
考えた時に三つ程私の立場からお話しできるこ
とがあるのではないかと思っております。
　私の立場といたしましてまず一つ目は就職サ
イト、大学生、大学院生が就職をされる際に企業
を探したり、あるいは業界研究をしたりというよ
うなことで、就職サイトを使うというのが特に
2000年代に入ってからは常となっておりますが、
その就職サイトを運営するという立場で本日は
女性の働きやすい環境作りというテーマでござ
いますが、まずその働く環境に飛び込む学生が、
就職の際にどんなことを考えているのかという
点。あるいはそれを受け入れる企業の、今の悩み
はどんなものなのかということを就職サイトの
運営者としてお話できるのではないかというこ
とが一つ。
　そして二つ目は先ほどもご紹介いただきまし
たが、私自身が今３人の娘を育てながら何とか仕
事を続けているというような、両立できているの
か、できていないのか、自分でも悩みが満載の
真っただ中におりまして、そうした一人の働く女
性としての立場からお話しできるというのでは
ないかというのが、二つ目。
　そして三つ目はリクルート、このリクルートと
いう会社がどんな会社で、何をしていてというよ
うなことも少しご紹介申し上げたいのですが、ご
多分にもれずやはり男女共同参画と言いますか、
企業用語ではどちらかというとダイバーシティ
推進というふうに言われる事が多いと思われま

講師：株式会社リクルート　リクナビ編集長　岡崎　仁美　氏

第１部　基調講演
「女性の働きやすい職場環境作りについて」

岡崎　仁美　氏
1971年香川県生まれ。

1993年㈱リクルート入

社。以来一貫して人材採

用に関する営業および編

集企画に従事。「ビーイン

グ」副編集長、「リクナビNEXT」編集長を歴

任し2008年1月より現職。三女の母でもある。
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すが、このダイバーシティ推進に課題を感じて、
いろいろな施策を行っている企業の一つでもご
ざいます。
　企業で働く個人としての私はそうした施策を
施される側ですけれども、その施される側として
いろいろ体験したこと、特にその取り組みの一つ
としてJ-WinというNPO、こちらにも参加を２
年間させていただきました。そうした経験からも
お話ができるかなというものが三つ目。このよ
うにいずれも専門家というよりは現場の話だと
思っています。
　これらの視点の中からアジェンダの３点をお
話させていただきたいと思っております。

　最初に本題に入る前に、少し自己紹介をさせて
いただきたいと思っておりまして、まず株式会社
リクルートについてです。
　リクルートについては、おそらくおかげさまで
社名についてはご存じいただいている方が少な
くないんじゃないかなと思っていますが、非上場
の会社でもございますので、一体何をしていて、
どれぐらいの人がいて、どれぐらいの売り上げな
のかというところはなかなかご存じいただいて
ないかもしれないなと思い、最初リクルートの概
要をお持ちしております。
　比較的新しい会社というイメージで捉えられ
ることが多いように思っていますが、実は創業
50年です。従業員が今6,000名ほどおりまして、
そのうちの約55％、3,300人位が女性です。そし
て売上高が3,200億ぐらいですが、企業理念とい
たしましては情報を提供するということを生業

としている中で、「私たちは常に社会との調和を
図りながら新しい情報価値の創造を通じて、自由
で活き活きした人間社会の実現を目指す」と掲げ
ております。
　このあと詳しくお話を致しますが、これだけ変
化の激しい社会、社会と調和を図りながら常に価
値のある情報を提供するというところ、なかなか
苦労しているというのも事実です。
　これを乗り越えるための一つのダイバーシ
ティ推進というような位置付けで、弊社に関し
ましてはいろんな施策を打って参りましたので、
のちほど詳しくご説明したいと思っています。
　そしてこの「まだここにない出会い」。今ある
ものではなく新しい価値を作るというところに
より一層こだわりを持って経営をしていこう。そ
んなコンセプトで企業メッセージ、「まだここに
ない出会い」というのも掲げています。
　この価値の創造というものの源泉は人である
と、リクルートのようなビジネスは何かメーカー
として物を作っているというよりは、人の価値で
目に見えないものを売っているんだというよう
な捉え方をしております。そうした一人ひとりの
従業員が価値ある仕事にまい進できるような環
境づくりというのは必須ということでやってい
るんだというふうに、働く一人の社員としては捉
えておる次第です。

　ちなみにリクルートグループといたしまして
は、新しい価値の創造というのも大変広い領域で
やっておりまして、グループの連結でいきますと
86社で約8,000億の売上の規模となりますが、一
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番上の真ん中の所に人材領域とあります。これ
が、私が所属をしている分野ですけれども、その
他に旅行ですとか、結婚情報、飲食情報あるいは
医療、エンタメ、自動車などなどいろんな生活に
かかる分野の中で情報を新しい価値を提供する
と。そうした情報提供を行うという事業を営んで
いる会社です。

　そんな中で私が所属するリクルートのHR事業、
ヒューマンリソース部門というふうに名乗って
おりますが、このヒューマンリソースの分野全体
の理念が、「一人ひとりが生き生きと働ける次世
代社会の創造」。
　昨今わが国でも“ディーセントワーク”という
言葉が使われるようになってきたと思いますが、
人が減っていくこの国の中で一人ひとりが持て
る力を最大限発揮して、なんとかもう一度成長に
導いていこうというようなこと、今新成長戦略の
中でも少し触れられているかと思いますが、そう
した所に少しでも貢献できるようにと、具体的に
は学生に対して就職に関するさまざまな情報提
供を行ったり、あるいは研修のようなものを提供
したりというようなことを行っております。
　ちなみに実は弊社の創業事業でございまして、
創業者江副浩正が学生の時に大学新聞の広告代
理店業というので創業したのが発端になってお
ります。
　その大学新聞の広告の中でも、特に企業の求人
広告に特化をした形で代理店業をやっていたの
ですが、大きく社会環境が変わるタイミングで
した。いろんな産業が新しく起こってきていた

り、あるいは日本自体が非常に成長している時代
だったりという中で、大学生というと、またこの
江副の場合は東大新聞というところにおりまし
たので、東大生、みんな官僚になるばかりではな
くて、これから成長するような中小企業あるいは
地方の企業、こういった所にもどんどん就職をし
て、そこで事業の成長、社会の成長に貢献するべ
きという志があったと聞いております。
　そんな志のもと、リクルートブックという、学
生に就職情報を届けるビジネスというのを始め
たというのが50年前の話です。
　今私が運営させていただいている『リクナビ』
というのはインターネットの媒体です。実はもう15
年目になります。1996年からインターネットに
よる就職情報提供というのを開始いたしました。
　その時々の景気に左右されますが、本年度版
は、今の４年生にご利用いただいている、あるい
は修士の２年生にご利用いただいている『リク
ナビ2011』というものは約8,000社の企業に参加
していただいておりまして、学生の方は60万人、
最近では就職か進学か迷っている方々もこのよ
うな就職サイトで情報を収集するという流れに
なっておりまして、60万人の方に利用をしてい
ただいております。
　あるいは日本全国で就職イベントの『リクナビ
ライブ』というものを開催したり、特に今年度に
関しましては就職問題、非常に昨今叫ばれている
部分になりますけれども、特に中小企業の雇用を
拡大しようというコンセプトで、中小企業庁から
受託事業として、『ドリームマッチプロジェクト』
という、卒業まで半年になった学生と中小企業さ
んとのマッチング事業も運営をさせていただい
ております。
　就職の情報を提供する中で、特に女子学生向け
の支援サービスには、非常に注力してまいりまし
た。
　と言いますのも、弊社自体非常に女性が多いと
いうところもありますが、弊社がここまでなんと
か事業を続けてこられた中で、やはり過去女性の
活躍が非常にあったという、実感値もあります
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し、転職情報誌の『とらばーゆ』というものを
1980年に創刊しているのですが、まさに女性の
社会進出に対して、何か貢献したいと、それは主
にやはり弊社の中の女性社員たちの発案やがん
ばりで実は『とらばーゆ』の事業は拡大してまい
りました。
　女性が働くというと例えば近所のレジしかな
いのでは？と思っている人も少なくない状況が
あり、レジの仕事ももちろん尊い仕事ですが、
もっともっと選択肢があっていいのではないか
ということで企業に対して「女性をとりましょ
う」と、「女性はまじめでいっぱい働きますよ」
という、僭越ではございますが、いわゆる啓発的
な動きも含めまして女性の社会進出に多少なり
とも貢献してきたという自負もあり、今これだけ
女性の進学率も高まっている中で、進学までは学
校の勉強をがんばればできるけれども、その先の
就職で迷ってしまう、悩んでしまう女子学生が少
なくないと捉えており、われわれの新卒の事業で
も女子学生向けの支援サービスは、非常に強化を
してやっていると考えております。
　一つは1965年に創刊をした『就職ジャーナル』。
当時は雑誌でした。今これは２年前に、もっと幅
広い方に無料で見ていただこうということでイ
ンターネットに引っ越しをし、Webサイトで展
開をしまして、時々本を出すというそんなスタ
イルに変わっておりますが、この就職ジャーナ
ルというWebサイトの所に“女性”というカテゴ
リーを設けまして、ここでたくさんの事例、ロー
ルモデルと表現される事が多いと思いますが、事

例を学生の皆さんに読んでいただくということ
をやっております。
　女子学生の皆さんと接していると、長く働きた
いし、結婚もしたいし、出産もしたいし、でも何
もかもできるのか自信もないしというような声
もよくお聞きします。そして今社会で活躍してい
る女性たちを見るとあまりにもまぶしくて、「あ
んなこと私には絶対無理」と思ってしまう方も少
なくないのですが、「いやいやそうじゃないんだ
よ。皆ドロドロになりながら一つ一つ壁を越えな
がらここまで来ているんだよ」というような生の
声をお届けすることで、特に総合職や管理職に関
しましては、ロールモデルがまだまだ少ないとい
うのが現状かと思いますので、どちらかというと
そちらに少し力点を置いた形で情報提供をして
おります。
　女子学生のためのキャリアのさまざまな築き
方やライフスタイルというのをこうしたページ
でご紹介しています。ちょっと小さくて見づらく
て恐縮ですが、ピンクのラインが入っている方
とブルーのラインが入っている方がありますが、
ブルーの方が技術系の方を取り上げさせていた
だいています。
　ロールモデルが最も少ないのはやはり技術系
かと思います。研究者ということでいうと文系の
方も含まれると思うのですが、そうした専門職を
極める分野でのロールモデルが少ないという悩
みも女子学生の方から随分伺いますので、この

『就職ジャーナル』での情報提供に関しては総合
職、管理職に加えエンジニアの方、研究者の方も
積極的に取り上げております。
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　その名も“ジョシcafe”というイベントで、こ
れも３年前から開催しております。
　特に最近のように少し就職の環境が厳しくな
ると女子学生の本音の悩みとしては、本当は実際
の働く場について、生活についていろいろ面接等
の場で質問をしたいのだけれども、あるいはOG
訪問で質問をしたいのだけれども、そうしたこと
ばかり聞くとマイナスの評価をされるのではな
かと思って、生活面というよりは仕事の内容だっ
たり、やりがいみたいなことを質問しなきゃい
けないのではないかと思いこんでいる学生の方、
少なくないのです。
　なので「出産したら休めるんですか」みたいな
ことは、ひょっとしたらタブーなんじゃないか
と感じている。でも一人一人の就職をする学生
にとっては当然生活の中の仕事だったりもする
わけですから、非常に気になる点なのですけれ
ども、実態を誰に聞いたらいいのかわからない。
どんな場面で聞いていいのかわからないという
ような声が寄せられていました。
　そこで就職イベント、いわゆる合同会社説明
会という選考を前提とした面接をする場面では
なくて、集団OB・OG訪問会みたいなものを作っ
たら、きっと学生は喜ぶんじゃないかと。企業の
方も結局ミスマッチでせっかく優秀な女子学生
を採用しても離職してしまうというような悩み
も非常によくお聞きするので、企業の方にもぶっ
ちゃけ話をしていただくことによって採用の効
率をむしろ高めるというような、そういうご提案
ができるのではないかということでこの“ジョシ
cafe”を企画し、運営をしております。
　これはカフェという名前のとおり、座談会のよ
うな、車座になっていただいて、女性の先輩に対
して、先輩と言っても自分の学校の先輩というこ
とではなく、社会人の広い意味での先輩にいろん
な話を質問するというものです。これが実はヒッ
トしておりまして、女子学生のみなさんが、最
初にやったときは我々の想定の倍来られて、い
ろいろ消防法上まずいとか、エレベーターが動
かないみたいなこととかもありましたけれども。

それだけ女子学生の皆さまがこれだけ情報過多
の時代というふうに言われながら、ほしい情報が
なかなかないと思ってらっしゃるんだなと。我々
の使命を果たそうと思ったら、まだまだやること
があるなと実感させていただいた次第です。

　ここまでリクルートおよびリクルートの新卒
事業のお話をさせていただきましたが、私の自己
紹介、先ほどの略歴をいただきましたので、簡単
に申します。
　入社して20代の頃は大阪で営業をしていまし
た。リクルートの営業というのは私も人材の分野
でずっとおりますので、まさに「『リクナビ』に
掲載してください」という営業だと思っていただ
ければいいかと思います。
　当時は『リクナビ』ではなくて、『リクルートブッ
ク』という紙メディアでしたけれども、採用を
考えている企業にこういう点でアピールをして、
こういう点を訴えて御社の求める人物を、御社
の企業説明会に呼び込んで獲得していきましょ
うというご提案をし、広告を掲載していただく、
そのような営業をしておりました。
余談になるかもしれませんが、90年代、93年に
私は就職をしたのですが、バブル崩壊のあとです
ね。今の学生が置かれている環境とちょっと似て
いると思います。「先輩の就職は結構楽勝だった
と聞いていたのに、えらい違うなあ」と実感しな
がら、私も紆余曲折ございまして、もともと理
系に進学していたのですが、文系就職をしてリク
ルートに入った。しかも営業職に就いたという経
緯です。
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　90年代は雇用の分野については様々な変化が
あった時代でした。一方で大学への進学率、大学
の定員が増えていく中で私は中小企業向けの営
業をしていたのですけれども、これまで高校生を
中心に採用していた企業が最近、この不況で大学
生がとれるらしい、大学生を初めて採用してみよ
うと、そんな企業とたくさんお付き合いをさせ
ていただいたことは、今私自身の大きな糧になっ
ているなと思っています。
　現場の営業の仕事は非常におもしろかったの
ですが、もっともっと仕事がしたいと思いまし
て、29歳の時に自分で希望をして異動をしまし
た。この異動のタイミングで実は地域が変わり、
職種が変わり、営業から企画に動きました。そし
てこの時にマネージャーに就任をしております
ので立場も変わり、いきなり三つの要素が変わっ
たことで、これまでのやり方でなかなか通用しな
いことがあるなと。これまでは女性だからという
ことで逆に多めに見てもらって、いろいろとお客
さんにかわいがってもらっていたからこその業
績だったのだなあということを非常に痛感した
この2000年代の前半でございました。
　とはいえ、思いっきり仕事がしたいなと思って
いましたので、まさに仕事一筋でやっておりまし
たが、一応結婚をする機会を得まして、またこれ
が運が良かったのか、悪かったのかわかりませ
んが、営業部長に抜擢をしていただき、その時に
ちょうど妊娠がわかりまして非常に悩みました。
悩みましたけれども、せっかくチャンスをもらっ
たのだからと思いまして、出産して、実は育休を
とらずに復帰をしました。
　復帰して、その間主人が２ケ月間育児休暇をと
り、その後2007年から今の新卒の事業に異動を
して参りまして、そのタイミングでJ-Win、この
あと少しお話しますが、J-WinというNPOがで
きまして、初年度に参加をさせていただいたと。
　さらに２年後2009年に今度は双子を妊娠いた
しまして、再び休職をし、そしてこの４月に復職
をしました。上の娘が今３歳、下の娘たちは０歳
２人、女３人の子どもを育てながら何とか仕事を

続けているというような状態です。

　J-Winについても少し触れておきたいと思います。
　東京都のNPOです。Japan・Women’s・Innovative・
Networkということで、先ほども申しましたように
2007年の４月に設立をされました。企業メンバー
制の団体です。個人会員という方はいらっしゃら
なくて、企業が出資をして、その企業の社員を何
人か出すというような形で、出資金に応じて出せ
る社員の数が比例して変わっていくというような
形です。弊社に関しましてはそれなりの出資をし
ておりまして、10名が参加しています。その第
Ⅰ期２年間の88社250名のうちの１社の一人と
いうことで、私も参加いたしました。
　企業におけるダイバーシティマネージメント
推進をサポートする各種活動をしましょうとい
うことでしたが、立ちあがった時にはそんなに明
確な事業というのはなくて、「何をするかから考
えなさい」というような、おそらく男女共同参画
に携われる方ならご存じだと思いますが、当時は
IBMの専務をされていた内永ゆか子さんという
方が理事長を務めておられまして、彼女の強力な
リーダーシップのもとで、七つの分科会に分かれ
て、私は次世代リーダー育成のための高校生への
啓発事業の分科会に所属しました。具体的なター
ゲットは誰か、そして何をするのかから考えなさ
いということで、いろんな会社から集まってきて
いる40歳ぐらいの女性管理職がほとんどなんで
すけれども、そういった人たちとミーティングを
重ねまして、やることを決めるだけでなく実際の
運用まで遂行する。これは大変いい経験になりま
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した。
　社内では、ある程度肩書の効果もあってみんな
がうんうんと言ってくれていたんだなあと気づ
かされました。私はその中では若手の方でしたけ
れども、企業の第一線で、しかもちょうどバブル
の時期に女性総合職第１号のようなポジション
からどんどん上がって行かれた百戦錬磨の方が
いらっしゃることもあり、会議が全然まとまらな
いんですよね。
　あれやこれやいろんなアイデアが出ますが、全
然まとまらなくってどうなるんだろうと思って
いながらも、当日を迎えるときっちり運営する
と。「これが女性の強さだよね」というふうに話
し合っていましたが。そんな業種や業態の枠を超
えて女性企業人同士で同じ目的に向かって活動
することによって、相互研鑚するという部分と。
　あとネットワーキング、やはり女性管理職は
孤立することが多いと言われていると思います。
ガラスの天井と言って、管理職になった瞬間、引
き上げてくれる上の人がいなくなって、非常に戸
惑うことが多いというようなこともよく言われ
ているかと思いますが、そうした孤立しがちな女
性管理職同士がお互いのネットワーキングを通
じて、お互いを高めあい、能力開発を図るという
ようなことも会の大きな目的の一つでした。
　これからの時代はクローバルだということで、

海外研修も行われました。私はニューヨークの研
修に参加させていただきましたけれども、現地の
企業経営者、現地のダイバーシティ推進のマネー
ジャーの方々と交流をする機会も得ることがで

きました。
　しかしメインは分科会活動。ここでは、高校生
のためのキャリアセミナーというものを何度か
開催をいたしました。
　この写真はたまたま東京ウィメンズプラザで
開催した時のものですが、通常では各高校に出か
けていって、高校の授業の中でどんな就職活動を
したのかとか、何を軸に就職先を決めたのかと
か、その手前の高校から大学に進む時の進路選択
で何を重視したのか、というようなお話から今の
生活に至るまでいろいろな、先ほどのジョシcafe
じゃないですけど、ぶっちゃけ話をいろいろさせ
ていただきました。
　この時に非常に印象的だったのは、やはり世の
中のことを当然ながら知る機会が少ないんだな
あと思っていまして、仕事と言ったらキャビンア
テンダントとか薬剤師とか、いわゆる固有の職
種名の付いているものしか女性は無理なんだと
思っていたと。サラリーマンの女の人がいるだけ
で驚いたと言われたり、さらに管理職をやってい
るなんていうのはほんとうにびっくりですとい
う反応があったり。
　一方で女子高生は素直というか、直球でいろん
な質問をしてきて、非常に新鮮な心持ちにもなり
ました。例えば社内恋愛とかどうなのとかです
ね。最近若い人たちが元気がないとか、おとなし
いとか言われていますが、私は女子高生とこうし
た場でほんとにひざを突き合わせて接する中で、
いやいや日本の女の子たちは元気だわっていう
ふうに、逆にこっちが勇気づけられたような、そ
んな貴重な経験もさせていただきました。
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　本題の学生の就職の場面、現在どうなっている
のかという点について、特に特徴的なところにつ
いて話をしてまいります。
　ちょっと資料が小さくて恐縮ですが、13ペー
ジ目に今、学生の就職が厳しいという話がちょっ
と過熱気味に報道されていると思います。「こう
いうふうに景気が悪くなるとあおりをくうのは
女子だよね」というようなことも聞かれますが、
実際にやはり女子学生の悲鳴の方が多くなって
いるなという実感もあります。
　じゃあ、就職内定率というものを少し俯瞰して
みましょうということで、こちらの厚生労働省の
大学等卒業者の就職状況調査のうちの、大学生男
女の数値を抜き出したグラフをご覧ください。
　左側が平成16年、つまり2004年の３月の卒業
の方の内定率。そして右端が平成22年、すなわ
ちこの2010年４月に新入社員になられた方の内
定率です。
　グラフが四つありますが、上に重なっている二
つのグラフが４月１日時点ということですので、
大学を卒業して社会人初日、この時の内定率が
何％だったのかというのが上の二つのグラフで、
重なっていて見づらいと思いますが、青紫が男
子、赤紫が女子です。
　これで見ていただきますと、実は最終結果とい
うのは男女同水準というふうに見ていいと思い
ます。ただこの内定率の分母は就職を希望する人
ですので、本当は就職したかったけれど就職を諦
めてこの分母から外れていった人は、捉えきれて
いないことを踏まえておかなければならないと
思います。

　就職を希望する人のうちで就職が決まってい
る人というのは、実は男女さほど最終的にはそ
んなに差がない。ただその下のグラフ、これは
10月１日時点です。今の大学生の就職スケジュー
ルで行きますと、３年生の後期、秋から冬ぐらい
から企業研究や業界研究や自己分析というもの
を始めて、年明けぐらいからOB、OG訪問、早
いところでは会社説明会や面接というようなも
のが始まり、本格的には４年生の４月から面接選
考ということを経て、内々定をもらい、そして10
月を迎えます。その10月というタイミングは一
般的には内定が確定する時期と捉えてください。
　その卒業前半年の時の内定率で見ますと、水
色が男子、オレンジが女子です。やはり2004年、
５年ごろ、昨今のダイバーシティ推進とか、男女
共同参画というものの機運が高まる前のタイミン
グでは、10月１日時点ではやはり男女差というも
のが顕著に見られていたというのが事実です。
　ただ2008年、2009年頃ですね、ちょうどこの
頃大学生の求人倍率というものも2.14倍という
ことで、16年ぶりに２倍を超えるような売り手
市場に転じました。
　そのタイミングで一気に企業における、特に新
卒における女子学生の採用が進展したと実感を
しております。この背景といたしましては大手企
業と中小企業で若干違っていますが、大手企業
に関しましてはバブルの時期、やはり人材採用難
だった時に女子学生が進学して優秀な人がいっぱ
いいると。この辺をとらなきゃというふうなウェー
ブがいったんあって、その頃の方々が今45歳ぐら
い、いわゆる雇均法１期生の方々と思いますが、
こういう人たちを受け入れて、その人たちが管理
職になっていらっしゃいますので、大手企業に関
してはこのタイミングはやはり大量採用する中
の一つのチャネルとして、女子学生へのPRを強
化したというような背景がありました。
　そして中堅中小企業に関しましては、バブル
の時の大手企業と非常に似ていると思いますが、
特に少子化という流れの中でこれから女性だけ
じゃなくて、これは外国人や高齢者も含めてそ
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うした人々を活用できない企業は今後はやって
いけないのではというような危機感をベースに、
中堅中小企業に至るまで「女子の採用、やらなく
ては！」というような機運が高まっていたという
ような実感を持っています。
　そして2009年の３月卒に関しましては10月１
日時点の内定率は、男女同水準までに至りまし
た。ただその翌年リーマンショック後ということ
で、再び若干の差が発生しております。
　今就職活動をしている４年生はどうなのかと
いうことで申しますと、当然10月１日は迎えて
おりませんので、このデータはありませんが、弊
社で独自で調査をしている内定率調査がござい
まして、それの７月度を見てみますと、やはり男
女の差というものは、少し前年に比べると広がっ
ている状態です。
　女性活用をやらなくてはいけないのはわかっ
ているし、将来的にはもっともっと増やしていか
なくてはいけないのだけれども、足元の経済状
況、経営状況がしんどい中で採用人数を絞るので
あれば、やはり男子を優先させたいというお話も
あります。さらに中小企業については2007、８、
９あたりで採用したものの、定着の面で壁が高
く、一方で今企業の現場は忙しいですから、女子
を送らないでくれみたいな、そうした現場からの
要望があるのも事実でして、受け入れの管理職が
嫌がるから、やはり女子学生は控えようかなとい
う声がある、こんな現実も存在しています。
　少し視点を変えまして、学生が指向する働きた
い企業について。働きやすい環境で働きたいと
いうのは学生皆さん、これは男女に関わらず思っ
ていることでしょう。しかし当然働いた経験がな
いので、イメージに左右されている面も否定でき
ないとは思います。
　こちらは、2009年卒の大学生男女の志望企業
のランキングトップ30の社名です。
　青い丸が付いているのがトップ30だけに絞っ
た場合に男性のみでランクインをしている企業。
そして赤い丸を打っているものが、同じく女性の
みでランクインしている企業。

　こうしてみていただきますと実は１／３以下
ですね、男女両方ともトップ30にランクインし
ている企業というのは実はそちらの方が少数派
でして、男女で見ますと志望する企業の名前とい
うのは随分違うということになっております。
　男性のみランクインしているところで言うと、
ソニー、ホンダ、キャノン、博報堂、日立製作所、
三菱商事、NTTドコモ、三井物産と、総合商社
やメーカーが目立つのに対して、女性のみでラン
クインしている企業で言いますと、損保ジャパ
ン、ベネッセコーポレーション、資生堂、JAL、
東京海上日動火災保険、ＪＴＢ、オリエンタルラ
ンド、大日本印刷。
　金融が多いのは女子の場合、一般職志望者と総
合職志望者の両者が同程度存在しており、一般職
を大量採用する企業が金融の場合多いですから、
そういったところがランクインしがちという側
面もございますが、J-Winの仲間の企業が非常に
多いなと。やはり女子学生を積極的に活用してい
る、そしてそれをＰＲしている企業が上位にラン
クインしているということが見て取れます。
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　先ほど一般職、総合職のお話をいたしました
が、一口に女子と言っても希望する働き方という
ものによって、実はその志向別の志望企業ランキ
ングというのは随分と異なっております。
　これも同じ調査の結果ですが、女子学生の方に
総合職で働きたいですか、一般職で働きたいです
かというふうに、一応定義もご提示した上で回答
していただいたところによりますと、42％の方が
総合職で働きたいとおっしゃっておられました。
　こうした数字、ちょっと経年でとっていないの
でどれくらいの変化があったのかということは
わからないんですが。こうした数字をいろんな
方にお話をしていますと、「意外と多いね」とい
うふうにおっしゃる方もいらっしゃれば、一方
で「大学生で一般職35.2％もいるの」と。世の中
の企業の一般職の採用の人数でいきますと、女性
全体の求人の中の一般職は全職種の35.2％もござ
いませんので、「これはミスマッチが起こるよね」
という感想を頂くことも多かったです。
　また実はこだわりはない、考えていないという
方を足すと20％強いらっしゃいまして、これも
一概には言えないものの、こうした働き方みたい
なことを決められない学生は、その後の就職活動
にも苦労する傾向が見られます。
　女性の場合は男性ももちろん一般職という選択
肢はあるんですけれども、選択肢があるが故に迷っ
てしまって、就職活動の成果に結び付けられない
というような実態があるのも、これまた事実です。
　本題に戻しましてこの右側の表組みを見てい
ただきますと、総合職で働きたいとおっしゃって
いる企業、先ほど申しましたベネッセや、バン
ダイ、松下電器産業、こちらも男女共同参画の
活動を熱心にされていると思うんですけれども、
こういった企業が並ぶ一方で一般職として働き
たいという方々は当然そうした求人がある会社
を狙っていきますので、金融業界が名を連ねると
いうようなことになっております。
　ちなみに男子学生にも同じことを聞いており
ますが、総合職志望が63.1％に対して一般職志望
が実は15.5％もいらっしゃいます。この調査をプ

レスリリースした時は新聞等々ではここが非常
に取り上げられました。
　草食系男子と言う言葉は今や広く知られてい
ると思うのですが、これを発表させていただい
た時はまだ今ほど一般化されていませんでした。
大学生の15.5％も一般職を希望しているというよ
うなことで、非常に注目をされました。これも
希望する働き方と志向別の志望企業ランキング、
社名、ずいぶんと違っているというのが実態でご
ざいます。
　これをご紹介する中で、今日の女性が働きやす
い環境作りという話も結局は女性のことだけで
はなくて、一人ひとりがというところにつながっ
ていくんだと思っています。
　その働く環境に新たに入っていく学生を支援
するという場面におきましても、男性だから女性
だからというよりは、一人ひとりの実現したい
生き方というんでしょうか、そうしたものをベー
スにした選択が望まれますし、就職を支援するほ
うにおいてもその視点が、非常に重要ではないか
と考えております。少し最後に触れさせていただ
きますけれども、今いろいろ就職問題等がありま
すし、女性の社会参画というところもいろんな壁
があって、制度はできたけれどもなかなか実態が
というようなことにお悩みの方も少なくないと
感じています。一つのカギとしては働く側に自分
自身のビジョンがないと、なかなか前に進まない
部分があるんじゃないかと。それは就職をするタ
イミングでもやはり共通のことは言えるなあと
実感しています。
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　最近の企業のトーンですが、こういう立場でお
りますので、採用する企業の人事の方、あるいは
経営者の方とコミュニケーションすることも多
いんですが、たった３年でほんとに随分風向き
というのは変わるもんだなと。ベースの所の機運
というのは確実に高まっていると思うんですが、
今はそれを越える大変な状況だったりもしてお
りますので、2007年ごろは女子の積極採用のご
相談というのが非常に多かったです。
　「面接すると上から順番付けていくと女子ばっ
かりになっちゃうんだよね。だとしたらむしろ
女性に積極的にPRしたほうがいいんじゃないの」
というお話だったりとか。せっかくモチベーショ
ン高く入社してもらって、活躍してもらっている
ので、長く働き続けてもらうために専門部署を立
ち上げる。この時はダイバーシティ推進室とい
うものがいろいろな会社で立ちあがって、そこの
推進室長もたいがい女性が務められることも多
かったと思います。
　少子化大臣というのもこの頃からですよね。そ
うした世の中全体でトップ直下で女性の社会参
画を推進していこうというようなことがあった
と思います。
　またこのあとリクルートのダイバーシティ戦
略についてもお話をさせていただきますが、ダイ
バーシティというのは女性のための福利厚生で
はないんだと。福利厚生ではなく、その人に活躍
をしてもらって、事業に貢献してもらうための戦
略なのであると掲げられる企業も多かったよう
に思います。企業の競争戦略のためのダイバーシ

ティ推進というものが、一つのキーワードになっ
ていた記憶があります。
　特に各社が熱心に取り組んでいたのが、管理
職を増やしたいと。国でも2020-30ということで、
2020年までに管理職ポストの30％を女性にとい
うキャンペーンが行われていますが、それに合わ
せて数値目標を掲げられる企業もこの頃多かっ
たと思います。
　リクルートは女性管理職の人数目標は特に掲げ
ていないんですけれども、徹底的に推進しようと
いうようなことをうたっておりましたし、各企業
でもそういうお話を伺ったなと思っております。
　最近は「面接すると女子ばかりが残っちゃうん
だけれども、もうちょっとしっかりした男子とい
うのは何とか取れないものかね」というような声
が企業人事の方、あるいは経営者の方の本音とし
て寄せられています。
　仕事で一人前になる前に女子が辞めちゃうと
いうのは正直企業の投資効果という観点で言う
と悩ましいと。「妊娠した」と部下に言われたと
き、おめでとうなんだけど、まだ君は一人前じゃ
ないよねとついつい思ってしまう、という本音も
実際には存在しています。
　そして総合職志向の女子が減ったんじゃない
のというようなこと、これは大学のキャリアセン
ターの方からも伺うんですけれども、安定志向、
安全志向だから一般職というふうに本人は言っ
ているけど、一般職というものが必ずしも安全、
安定じゃない中で、なんとなくイメージで一般職
に流れてしまうというのは悩ましいというよう
なお話を大学のほうからお聞きしたり。
　あるいは企業サイド、採用する側からすると同
じ女性の中でやっぱりバリバリやりたいという
女性を抽出するにはどうしたらいいんだろうね
というような声。
　あと、いろんな制度を整えた、その制度の周知
を図るためにいろんなガイドブックを作ったり
とか、ホームページ作ったりとかしたんだけれ
ども、管理職が増えないのはなぜなんだろうと。
管理職に登用してもなかなかそこで活躍しても



−…70…− −…71…−
−16−

らえなかったり、あるいは管理職はやりたくない
という女性側の事情もあって、なかなか増えない
ねえというような声もお聞きするなあと思って
おります。

　ここまでが学生が就職をする、あるいは企業が
学生を採用するという場面に立ち会っている中
で私が得ている情報のうち、女性の働きやすい環
境づくりに関連すると感じている話題について、
いくつかご紹介いたしました。

　次に企業の取り組みとしてリクルートの事例
をお話ししたいと思います。あくまで弊社の、し
かもそのいろんな施策を施された側から見たお
話しです。
　そもそもリクルートが女性の活躍推進をする
こと自体、実はいろんな議論があったというふう
に聞いています。
　というのもそもそも女性社員はたくさん採用
していますし、実は仕事に対する機会というのは
本当に平等なんですね。なので言ってみればきつ
い仕事もどんどん任せてくれると。それを志向し

ている女子が来ているわけだから、女性のための
施策をするということはかえって差別になるん
じゃないかという議論が非常に根強くあったよ
うです。
　リクルートみたいな会社は女子も男子もない
んだと。なのでダイバーシティなんかやること自
体がナンセンスなんだというような、そんな話も
ありました。
　この頃ダイバーシティ推進をする時に「フェ
ア」と ｢ケア｣ という二つの軸で考えましょうと
提唱されていたかと思うんですけれども。「フェ
ア」仕事に対する機会というのも不平等で「ケア」
いろんな制度も整っていない。女性は入社しても
らって結婚するまで３，４年働いてくれればそれ
でOKという、短いお付き合いというようなポジ
ショニングの企業というのがもしかしたら過去
多かったのかもしれませんが。
　５年位前でしょうかね、ダイバーシティ推進が
非常に叫ばれるようになった頃というのは、どち
らかというと「ケア」に関してはいろいろと整っ
てきている企業も増えてきたように思います。育
児休暇等々もそうですし、いろんな出産に伴っ
て、例えば配置転換をするとか、そうした働きな
がら子育てしながらというような人たちに対す
るいろんな制度も整えつつあったタイミングだ
とは思うんですが。
　どうしても企業の中では別格みたいになって
しまうんですね。別というか、治外法権みたいな
ものですよね。あの人は別だから、あの人は残業
しなくていいんだよというようなこと。それが
ちょうどその人の志向に合っていればいいのか
もしれませんが、本来は自分はもっともっとバリ
バリやりたいし、いろんな人と繋がりながら仕事
をしたいのに、「もう子どもいるからあなたは一
人でできる仕事で十分ですよ」と言われたり。「い
やいや、あなたはこの仕事には携わらなくてもい
いですよ」というふうに、ケアされていることが
かえって差別になっているというような課題。そ
うしたことも取り上げられていたかと思います。
　一方でこれはリクルートの場合もまさになん
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ですけれども、“おとこばたらき”というふうに
ネーミングさせていただきましたが、仕事は全
くもってフェアであって、一見何も問題ないじゃ
んというふうに思えるんですが、実は水面下で
はやっぱりこれでは続けられないというふうに
思って辞めていくというような、そんな現象が起
こっている。フェア度は高いんだけれども、ケア
度が低い場合この“おとこばたらき”を強いられ
ることによって優秀な社員を失ってしまってい
るんじゃないかという指摘もされ始めていまし
たし、リクルートはまさにここに該当する課題を
抱えていたと思います。
　ちなみにJ-Winの各社も皆さん私は“おとこば
たらき”をしてきたというふうにおっしゃる方が
多いですけれども。それこそ銀行の営業の方で

「子どもを置いて土日もゴルフに付き合ってたわ
よ」という人もいらっしゃいましたが、そうした
“おとこばたらき”の限界というようなものも指
摘されていました。
　なので ｢フェア｣ でかつ「ケア」も施されて
いる状態。これが長くお互いがWin-Winを続け
られる状態と言え、この象限にコマを進めましょ
うということがダイバーシティ施策の中で提言
されていたのではないかと思います。
　「フェア」度はがっちりの所でも、ちゃんとそ
の人に仕事の機会を与えると。最近でいきます
と金融企業で一般職を廃止したりとか、一般職か
ら総合職に転換する、これは昔からありますが、
そういった制度が進んでいったのがまさに上向
きの矢印であったかと思います。
　特にこの場合は「風土」ですね。女性に仕事を
任せるという風土がそもそもないということが
課題になっているケースが多くて、男性管理職向
けの研修などはリクルートにもご相談をいただ
いて納品させていただいたりもいたしました。
　そして一方でリクルートタイプですけれども、
“おとこばたらき”の方、ここから長くWin-Win
になろうと思った時には「ケア」度を高めなけれ
ばいけないということで、この場合はさまざまな
制度を整えるという必要があるというふうに言

われていたかと思います。

　この長期的Win-Winを目指してリクルートで
やったことというのは。長時間労働が“是”とさ
れているとまでは言いませんけれども、それが前
提としていろんなことが回っているということ
がありました。
　私も初めての子どもを産んで、復帰した時にま
だ授乳中でしたけれども営業部長でしたので、営
業の会議が夜８時からとか普通にありました。そ
れまで昼間はとにかくどんどんお客様の所に行
くべきだという風土がありまして、それが強さを
作ってきた部分もありますので、非常に悩ましい
議論ではあったんですけれども、でもこれを続け
ていると多様な価値観の社員に活躍をしてもら
おうということが難しいだろうと会社が考えた
んだろうと思うんですが、働き方改革の活動とい
うことで、レバレッジワーク、当時レバレッジと
いう言葉が少し流行っていたかと思うんですが、
短い時間で高い成果を上げるほうがかっこいい
というようなキャンペーンを社内でやりました。
　リクルートも事業所内に保育所を設立したり
とか、あるいは先ほど申しましたJ-Winに加盟す
ることによっていろんなネットワークを作る。社
内では女性の社員は多いんですが、役員が16人
いる中で一人だけ女性という実態もあります。
　また部長の中で申しますと、７％ですね、女性
の比率は。一般が2.8％ぐらいだと思いますので、
それよりは高いんですけれども、でも半々で採用
しているにもかかわらず、部長の７％しか女性が
いないということで、やはり孤立しているんじゃ
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ないかという話の中でJ-Winの加盟があったり。
　各種ツールを作成したり、イベントを実施した
り。これは『110パレット』と書いてあるんです
けれども、リクルート女性社員110人を年代別20
代、30代、40代というふうに分けて、どんどん
紹介をするというような冊子を作って、社員に配
布をして、これは男性の社員にも配ってというよ
うなことをやったり。
　あと“ロールモデルカフェ ”というものも開催
しました。これも東京とか大阪のような大規模な
事業所であれば先輩社員もたくさんいるし、女
性の管理職に触れる機会もあるんですけれども。
日本全国に拠点を持っておりますと、当然女性管
理職がいない地域というものも多々あるわけで
して、そういう人が続けるイメージが持てずせっ
かくここまで活躍をしてきたのに、辞めてしまう
のは大きな課題の一つでしたので、“ロールモデ
ルカフェ ”という誰でも集えて、テレビ会議でも
参加ができるというような形で先輩社員の話を
聞くというような、そんなイベントも行われてい
ました。

　先に、課題と施策の話をしてしまいましたが、
そもそもリクルートが何のためにダイバーシ
ティ推進をしたのかというところに触れさせて
いただきます。リクルートはカンパニー制という
のを導入しております。
　冒頭にお話をしましたように、人材領域、旅行
領域、結婚領域といろんな領域で情報提供するビ
ジネスをしておりますが、情報の提供というとこ
ろでは共通のナレッジが生きる部分があるんで

すけれども、お客様が全く違う、またユーザーが
全く違うというような中で、非常に事業部それぞ
れの独自な課題があったりとか、またその領域ご
との競争環境というものも当然違っております
ので、ダイバーシティ推進についても会社全体と
いうよりはカンパニーの事業状態に合わせた形
でカンパニーの自立推進というのを基軸にやっ
ていました。
　キャリア形成支援とか、性差の無い育成の徹
底、両立しやすい職場の実現というもののplan-
do-check-actionをそれぞれのカンパニーで遂行し
ました。
　実感したい推進目的ということなんですけれ
ども、なかなか数字で見えるものではないという
のがこのダイバーシティ推進だと思います。もち
ろん管理職の比率や人数について数値目標を掲
げるという手法もあるとは思うんですが、リク
ルートの場合はそうした数字ではなくて、実感値
で確認をしていきましょうと。
　これ、ややもするとわかりにくくなってしまっ
て、自己満足になってしまうリスクもあるかもし
れないんですが、事業の強化にいかに貢献してい
るかということをそれぞれのカンパニーで実感
がもてるような推進をしましょうというような
ことの中で事業基盤の強化、人材確保を念頭に組
織マネジメントやビジネスプロセスや時間生産
性というものにこだわった運営改革。
　あるいは競争優位強化ということで提供して
いる価値がどのように変わっているのか、あるい
は経営効率がどう変わっているのか。経営効率は
ある程度数字で見える部分だと思うんですけれ
ども。また女性の声を活かして事業成長の実現と
いうことで、新規ビジネス機会とか売上機会拡
大、事業構造転換。
　例えば女性の声を反映させて作ったというと、

『タウンワーク』というパート・アルバイトの方々
向けの求職情報のフリーペーパーの事業で、『マ
マタウンワーク』というものができたりとか。あ
るいは今住宅を購入する上で決定権を女性が結
構持っているという実態を踏まえ、住宅情報の
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提供をする領域で女性向けのマンションの開発
をクライアントに提案をして、その広告を掲載し
ていただくといった形で、売上利益を拡大したり
とか、そうした事業強化貢献というようなことを
図っています。
　そうした新たな顧客価値の創造がもっともっ
と活性化することを目的としております。
　そして2009年当初、ある程度ここまでダイバー
シティを推進してきた中で、改めて仕切り直して
３年後に到達したい状態というものも掲げ2009
年当初、ある程度ここまでダイバーシティを推進
してきた中で、多様な人材が、今弊社もご多分
にもれず外国人の採用なども強化をしておるん
ですけれども、多様な人材が成長の機会を実感し
て、高いモチベーションで、挑戦し続けている。
こうした風土を更に強化したい。
　ややもするとケアの面だけが、特にリクルート
の場合はケアが遅れていましたので、ケアの面ば
かりを注力をしてしまうと、却って社員が怠けて
しまうんじゃないかというような議論もあった
ようです。会社に守られたい人ばかりが会社に
残ってしまって、もっとバリバリやりたいんだと
いう人はむしろ出ていってしまうんじゃないか
と。そういうリスクがあるんじゃないかというな
話もあったと聞いております。
　そうじゃなくて、長く、でも激しく働いてもら
うためのダイバーシティ推進だよというところ、
たぶんこれがリクルートのこだわっているポイ
ントですし、たぶんリクルートらしいやり方な
んだというふうに思うんです。高いモチベーショ
ンで挑戦し続けるための風土の強化のためにや
るんだよということで、男性社員含めて理解を深
めていくような働きかけを推進しています。
　具体的な施策はカンパニーを主軸において推
進する。そしてきちんとモニタリングする。
　性差のない育成の徹底については、ややもする
とわかりにくい。結果的に管理職になったという
ことではなくて、マイルストンの指標を設定した
り、管理職登用の条件とプロセスを可視化して、
どうしても人事とか人事効果というのは感覚に

頼らざるを得ない部分があるとは思うんですけ
れども、できる限りそこのプロセスを可視化する
ことによって、登用していこうというようなこと
を試みたりとか、キャリア形成支援に関しまして
は、女性リーダー育成プログラムの導入。
　これは先ほど申しましたように賛否両論あっ
た部分ではあるんですが、やはり女性特有の課題
というのはあるよねと、それに対応したプログラ
ムというのは必要だよねと。課題をちゃんと本人
にも理解をさせて、育成を本人と上司とで一緒に
なって登用するというようなこと。
　本人のやる気がなければ意味がないという考
え方がベースになっていると思うんですが、成長
したいという人に対してはきちんと機会と環境を
提供するということで推進をし、両立しやすい職
場環境作りとしてマネジメント、多様な人材をマ
ネジメントするというのはマネジメントの難易度
がグッとあがります。マネージャーの負荷という
のはその分高まっているとは思うんですが、そう
したものを強化したり、あるいは一時的に時間を
限定して働きたいという人も当然ながらいますの
で、そうした人向けの職域開発ということで、リ
クルートの場合は社内転職の制度があります。
　ある時期がくると求人票がいろんなカンパニー
から出て、自分の上司に内緒でそこを受けて、受
かったらそこに異動するということができるので
す。
　その仕組みの中の一つとしてダイバーシティ
チャレンジポストという、在宅で勤務できる仕
事、あるいは短時間で勤務できる仕事。あるいは
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いわゆるママを中心としたお客様を中心に担当
するというような仕事などなどを、いろいろと今
あるものを当てはめるだけではなくて、職域を開
発すること自体がカンパニー長に課せられてい
たりもします。
　あとは先ほどご紹介したレバレッジワークみ
たいな、短い時間で高い成果を上げるほうがかっ
こいい、そうした風土改革のコミュニケーション
も推進をしております。

　なぜカンパニーごとなのかというところです
が、先ほど少しだけ触れさせていただきましたけ
れども、やはり事業戦略への貢献というところが
目的なので、事業戦略に連動したダイバーシティ
を追求しましょうと。
　極端な話、事業を成長させる上でダイバーシ
ティが必要はないと考えるならやらなくてもい
いですということなんですね。
　ただそんなことはないでしょうと。こういう成
熟社会の中で新しい価値を発揮していこうと思っ
た時には、人間の半分は女性な訳ですから、女性
を顧客にしたもので新しいビジネスを作るという
ことは、当然事業推進の中に入ってくるというの
はあるものの、あくまでそこはカンパニーの自主
性に任せるというようなことになっています。
　ここにも二つの軸で整理をしておりますが、い
ろんなカンパニーがあるんですけれども、購買決
定における女性の比率が高いか低いか。そして
女性の社員の比率が高いか低いかというような
２軸で、右の上の象限に関しましてはカンパニー
の中の女性の社員が多いし、購買決定における女

性の比率も高いので、女性が女性のために価値を
発揮するというような、何が何でもすばやくダイ
バーシティ推進しなきゃいけないゾーンです。
　必然的経営課題型と呼ばせて頂いております
が、こうしたカンパニーではどんどん進めている
というところになりますし、HRという私が所属
している所に関しましては、女性社員比率も若干
女性が多いぐらいのレベルで、購買決定、求人広
告を出すということを決定するというようなこ
とに関しましては、男性、女性の比率で言うとま
だまだ男性が多いような実態でございます。
　就職をする人々、個人の方で言うと男性、女性
でいうとほぼ半数ですが、男性の方が若干多いと
いうような実態です。
　あと左の上、ここはリクルートでは当てはまる
ところがないんですが、市場適合追求型というこ
とで、購買決定における女性の比率は高いにも関
わらず、女性社員比率が低いという象限に関しま
しては、男性が中心とした組織の中で市場的適合
を追及していくのか、あるいは女性の社員比率を
高めるのかということを選択していかねばなら
ないでしょう。
　そして内部動機付け型という象限に、正にHR
いう私が所属する部門が入るわけですけれども、
どんな人でもやりがいを持って、働き続けられる
というような内部動機付けも必要ですし、ヒュー
マンリソースの部門におきましては、お客様がや
はりこの必然的経営課題型のポジションにある
お客様を担当している者も少なくないですから、
お客様に貢献しようと思うと、そういう視点で働
く。自分自身の置かれているところのいろんな施
策を、自分自身が体験することで何か提案に結び
付けていくというようなことを含めての、内部動
機付けという効果があると思っております。
　左下、購買決定における女性の比率が低くて、
女性社員比率も低いというところは他と比べる
と優先度は低いでしょうが、今後組織の価値を向
上させるためにはやはり検討していくべきでは
ないかということで、組織価値向上型というふう
に分けております。
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　こうしてご覧いただいておわかりのように、カ
ンパニーによって事業を前に進める上でのダイ
バーシティ推進の優先度は当然違ってきますの
で、右上の所を中心にリクルートの中では今ダイ
バーシティ推進がカンパニーごとに行われてい
るのです。

　先ほど「フェア」と「ケア」というふうな軸
をご紹介しました。我々は「フェア」と「ケア」
に足して「キャリア」という事項を見逃してはな
らないということを３年ぐらい前から提案させ
ていただいております。
　機会が均等になって、いろんな制度ができて働
きやすい環境ができたとしても、実はやはり本
人の意思がなければ進んでいかないということ。
これはリクルートの中で推進する上でも、あるい
はリクルートがヒューマンリソースの分野で各
企業のダイバーシティ推進に対して何かしらご
提案する時にも、必ず訴えていきたいと考えてい
るコンセプトでございまして、本人が自分が活か
されていると思える、「フェア」な部分ですよね。
時間を限定してもやりがいがあって、事業にとっ
ても重要な要求があるとか、男女差のない育成の
徹底ということと育児と仕事を両立したいとい
う「ケア」の部分、適正な労働時間に向けて長時
間労働を解消したり、在宅勤務などの新しい働き
方を開発したり、自由度を高めるような制度を
強化したりというようなことも必要なんですが、
やはりキャリアの方向が見えているということ
が重要だと思います。

　実は私自身も本当にいろいろ悩みました。特に
２回目の妊娠の時は双子って聞いて、うれしかっ
たですけれども「ああ、いよいよちょっと仕事は
続けられないかもしれないな」と正直思いました。
自分自身の出身も四国ですので、近くに両親がい
るわけでもないですし、主人のほうも少し離れた
所ですので、いわゆる手という意味でも不足して
おりましたし、上の子はまだ３歳ですし、全然イ
メージがつかなくて３人の子どもを育てる。一気
に赤ちゃんが２人やってくる、というのは本当に
想像がつかなくて、悩ましかったです。
　会社からいろんな機会をもらっていることはよ
くわかっていましたし、両立の制度も随分充実し
てきてはいたのですが、結局はやはり私がどうし
たいかがないと何も始まらないなというようなこ
とを、非常に悩んだという体験が自分自身にもあ
りまして、キャリアの方向が見えている、ここは
自分が考えるということが基本ではありますが、
やはり考える中でどうしても孤立してしまった
り、自分自身のことって実は自分がよくわからな
かったり、視野が狭くなったり、特に育休で会社
から離れていると、焦りばかりが募ってしまって、
自分が見えなくなったりというようなこともあり
ますけれども、そうした時に相談ができるロール
モデルのデータベース構築ですとか、女性のネッ
トワーク構築ですとか、メンター制度ですとか、
そうしたものもしっかりと整えつつ、自分自身に
キャリアの方向を見てもらうと。そういうビジョ
ンを作ってもらうというようなこと、ここが非常
に重要であるというふうに自分の体験も含めて
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思っています。

　ということで女性が働きやすい環境作りとい
うことで話でありながら、環境も大事だけれども
結局は本人ですというようなお話をしてしまっ
ていますが、キャリアを考える場ということで女
子学生の、女子だけではないですが、学生の就職
に携わっていて、本当にまだまだ解消すべきいろ
んなミスマッチがあるなと。ボタンの掛け違いが
あるなというふうに思っております。
　先ほどご紹介したように、企業の方々は３年ぐ
らいいろいろやってみたけど、うまくいかないね
ということで、くじけそうになってしまっている
ケースも見られます。一人の人間がキャリアを考
える際には、学校や会社などの主な所属組織にお
いて様々な考える機会があると思います。
　特に今学生に関してはキャリア教育、職業教育
が強化されていますので、そうした機会を施され
る事は非常に多くなっていると思いますし、家庭
の中でもちろん考えていくことも非常に重要だ
と思います。
　特に私などは娘が３人もいますので、やはり自
分でキャリアを考えるくせみたいなものは学校
でもいろいろ教育はしてもらえるんだろうとは
思うけれども、家庭教育でしっかりやらないとい
けないなと思います。
　とは言え、何もかも学校や家庭でやってくれと
いうのは負荷が高すぎるとも思っていまして、こ
ういう時代ですから社会全体で、こうした今回の
取り組みも皆さんが進めてらっしゃるところも
一つの社会的動きだと思うんですけれども、社会

全体でこのキャリアを考える機会というものを、
これは女性だけではなくて、若い人だけではなく
て、いろんな方、全ての方ということになると思
うんですが、社会全体でいろんな手を組みなが
ら、今核家族化で云々という話もありますけれど
も、社会に目を向ければいろんな人がいろんな所
でいろいろやって生活をしているわけですから、
そうしたネットワークというものが非常に求め
られているんじゃないかなと考えています。
　特に就職の現場に身を置くものとしては、例え
ばキャリア教育でインターンシップを推進しよ
うという話題があったりします。ただそれを学校
と企業だけにゆだねることには限界があるなと
思っています。企業は今本当に厳しい状況の中で
やっていますので、インターンシップをボラン
ティアのように何人も何人も受け入れるなんて
いうことはなかなか現場の理解が得られないよ
うなところもある。
　でも社会的意義が高いことはわかっている。
そうした時に一社ではできないことも横で繋が
ればいろんなことができるというようなことが
多々あると思うのです。ここのコンソーシアムと
いうのも一つの取り組みだと思うんですが、この
地域を軸として企業や行政や学校というところ
は手を繋いで、いろんな特に若い人の問題が最
近は注目されていると思うんですけれども、キャ
リアを考え続ける機会と場というものを提供し
ていくと、非常に素敵だなと思っておりますし、
我々もそういったところに貢献をしてまいりた
いと思います。
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　以上ちょっと最後かけ足になってしまいまし
た。お聞き苦しい点がありましたら申し訳ありま
せん。ご容赦くださいませ。私からの話は以上で
ございます。ご清聴ありがとうございました。
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司会）岡崎様、どうもありがとうございました。
ここで質疑応答に入らせていただきます。岡崎様
からのご講演内容を含めまして、ご質問などあり
ましたらお願いしたいと思います。
　質問のある方はマイクをお持ちしますので、挙
手お願いしたいと思います。できれば所属とお名
前をいただければ幸いでございます。どなたかご
質問ある方、いらっしゃいますでしょうか。
会場女性A）最後のほうのスライドで「キャリア」
と「フェア」「ケア」の所で、メンター制度とい
うのが書いてあるのですが、実際に社内でそう
いった制度は運用されているのかということと、
その場合にメンティーというんですか、若手の方
が希望制なのか、一応全員につけるのかどうか、
この辺の具体的な所を教えていただきたいんで
すけれども。
岡崎）はい、ご質問ありがとうございます。メ
ンター制度というものをやっています、リクルー
トとして。希望かどうかということでいうと、希
望を募るんですけども、なかなか全員に枠が当て
はまらない状況なので、その中で抽選というか、
選抜されてということになりますが、その回を増
やしていっていますので、半年間やるんですけれ
ども、その半年で当たらなくて、次のその半年で
チャンスが巡ってくるというような形で、ある程
度網羅されているんではないかと思います。
会場女性A）ありがとうございます。それで具体
的にメンターとメンティーをマッチングさせる
という時に気をつけなければならないというか、
何かありましたら教えていただきたいのですが。
というのは学生たちのキャリアを形成する時に、
医学部なので、女性医師をつけるような時に、相
性というのはわからないと思いますので、希望を
とってこちらでマッチングするのか、それとも機
械的にある程度年齢とかでマッチングされてい
るのか、その点を教えていただきたいんですが。
岡崎）私自身がその制度の運用者側ではないの

で、あくまで経験した中で、あるいは運用した人
から聞いた中でのお答えになってしまいますけ
れども、いろいろ試行錯誤しております。
　違う事業部の人にわざとあててみるとか、男性
にあててみるとか、いろいろやっているんです
が、やはり一番うまくいくのは先ほど相性という
のは難しいとおっしゃいましたが、やはりそこを
見て、相性を見てというか課題ですね。そのメン
ティーの方の抱える課題に合わせてそれを解決
した人というのをなるべくあてるように、そうい
う意味では運営はパワーがかかると思います。
　人事部がやっているわけですけれども、それぞ
れの個々の特性だったり、悩みというのを把握し
ておかなければならないですし、メンター側の価
値観ですとか、どういったことを乗り越えてきた
のかみたいな、エピソードみたいなものを把握し
ておかないと、そこのマッチングはうまくいかな
いと思いますので、非常にパワーがかかるものだ
というふうに思います。
会場女性A）どうもありがとうございました。

司会）ほかにはどうでしょうか。質問ございませ
んでしょうか。

会場女性B）大変基本的なことで申し訳ないんで
すけれど、性差のない育成というところで具体的
な施策の所になりますが、結果指標ではなくマ
イルストン指標を設定というふうにありますが、
マイルストン指標がどういったことなのか教え
ていただきたい。
岡崎）すみません、ちょっとわかりにくかったか
もしれませんが、いったん管理職になる手前の所
に目標を置く、ということです。リクルートの場
合はミッショングレード制度という人事制度を
引いておりまして、仕事の重たさというものを数
字で「あなたは35です」、「40です」とかってい
う形でバンド付けというのをしているんですね。

質疑・応答



−…78…− −…79…−
−25−

　管理職育成に関しても、いきなり管理職を目標
にするのではなく、その前に今本人がやってい
る仕事よりも少し重い仕事をしてもらう。それ
でちゃんと成果が出せたかどうか。出せた場合
はさらに少し重い仕事をしてもらう。先ほど申
しましたミッショングレードは、職能給とかでは
なくて、仕事の重たさをベースにした人事考課の
仕組みで、その人の今までやってきた仕事をベー
スにこの人にさらに重い荷物を持ってもらおう
と思ったら、どういう具体的に仕事を任せるべき
なのかという、人材育成計画シートみたいなもの
を作るんですね。
　これは別に女性だけに限らず男性も両方やっ
ているものではあるんですが、そこでどうしても
印象の問題で、この人は今ご機嫌で仕事をしてる
から、重たい荷物を欲しがってないんじゃない
か。なのでそういうより重たい荷物を任せるんで

あれば、この仕事だよねという会話がどうしても
女性の場合は少なくなってしまっている現状が
あったそうです。
　ですので、そこで性差のないということで言う
と色眼鏡で見ずに、全ての人にもう少し重い荷物
を持ってもらおうとしたら具体的にはどんな内
容か？ということを、全従業員について組織長が
計画を立てるというような制度を入れていまし
て、それのマイルストン指標というのはその半年
後どうとか、１年後どうとか、１年後に今よりも
グレードの高い仕事をやってもらうとかってい
う、そういう計画のことをマイルストン指標とい
うふうに呼んでいます。
会場女性B）どうもありがとうございました。

司会）それでは時間もありますのでこの辺で質疑
を終了させていただきたいと思います。
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渡部）それでは、ただいまよりパネルディスカッ
ションを始めさせていただきます。本日はご多忙
のところ大学間連携合同シンポジウムにお集まり
くださいまして、誠にありがとうございました。
　はじめに、改めて、このパネルディスカッショ
ンの狙いを申し上げたいと思います。
　秋田の大学では、大学コンソーシアムあきたを
中心に大学間の連携はかなり進んでおりますけ
れども、男女共同参画というテーマでの合同のシ
ンポジウムは本日が初めてでございます。
　秋田は、皆さまご存じのように、大学の規模は
中規模、小規模の大学が多くございます。そうい
う中でこの大学間が連携をするということで、ど
ういう効果が見られるのか。それからもう一つ。
私ども秋田大学は教職員数2000名という事業所
でございます。そういう大学が男女共同参画推進
に積極的に取り組むことによりまして、地域社会

にどういう貢献をさせていただけるのか、それも
本日の課題でございます。
　それでは早速パネリストの皆さまに男女共同
参画に関する取り組みなど、自己紹介も兼ねて、
５分程度で紹介をお願いいたします。
　まずはじめに大変恐縮ではございますけれど
も、私ども秋田大学の取り組みから一つだけご説
明させていただきたいと思います。
　私ども秋田大学では、これはちょっと自慢でき
るかなと思いますのは、男性の教員で育児休業
を取得した工学資源学部の教員がいることです。
ただ、その時、教員ですから、当然授業をどうす
るのか、ハローワークで募集するわけにもいかな
い。これは本人とそれから所属講座が、言って
みれば個人あるいは講座の責任でここにご出席
いただきました大学様に代替要員をお願いした。
そういう経緯がございます。
　男性教員の育児休業の取得の実績と仕事に穴
をあけないための工夫。これにはちょっと努力が
必要であったということをまず簡単にご紹介さ
せていただきます。
　それでは和泉先生、お願いいたします。

和泉）秋田大学教育文化学部の和泉です。一番
端っこなので、まさかこちらから回ってくるとは
思っていませんでした。
　時間が１人５分しかないので、ほんとうはすぐ

〈パネリスト〉	 村井　貞子氏（日本赤十字秋田看護大学　研究センター顧問）
	 菅原　香織氏（秋田公立美術工芸短期大学　産業デザイン学科助教）
	 恒松　良純氏（秋田工業高等専門学校　環境都市工学科准教授）　
	 簾内　聖子氏（秋田県立大学　就職支援チーム　キャリアカウンセラー）
	 松村　亜里氏（国際教養大学　カウンセラー、心理学講師）
	 和泉　　浩氏（秋田大学　教育文化学部准教授）

〈コーディネーター〉	渡部　育子氏（秋田大学男女共同参画推進室長　教育文化学部教授）

第２部　パネルディスカッション
「男女共同参画の現状と課題」

渡部　育子　氏
専門は古代史です。男女共同参
画社会から古代を読み解くと何
が見えてくるでしょうか？遠い
未来21世紀のはじめは男と女の
仕事と生活について国民ひとりひとりが考える
ようになった時代であった、と評価されること
をひそかに期待しつつ、男と女の長い歴史を振
り返っています。
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に本題に入って秋田大学の取り組みの現状と課
題について説明したほうがいいのかもしれませ
んが、その前に先ほどの講演会の資料を見てい
て、おやっと思ったことがあったので、その話か
ら始めていきたいと思います。
　このシンポジウムの案内の資料で講師を紹介
した中に、気づいた方もいらっしゃるかもしれ
ませんが、「３児の母」という表現がありまし
た。何の違和感もなく見た方もいらっしゃるか
もしれませんが、もし男性が講師だったとした
ら、「３児の父」という紹介の仕方をするのかな
と、ちょっと疑問に思いました。新聞とかでも、
男性の方の家族の紹介が載っていることもあり
ますが、同じような表現、使われるのかなと。
　今日、このシンポジウムに参加されている方
は、男女共同参画に関心を持っている方が多いと
思いますので、こういう細かい表現、是非気にし
てもらえればと思います。
　「３児の母」という表現、あるいは「３児の父」
という表現、同じように使い、同じような意味を
持つものとしてとらえるのかどうか。「３児の母」
だと、「すごいな、大変だな」と思うかもしれま
せんが、これが「３児の父」だったら、同じよう
に思われるのか、どうか。この辺について考えて
いただければと思います。
　さて、ここから本題に入っていきます。これか
らこのシンポジウムで、各大学の男女共同参画に
関わる取り組みについて、現状と課題ということ
をテーマに話しがなされていく予定ですが、こ
の中には当然、大学関係者でない方も多数いらっ

しゃると思います。
　それでは、なんでわざわざ大学のことを、この
シンポジウムのテーマは「男女共同参画の現状と
課題」ですが、このテーマのなかで取り上げなけ
ればならないのでしょうか。
　男女共同参画と大学とのかかわりについては、
さまざまな点から考えていくことができますが、
その一つに、社会の中の知識を創り出す機関とし
ての大学あるいは高等教育機関の位置、役割とい
う点があると思います。
　社会の中でのさまざまな知識を創っていく、そ
うした機関の構成員、研究者だったり、教育をし
ていく人たちが、男性に占められているという
ことは、特定の人たちによって知識を創り出す、
あるいは教育する位置が占められているという
ことで、これは、かなり問題を持っているんじゃ
ないかと。
　先ほど講演の中で「ダイバーシティ」という表
現が何回も出てきていて、おそらくキーワードの
一つになっていたと思いますが、私はあまりカタ
カナが好きではないので「多様性」という表現
を使いますが、「多様性」ということを考えた時、
やはり女性が高等教育機関の中で活躍できる場
を多く作っていくことが、社会的に重要なことな
のではないかと思っています。
　それでは、秋田大学の現状はどうなっているか
というと、細かい数字はどうでもいいかもしれま
せんが、全教員の中で女性は16%ぐらいで、ま
だまだ少ない状況です。
　この状況の改善のためには研究者の養成につ
いて考える必要もありますが、秋田大学の現状と
課題という点にしぼって見た時、秋田大学では、
これまで平成18年と平成20年にアンケート調査
を教職員にたいして実施していますが、そこで
の教員の回答から明らかになった問題点として、
休業制度を利用しにくい状況にあるという点が
あります。
　他の職場のことはあまり知らないので、この
ように言ってしまっていいのかわかりませんが、
大学の教員は、他の職場と比べるとちょっと特殊

和泉　浩　氏
専門：社会学。男女共同参画は、
たんに休業制度の整備や女性比
率の上昇だけの問題ではありま
せん。私もわからないことが多
くありますが、共同参画ということで何が問題
になっているのかということをしっかりと考え
ていきたいと思います。
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な働き方をする所ではないかと思います。
　大学では各教員、研究者の自立性が高い分、他
の研究者に迷惑はかけられないという意識が強
く働きます。そうすると、秋田大学では休業制
度があり、利用できる状況にはなっていますが、
実際にはその制度を利用できない。他の教員にも
迷惑をかけるし、他の人の研究の妨げになるか
もしれませんし、授業を休むと学生にも迷惑をか
ける。同僚である他の研究者に迷惑をかけられな
いという意識が、個々の自立性が強いためにいっ
そう強く働く場が大学という職場ではないかと。
　そうした状況において、特に女性が働きやすい
状況を作るための休業制度があっても利用でき
ない状況というのが、おそらく他の職に比べて高
いのではないかと思います。
　それでは、その時にどのような制度が必要にな
るのかということを考えた時、秋田大学はじめ、
今このシンポジウムに参加している県内の大学
が連携で行おうとしている教員の代替要員制度
というのが、一つの解決するための手段としてあ
ります。この制度の構築をこれから考えていこう
というのが、秋田大学が男女共同参画に向け取り
組んでいることの一つになっています。
渡部）ありがとうございました。それでは続きま
して国際教養大学の松村様お願いいたします。

松村）こんにちは、国際教養大学の専任カウンセ
ラーで心理学の講師もしています松村といいま
す。本学の現状は教職員の女性の割合は高いほう
で、開学して７年目ですが、７年間の平均は専任
教員で34％、専任職員で58％、全体の教職員の

41％です。
　また、たぶん授業が全部英語であるとか、言語
が関わる大学ということもあると思うのですが、
学生も７割が女性です。
　ただそれだけ女性が多いのですが、管理職とか
ディレクターの役職では女性は現在は多いとは
いえません。
　それから、開学から出産休暇や育児休暇を取得
した教職員は３名で計５回です。今も何人か第２
子を妊娠されている方がいて、開学してからまだ
短いのですが、出産育児のために退職した専任の
教職員は現在のところいません。
　それから制度については、育児休業は１歳ま
で、短時間勤務は３歳までという国の制度と同じ
制度です。秋田大学さんのように、育児休業は３
歳まで、短時間勤務は小学校就学までというよう
なもう少し柔軟な制度はありません。
　私は今専門職員として大学で勤務７年ですが、
働いて３年目と４年目に年子で２人出産して、今
２歳と３歳です。１人目は子どもが一歳まで育児
休業をとりまして、２人目は４カ月まで育児休業
をとって復帰しました。
　復帰後は育児短時間勤務制度を利用して、週
35時間で働いているのですが、この制度ができ
た時には１日１時間までまたは１日２時間まで
で、週５日という制度でした。でも、１日１時間、
時間があってもなかなか家のことができません。
週末は子どもの世話で終わるので、せめて１週間
に半日ぐらい、例えば銀行に行ったり、保育園の
かばんを作ったり、少しまとまった時間がほしい
ということで、変形労働をさせてもらえないかと
いうことお願いしたところ、そういう制度ができ
たりしました。
　現場のニーズを実際に子育てしながら働いて
いるものとして伝えていくとか、そういうことも
大事なのではないかと思います。
　私も岡崎さんのように、夫の実家はアメリカ
で、私の実家は長野で、実家の支援が身近にあり
ません。夫が教員で裁量労働制で大変協力的でど
うにか今までやってきたのですが、今年の９月か

松村　亜里　氏
米国で臨床心理学を学び帰国
し、国際教養大学で学生のカウ
ンセリングと心理学を担当して
います。二人の子ども（３歳男、
２歳女）を育てながら、子育てと仕事の両立に
日々奮闘しており、ワークライフマネジメント
が大きな課題です。
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ら夫が海外在住となって、どうやっていこうかと
いうところです。今まで何度も仕事を続けていけ
るのかと悩みながら、どうにかやってきました。
つわりがひどいときや、２人目を妊娠した時、こ
どもが何度も入院したとき、辞めようか悩みなが
ら続けましたが、後からはあの時辞めなくてよ
かったなと思うことが多かったです。どうにか両
立をしていきたいなと今思っているところです。
　勤務している大学には自分の中でとても迷惑
をかけているという気持ちがあって、「申し訳あ
りません、２人目を妊娠してしまいました」と
人事の方に謝って報告しました。そうしたら「い
やいや、そんなことはいいよ。今は体に気をつけ
なさい」と言ってくださって、ほんとにホッとし
たのですが、あとで聞くと人事の方はとても困っ
ていたということでした。
　制度があり、別に嫌味を言われるわけでもな
く、しっかりとることができるのですが、自分
の中で後ろめたい気持ちがあります。子どもが
病気になったら帰らなきゃいけないですし、家
に仕事を持って帰っても以前ほどはできません。
子どもができるまではすごく働いて、仕事一筋っ
ていうか、仕事ばっかりだったので、それに比べ
たら仕事量も減りましたし、質も前ほど完璧にで
きなくなった中で、会社が私を雇っていくことが
どのくらいの価値があるんだろうかと思ってし
まったりします。
　そこで社会的に意味のあることやっていると
か、自分に言い聞かせながら毎日を過ごしている
という感じです。
渡部）それでは秋田工業専門学校の恒松様、お願
いします。

恒松）秋田工業高等専門学校（以下、秋田高専）
の恒松です。
　男女共同参画という点において、私も妻も働
いており、個人的に思うところがあるとともに、
興味もあるのですが、今日は秋田高専の現状につ
いてお話ししたいと思います。
　私ども秋田高専は、全国の旧国立高専がまとまっ

て、独立行政法人国立高等専門学校機構という組
織になっております。その中の一高専となってい
ます。
　今回のテーマへの取り組みに関しては、まだ
まだこれから検討していく課題が多いのが現状で
す。
　高専機構本部の現在と秋田高専がどのように
考えているかをほんの少しですが紹介させてい
ただきます。
　機構本部では、役員会の中に男女共同参画に関
する推進委員会が設置されています。今のところ
各高専への具体的な指示や指針はなく、今後進め
られていくものと思われます。
　今まで、工学系への進学は男子学生が多かった
のですが、今後は女子学生の増加ということも考
えています。
　今後の５年間の体制をどのようにするかとい
う指針を示している中期計画の中で、その女子学
生の増加を考えた場合に、従来のほとんどが男性
教員という体制では、サポートできない部分も多
くなるという考えからも女性教員の積極的な採
用を示しています。
　秋田高専は現在65名の教員がいます。そのう
ち女性教員が５名、全体の１割弱にとどまってお
ります。これは機構本部の平均的な数値です。
　そのようなこともあり機構としても取り組み
が行われつつあるわけですが、本校としまして
も、機構本部同様、秋田高専で定める中期計画の
中で、女子学生の増加と、女性教員の積極的な採
用を考え、一つの目標として掲げています。
　今年度の男女共同参画に関する具体的な取り組
みとしては、既に秋田大学では実施されていると
のお話でしたが、女性教員に対してアンケートを

恒松　良純　氏
共働きで夫婦ともに県外出身の
ため、子育て環境には興味があ
ります。
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実施し、現在の秋田高専をどのように感じている
かを聞く予定です。また、平行して過去３年以内
に着任した教員に対して秋田高専がどのような職
場であるかを冷静な目で見てもらうということで
実施しております。このアンケートについては男
性・女性関係なく対象としています。
　実施したばかりで現在集計中ですが、教育・研
究の現場として、今の秋田高専をどのようにみて
いるかを長い期間在籍している教員にはわからな
いところもありますので、今後全ての教員にとっ
てよい環境を目指し、そのための状況把握です。
　今後、特に女性教員を増やしたいということに
対して秋田高専として期待する部分ですが、工学
系に進学した女子学生が進路をどのように決定
していくかのサポートもあるようです。進路を決
定する要因など男性教員が自分の周りにいた女
子学生がどのような部分で悩んでいたかなどを
モデルとして話すことができたとしても、実際の
ところ本人しかわからないことも多く、経験から
のアドバイスやサポートをしてもらえるのでは
ないかと考えます。
　秋田高専としては、先行している各教育機関の
方たちの事例を参考にしながら男女共同参画を
進めていくというのが現状です。
　先ほどから過去育休をとった教職員の話や制
度をどのように利用したかという話がありまし
たが、秋田高専では教員が育休を取得したという
例はないそうです。過去に育休を取得する機会が
あった教員がいなかったということです。職員は
別として、今までは結婚を機に退職される方もい
たりすると聞いております。
　男性教員についても制度としてはありますが、
取得したという例もありませんし、今後どのよう
に考えていくかが課題でないかと思っています。
渡部）ありがとうございました。では続きまして
秋田県立大学簾内様、お願いいたします。

簾内）はい、私、秋田県立大学で就職支援を担当
しておりますキャリアカウンセラーの簾内と申し
ます。

　私、他の先生方と違いまして、教員という立場
ではないんですが、先生方からいろいろお話を聞
きながら、一歩引いた形で職員の立場からお話を
させていただくということでご了承ください。
　私どもの大学の現状についてお話をいたしま
す。私ども平成11年に開学を致しまして、今年
で11年目になるまだ若い大学です。まだ11年目
なのでまだこれからだというところなんですが。
　全学の学生が1700名くらいの大学でして、そ
れに比べて教員の数を見ますと、222名となって
おります。教員１人あたりの学生の数が比較的少
ない、少人数教育というのをPRポイントにさせ
ていただいているということもあると思います。
　教員のうち女性の割合といいますと実は13名
しかおりません。パーセントでいいますと5.9％、
先ほど高専さんのほうで１割ですというお話が
ありましたが、私どもは残念ながら１割にも満た
ないというのが現状です。
　いろんな問題があるかと思うんですけれども、
私ども実は工学部系の学部と農学部系の学部と
二つ大きく分けるとあります。
　それから教養といいますか、教養を担当してい
る教育センターというところで三つになります。
それぞれ理工系ということで女性の研究者自体
の数が少ないということもある影響からか、女性
の割合が非常に少ないというのはどうしてもし
かたのないところではあります。
　平成21年度文科省の学校基本調査でそれぞれ
工学部系、農学部系の教授、准教授、助教とい
う部分での女性教員の割合を調べましたところ、

簾内　聖子　氏
労働省（現：厚生労働省）を退
職後、キャリアコンサルタン
ト、産業カウンセラーの資格
取得。
現在は、公立大学法人秋田県立大学にてキャリ
アカウンセラーとして勤務し、学生の就職ガイ
ダンス、就職相談等を担当。



−…84…− −…85…−
−31−

そこのパーセントは低いという現状はもちろん
あるんですが、私どもの大学で見た時にさほど低
いわけでもないと。工学部系、農学部系の大学と
いうことであれば、オーソドックスな平均的な女
性の教員の割合なのかなというふうに考えてお
ります。
　ただ教養のほうで見ますと、一口に人文系とは
いえないわけですが、人文系の学部と比較します
と12名の教員中女性が１名ということで、10％
にも満たない非常に少ない割合というところが
ございます。
　それから男女共同参画ということで育児休業、
産前・産後休暇、介護休業ですね、そういう状況
についても確認をいたしましたが、開学以来実は
産前産後の休暇をとった女性が２名です。産前産
後休暇をとった女性が今ちょうど初めて育児休
業をとり、１名ようやく出たというところです
ので、現状としては低いのかなという認識を持っ
ております。
　ただ産前産後につきましても育児休業につき
ましてもそうなんですが、職員という立場から見
ますとそれなりに取得をしている者もおります
ので、その辺はやはり教員という立場に何か問題
があるのかなと個人的に考えております。
　あとは看護休暇につきましては教員の方でも
取得の実績がございます。ただ介護休業になりま
すと、これはまだ全然取得の実績がないというの
が現状です。
　以上が現状ということでございまして、課題に
つきましては簡単にお話をさせていただきます
が、先ほどお話をしましたようにやはり女性教員
の割合が非常に低いというようなところが課題
であるというふうに考えております。
　それからもう一つは育児休業など制度として
は整っているんですけれども、なかなか実際に取
得するというところまでは結び付いていないと
いうことで、取得しやすい雰囲気作りというのが
課題になってくるのかなと考えています。
　それから先ほどから先生方からお話もありま
したが、やはり代替要員の確保というのが大きな

ポイントになってくるのではないかと思ってお
ります。
　私からの報告は以上です。
渡部）ありがとうございました。それでは続きま
して秋田公立美術工芸短期大学の菅原様、お願い
いたします。

菅原）秋田公立美術工芸短期大学の菅原です。本
学の教員は非常勤講師を除いて、学長を含めて
31名おり、そのうち４名が女性です。
　私が所属している産業デザイン学科では３名、
工芸美術学科では１名が女性ということで、割合
でいけば１割なんですけれども、少ないというの
が現状です。
　私自身の体験を通して現状の課題について少
しご説明します。美術工芸短期大学は平成７年、
1995年に開学しまして、私は開学当初から勤め
ております。勤めた時は助手で採用され、その翌
年に第１子が誕生しました。その時は４カ月程育
休をとらせていただきました。
　開学したばかりの短大でしかも出産というこ
とでしたが、産休と育休をとらせていただきまし
た。美術工芸短期大学の設置者は秋田市なので、
福利厚生の制度は秋田市の市の職員の制度をそ
のまま適用させていただきました。
　平成11年に第２子が誕生したんですけれども、
入院とか手術とかいうのが産前産後でだいぶい
ろいろあって、すぐに復帰できないような状況で
したので、育児休業を１年取らせていただきまし
た。
　その時まだ助手だったということもあって、講

菅原　香織　氏
栃木県宇都宮市生まれ。転勤族
だったため、神戸→大阪→横浜
→宇都宮→東京と転居し、平成
元年より秋田市在住。秋田公立
美術工芸短期大学助手を経て平成19年より現
職。１男１女の母。
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座、授業を担当していない立場でしたので、私の
ポジションのところの部分を外部から採用して、
その職を担当していただきました。
　前例がないということもあったので、逆に私が
休みを取りたいということに対して、特別反対を
する人もなかったというのはよかったんですけ
れども、やはり職場には大変ご迷惑をかけたとい
う思いはあります。
　ようやく下の子どもが小学校に上がって、４年
前に助手から助教に昇進が決まり、授業、講座も
持てるようになって、教授会にも参加できるよう
になり、大学運営に携われるようになったという
ことで、大変忙しくなりましたが、やりがいを感
じつつ働いています。
　制度的なところでは、公立学校共済組合とか、
秋田市の福利厚生が利用できますが、私以外に結
婚して、出産した女性の教員がいないので、前例
もなかったけれどもあとに続く人もいないとい
うところが課題かなというふうに思います。
渡部）ありがとうございました。それでは続きま
して日本赤十字秋田看護大学の村井様お願いい
たします。

村井）日本赤十字秋田看護大学の村井でございま
す。私昨年から大学の研究センターという所に所
属させていただいて、このような仕事をさせてい
ただいておりますが、秋田看護大学は実は大学開
設が昨年でございました。
　現在大学の看護学部、短大の看護学科、介護福
祉学科、これらが一緒にまとまっている組織であ
ります。

　総数、学長、副学長を含め67名でございまして、
そのうち教員は42名ということになっておりま
す。その中で男性、女性の比率を見ますと、男性
が１／３弱ということになります。
　そして、ご承知のように看護系の大学、看護及
び介護福祉系の短期大学であるために看護師の
教員が圧倒的に多い。33名の看護師の教員でご
ざいますが、そのうち男性が３名、１割というこ
とでございます。
　さらに職員が19名おるわけですが、職員のほ
うの男女の比率はほぼ同数ということです。
　日赤という非常に大きな枠の中で、福利厚生が
動くので、ある意味では非常に手厚い制度は使え
るということでございまして、特に大きな男女差
ですとか、そういうものに関する差というものは
現在見えておりません。
　しかし一つ大きな問題として私自身が考えて
おりますのは、先ほど岡崎さんがおっしゃいまし
たように「結局は本人です」ということで、モチ
ベーションの問題が男女共同参画と同時に走っ
ていく必要がある。同じウエイトでは言えないか
もしれないのですが、男女共同参画を考えた場合
に、女性の研究に対するモチベーションを引き上
げなければならないということを考えております。
　そういう意味で研究センターという所で仕事
をさせていただいているということになります。
　先ほど先生方がおっしゃいましたように、大学
というのは教育機関としての役割、社会的な役割
があるということ。そしてもう一つ私どものとこ
ろでは医療職、特に看護･介護職を育成するとい
うことがございまして、ある意味ではどういう人
でもいいというわけにはいかないと考えています。
　つまり岡崎さんもおっしゃいましたように教
育・研究のモチベーションの非常に高い方を育て
ていくという責任があるわけです。これは学生に
対しても、それから教員に対しても同じような考
え方をしなければいけないと考えております。
　今私が考えておりますことは、女性教員はもと
より、１割ぐらいの男性の教員も含め、どのよう
に育てていくか。それが非常に大きな問題になっ

村井　貞子　氏
　専門は感染症の疫学、感染防
御。27年間の都立私立大学医
学部での教育・研究の後、看護
学の教育に当たり2007年3月
定年。2009年4月より現職。
　仕事と家庭に対するモチベーションを高く
持ち、自分と仕事の立ち位置を確認すること
が必要と考えてきました。
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ておりまして、この場で今まで女性の教職員に関
する問題ということで話題になっていたことと、
ちょうど裏の部分を申し上げなければならないと
いうのが私どもの課題であると考えております。
　教育・研究の理念を明確に持つということ、そ
れからもう一つは私自身も子どもを育てた人間
でございますけど、やはり家族のサポートを受け
る、そしておそらく研究者自身がしっかりした夢
を持って、家族とコミュニケーションをとれてい
れば子どもは背中を見てくれる。これが私の個人
的な見解みたいなものですが、それを女性教員の
方には申し上げたいというところでございます。
　今この場で要求されたことの返事になってな
いかもしれませんが、以上の報告でございます。
渡部）ありがとうございます。パネリストの皆さ
まからは本当にさまざまな現状と課題をここで
提供していただきました。その中でまず最初に制
度に関しましてはどこの機関でも持っているが
なぜ、なかなかその制度はうまく運用されないの
か。まずこの点から話し合ってもらいたいと考え
てまいりたいと思います。
　そこで先ほどご自身の体験も交えて話された
方もおられますけれども、自分が休むと周り、職
場に迷惑がかかるのではないのか。こういう意識
につきまして、これはもしかするとちょっと工夫
をすれば、どうにかなるのではないのか。あるい
は村井先生のお話にありましたように、家族のサ
ポートの重要性。
　それでまず自分が休むと迷惑がかかるのでは
ないか。この点につきましてここを解決する方法
といたしまして、パネリストの方々、何か工夫ご
ざいませんでしょうか。いかがでしょうか。
和泉）先ほども言いましたが、大学は、教員の自
立性が高いがために、自由な発想での自由な研究
活動ができるということになりますが、その一方
で、自立性が高いために、他の人に迷惑がかけら
れないという意識がかなり強く働くのではない
かと思います。
　ただ実際の問題として、大学の規模によるのか
もしれませんが、例えば私が今日失踪したとして

も、たぶん大学は何の変わりもなく、多少迷惑が
かかることもあるかもしれないけれども、普通に
動いていく。
　現実的に、例えば教員が少しいなくなったとし
ても、組織としては普通に動いていくと思います
が、そうであっても、やはり各教員の心理的な負
担というのはかなり高い。
　こうした場合、つまり実際にかける迷惑以上
に、迷惑をかけるかもしれないことに対する個々
の心理的な負担が高い場合、この心理的負担をど
うやって減らしていくのかということを考える
必要があります。先ほどどなたかも言っていまし
たが、特に秋田、秋田大学もそうですが、規模が
小さい大学だと代わりに授業をやってくれる人
がいない。そのところをサポートする面でも代替
要員制度というものが重要になるのではないか
と思います。
　例えば自分たちの組織の中で、代替を見つける
というやり方ももちろんあると思いますし、おそ
らく実際これまでも、誰かがいなくなった時には
組織内でまず考えるということが行われてきた
と思うんですが、やはり迷惑をかけられないとい
う負担感を考えた時には、組織内だけではなく
て、組織外での何らかネットワークを作っておい
た方が、実際にこれを使うかどうかは別として
も、「ある」という安心感によって、負担感を多
少は減らせるのではないかと思います。
渡部）ありがとうございます。教員に限らず専門
職の場合には同じ地域に自分と同じ専門の人間
が多数いるとは限らない。教員に関しましては代
替要員制度というような、システムを作ることに
よりまして、個人の心理的な負担を減らすという
提案でございます。
　ただいまのことに関連しましてパネリストの
皆さまで、何かご意見ある方お願いします。
菅原）今の代替教員のシステムのことなんですけ
れども、本学のほうの取り組みではリスクマネー
ジメントという視点で、教授職にある先生方が高
齢になっていくので、だんだん体があちこちが故
障が出てきたりするので、万が一のために専門分
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野での代わりに授業を持ってくれる人について
リストアップをして、同じ学内で多少似通った分
野の先生にお願いするということもありますし、
市内、県内で事前に了解を得て代替の人を報告す
るというようなことで取り組んでおります。
渡部）ありがとうございます。本日のテーマは男
女共同参画でございますけれども、例えば年齢、
加齢による様々な問題が生じた場合、あるいはも
し若くても病気をした場合に、周りも本人も困ら
ないためにやはりシステム作りが大変重要であ
るというような方向性が一つ確認できると思い
ます。
　この件についてまだたくさんあるとは思います
けれども、村井先生から頂戴した課題に移らせて
いただきます。
　少数派である１割の男性教員のモチベーショ
ンをどう高めるのか。これは実は看護学に限ら
れたことではなく、私どもポジティブ・アクショ
ンを考えていく場合、非常に重要なことではな
いかと考えられます。つまり女性のモチベーショ
ンを職業生活が終わるまでどう維持ししていく
のかということにも繋がる問題であると考えら
れます。
　このことにつきまして、パネリストの皆さま、
何かございませんでしょうか。
簾内）渡部先生からお話があったように、やはり
少数派の人のモチベーションを上げていくとい
う点からすると、村井先生のお話は非常に示唆的
だなあと承りました。
　どうしても少数派の意見が少なく、反映されに
くいという部分がありますので、そういう意味で
は逆転の発想といいますか、そういう視点を与え
ていただいたなと思います。以上です。
松村）本学も学生の男性が３割で、最近カウンセ
リングルームに男子学生が訪れるようになって、
少数派の人達の生きにくさというか、そういうの
があるのかなと思っています。まだちょっとどう
いう背景でそうなっているのかというところま
ではわからないのですが。
　女性と男性というのを考えた時に、女性にとっ

て働きやすい環境というのは、男性にとっても働
きやすい環境であるというように思います。男性
だけでなくて、従業員みんな働きやすい環境とい
うのが実は子育てをしている女性にも働きやす
い環境なのではないかと思います。
　本学は７年前に開学して、毎日職員の方が夜遅
くまで残業しているような職場でしたので、子ど
もができて５時に帰るのがとても辛かったです。
他の人たちがこんなに仕事をしているのに、なん
で私は早く帰らなきゃいけないんだろう、と。
でもそのような働き方が問題になってきて、上の
人たちの中でも積極的に残業を見直す動きがあ
りました。２人目を出産して復帰したら、夜中ま
で残っている人が少なくなっていて、以前より帰
宅も早いし、会議が短くなったりしていました。
そういう環境だと以前よりも少し５時に帰りや
すくなりました。
　ワークライフバランスを考えた時に、女性が働
きやすい環境というのがありますが、女性に子ど
もができて、そのことで他の人達にしわ寄せがい
くことになれば働きやすい環境とはいえないと
思います。例えば男性教員が女性教員のできな
くなった業務をこなさなきゃいけないとか。そ
うなると職場の雰囲気が、自分達がこんなにやっ
ているのに、なんで彼女はとなると、制度があっ
ても利用しにくいという心理的負担が増すと思
うんですね。
　そういう意味で男性教員も働きやすい職場と
いうのが大切だと思います。女性教員が子育てを
しているために自分達にしわ寄せがきているわ
けじゃなくて、自分達もやりがいのある仕事を
ワークライフバランス持ちながらできるといっ
た環境です。女性、子どもを持っている人、持っ
ていない人、すべての従業員が働きやすい環境が
大事だと思います。以上です。
渡部）ありがとうございます。今日会場にはほん
とにお忙しい中、多くの皆さまいらしてくださっ
ております。今日のパネルディスカッションをよ
り実りあるものにするために、働きやすい職場の
環境づくり、雰囲気づくり、風土づくりにつきま
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して、会場の皆さまからご発言をお願いしたいと
思います。挙手をお願いいたします。ご発言の際
に恐れ入りますけれども、ご所属とお名前を頂戴
できればありがたく存じます。
　マイクを持ってまいりますので、どなたかお願
いします。
　職種につきましても、ただいまは専門職を中心
に話をすすめてまいりましたが、具体的な事例も
含めてフロアから是非ご発言をお願いしたいと
思います。
会場女性Ａ）大学の皆さんということで一般の職
場の方と違うのか、同じなのか、とても興味深い
お話をうかがいすることができて、すごくいいシ
ンポジウムだなというふうに感じております。
　今の少数派の人たちの意見がなかなかモチ
ベーションとしても上がっていかないし、反映さ
れてないというところで、やはりその人たちの意
見がその組織の中でうまく反映されるようなシ
ステム作りがあればいいのかなというふうに一
つは思いました。
　それとあとは専門職の方たちの職場ですので、
育休とか介護とかの休業制度があっても、なかな
かとりにくいということでしたけれども、これは
私が職場を通じて知っております一般企業でも、
なかなかとりにくいという状況はあるようです。
　それで常々思いますことは、日本の職場の、例
えば９時から５時までという時間内できちんと
仕事が終了するという、長時間サービス残業等の
時間はもう働かないんだというようなコンセン
サスを、県民なり、国民なりが持つ必要というの
がとても重要じゃないかなと感じておりまして、
本当に８時間と言わず７時間位の労働をして生
活ができ、そして本当の意味でのワークシェアリ
ングができていくことで、先ほど松村さんがおっ
しゃっていました、女性が働きやすい職場は男性
も皆さんが働きやすい職場になるんじゃないかな
というふうに思っておりました。日本の長時間労
働を考えてどうでしょうかと思ったことでした。
ここの先生方がすごくよく働いて、長い時間働い
ていらっしゃるのかなということも感じたこと

でした。以上です。
渡部）ありがとうございます。休暇をとりやすい
雰囲気づくりのためには取得しやすいシステム
をまず作ると、そしてそれをどんどんとっていく
と、現場の声をどんどん発信していく、そういう
ことが今回のシンポジウムで得られた一つの結
論であると思います。
　そして男女共同参画推進、ワークライフバラ
ンスの推進、ダイバーシティの推進のためには
多様な支援の仕方を、労働時間の問題も含めて、
フレキシブルに考えていくということ、そしてそ
れをまさにこれからシステムを作り上げていく、
みんなで作り上げていくことが必要であるとい
うことが今日感じられました。
　はじめにいうところでも申し上げましたよう
に、秋田県内の大学が一堂に会しまして、そして
会場の皆さまと一緒に男女共同参画について考
えたのは本日が初めてでございます。これからこ
のような機会を数多く設けまして、前進してまい
りたいと思います。
　最後に、私どもの宣伝になって申し訳ござい
ません。後方のテーブルにございますけれども、
秋田大学では６月30日の育児介護休業法の改正
を踏まえまして、常勤職員、非常勤、フルタイム、
パートタイム職員の取得できる権利を表にした
冊子を作成いたしました。
　このような権利をすべての教職員がフルに活
用できるよう頑張りたいということをお約束し
まして、今日のシンポジウムを終わらせていただ
きたいと思います。
　最後に岡崎様から講評をお願いしたいと思い
ます。恐れ入りますが宜しくお願い致します。
岡崎）大変貴重なお話を本当にありがとうござい
ました。講評というのははなはだ僭越ではござい
ますので、一聴衆として感想を申し上げたいと思
います。
　私は普段は大学で学ぶ学生の皆さんに情報を
提供させていただいているという立場なのです
が、改めて働く場としての大学でさまざまな取り
組みが行われているということ、非常に新鮮な気
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持ちで拝聴いたしました。
　特に和泉先生のほうから「知を生み出す機関」、
まさにその通りだと思うんですが、そこがもっと
もっと多様な価値観を取り入れた形になってい
くと、非常に閉塞感がある我が国と言われていま
すが、また何か成長のタネになるものが生まれ
るんじゃないかなと期待をするところでもござ
います。また就職に関しましてはいざ就職活動と
なって、改めて自分自身が世の中の働く場とい
うのを知らないということに愕然とする学生が
多くて、普段私は大学の就職ガイダンス等でお
話をさせていただくことのほうが多いんですが、
そういった時には、「身近に働く人っていますよ
ね。皆さんの先生だとか、職員の皆さんとかも
働く一人の社会人の先輩なので、OB・OG訪問

が怖ければ、まず身近な働く人に声をかけましょ
う」なんていうことも提案しているのですが、そ
ういう意味では皆さま方が働く一個人とし、働く
環境づくりにまい進をされている、まさに村井先
生のお言葉にありました、「背中で見せる」とい
うことをされることによって、学生が自らの道を
決めていくところの大きな一助になるんじゃな
いかなと勇気づけられた次第です。
　本当に貴重なお話をどうもありがとうござい
ました。

渡部）どうもありがとうございました。それでは
そろそろ予定された時間になりました。本日は岡
崎様、そしてパネリストの皆さま、そして会場の
皆さま、本当にどうもありがとうございました。
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大学間連携合同シンポジウムに関するアンケート
平成22年９月7日㈫実施

１．性別

３．職業・所属

４．本シンポジウムをお知りになったきっかけ

５－２．基調講演の評価

女　76％

男　24％

チラシ・
ポスターを見て
　　　　　94％

その他　6％

５－１．全体の評価

２．年齢
20代　6％

30代　30％

40代　29％

50代　29％

60代　6％

NPO法人　6％

５－３．パネルディスカッションの評価

役に立たない　25％

役に立つ
　　62％

非常に役に立つ
　　　　　13％

その他学校関係者
12％

その他　4％

公務員　47％

秋大教職員
　　　 11％

男女共同参画団体
12％

他大学
教職員
　  6％

役に立つ
　   71％

非常に
役に立つ
　　29％

役に立つ
　   73％

非常に
役に立つ
　　27％
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５．本シンポジウムの内容について、評価及び意見をご記入ください。
 【全体】
１	 各機関共通した問題とは思うが、一同に会したことに効果を期待する。
２	 全体としてよいお話をうかがえたと思います。
３	 様々な立場からの意見を伺い、女性の労働者として考えさせられた。
４	 興味深い話が聞けました。ありがとうございました。
５	 講演はもう少し時間を取ってもらってもよかった。詳しく知りたかった。
 【基調講演】
１	 フェア、ケア、キャリア
２	 学生の就職情報や企業の取り組み事例（WLB関係）がとても参考になった。
３	 企業の第一線で働いている方の話を伺い企業の活動と人材育成方法について興味深かった。
４	 生き生きしていてよかった。少し理解しにくい言葉があった。
５	 ほとんど聞くことができず残念でした。
６	 	企業、女性の多い環境のお話ではありましたが、自身の職場等を考えるうえで良いお話を聞けたと思い

ます。
７	 学生指導する点でも、参考になる講演でした。
８	 	ポジティブアクション等でどんなに女性を引き上げようとしても、最終的には女性自身のモチベーショ

ンが大切…そうだと思う。性別役割意識も強く働いているかもしれない。
９	 ３児の母であり、企業の第一線で活躍していらっしゃることは大変すばらしいと思いました。
10	 不勉強で少し難しかったのですが、企業の中でひとりの人として日々向上している姿に感銘を受けました。
11	 企業の視点で話しが聞けて参考になった。
 【パネルディスカッション】
１	 大学の現状を知ることでができる機会であった。
２	 	時間が短かった。各大学の現状と課題の情報提供は有意義であったが、その後の共通課題への各パネリ

ストの意見表明が不足。準備不足か？今後も継続していただきたい。
３	 専門職集団における相互性を共有する共通認識を設けるべき。
４	 自らの体験などあって、とてもうなずけるところがあった。
５	 今後の方向性のようなものが見えてきませんでした。
６	 他大学の取り組みや考え方を知ることができたのは良かったと思うが、現在の職場では難しいと思った。
７	 大学の現状と課題を知ることでができて、参考になりました。
８	 	大学間連携の中で男女共同参画をすすめる取り組みの難しさ。大学という事業所の問題点は大きいと感

じた。
９	 それぞれの大学における現状を知ることができました。
10	 所属の紹介は紙ベースでもよいかもしれません。議論の時間が少なくもったいない気がしました。

６．その他ご意見がございましたら、ご記入ください。
１	 	男女共同参画は男女に共通するワークライフバランスの構築であり、業務能率向上のための活動と認識。

行動のみならず、考え方（ものを作り上げる作業における）の多様性の確保のためにも必要なもの。
２	 男女共同参画をますます推進していく必要性を感じた。
３	 参加者の皆さんと意見交換できる時間がもう少しあれば良かったです。休憩時間が短かったので。
４	 	大学が連携しながら男女共同参画の事業、ワークライフバランスに取り組み始めたことに拍手を送りま

す。小・中学校教職員がいかに恵まれていたか考えさせられました。大学がこのことに取り組むことの
価値は非常に大きい！！ありがとうございます。

5	 	内容がすばらしく、参加者が少ないことは非常に残念でした。いろいろ事情はあったと思いますが、周
知期間や方法がもう少しあったのではないかと思います。

6	 育休等の制度を利用するためには、利用しやすい環境、システム作りがとても重要であると感じました。
7	 	岡崎さんの基調講演は自ら働くママとして、就職サイトの編集長という立場からの視点でとてもわかり

やすかった。事業所向けWLBを考えているので、働く女性として、自分自身のビジョンをしっかり持っ
ていきたいと思います。参考にしたい。元気とやる気をいただきました。ありがとうございます。

−38−
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大学間連携合同シンポジウムに関するアンケート調査

　本日はご来場いただきましてありがとうございます。今後の事業の参考とするため、皆さまの率直な
ご意見・ご感想をお聞かせいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

以下の項目について、いずれかに○をつけるか、記入してください。

１．性別　　①女　　②男

２．年齢　　①20歳未満　②20代　③30代　④40代　⑤50代　⑥60代　⑦70代以上

３．職業・所属
　　①学生　　②パート・アルバイト　　③会社員　　④公務員　　⑤NPO法人職員
　　⑥秋田大学教職員　　⑦他大学教職員　　⑧その他学校関係者
　　⑨専門職（弁護士・医師・会計士等）　　⑩男女共同参画団体関係者
　　⑪専業主婦（主夫）　　⑫自営業　　　　⑬無職
　　⑭その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．本シンポジウムをお知りになったきっかけについてお答え下さい。
　　①チラシ・ポスターを見て　　②秋田大学ホームページを見て
　　③男女共同参画推進室ホームページを見て　　　④知人からの紹介
　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．本シンポジウムの内容について、評価及び意見をご記入ください。
４：非常に役に立つ　３：役に立つ　２：役に立たない　１：まったく役に立たない

内　　　容 評　　価 コメント

全体 ４・３・２・１

基調講演 ４・３・２・１

パネルディスカッション ４・３・２・１

６．その他ご意見がございましたら、ご記入ください。

ご協力ありがとうございました。ご記入後は会場出口の回収箱にお入れください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　男女共同参画推進室

−39−
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	2）　大学間連携に関するニーズ調査

男女共同参画推進のための大学間連携に関するニーズ調査実施報告（平成22年10月実施）
… 秋田大学男女共同参画推進室
…

１．	 ニーズ調査実施目的	
… …　地域の女性研究者支援のための大学間連携の在り方と、秋田県内の大学等高等教育機関の連携による代

替要員制度構築に向けた各機関からの要望・意見を収集し、男女共同参画推進事業への反映と地域への還
流を目指す。

…

２．	 ニーズ調査テーマ	
… １）大学間連携に関するニーズ調査
… ２）大学間連携による代替要員制度に関するニーズ調査
…

３．	 調査依頼機関（8機関）	
… ・秋田県立大学　（テーマ２も依頼）
… ・国際教養大学　（テーマ２も依頼）
… ・ノースアジア大学
… ・日本赤十字秋田看護大学
… ・秋田公立美術工芸短期大学
… ・聖園学園短期大学
… ・聖霊女子短期大学
… ・秋田工業高等専門学校
…

４．	調査結果概要	
… ・各機関とも調査に対する回答と県内の大学等高等教育機関が連携することに関しては良好な回答であった。
… …ただし、男女共同参画の取り組みに関しては、各機関において差があるため、本学の取り組みに合同（共催）し

ていきたいという要望が多くあった。
　　…　特に、意識啓発のための講演会・セミナーの開催や女性研究者のネットワーク構築、女性研究者支援のため

のニーズ調査などが多くあった。その中の要望として、女性に限定せず様々な状況が想定される中での整備や
ネットワークづくりに期待するという意見があった。

…
… …・県内高等教育機関との連携に期待することとしては、非常勤講師等の効率的な連携の在り方や長期休暇時

の代替要員や支援員の仕組み、研究水準のレベルアップにつながる研究交流や情報交換などにも期待したい
という意見があった。

…
… …・代替要員制度に関するニーズ調査では、病気・出産・育児による休暇や任期途中での退職による代替要

員が必要、あるいは今後制度として必要であるという回答があった。
…
… …・非常勤講師等の情報は限られた範囲での把握となっているため、インターネットを介したデータベースシステ

ムなどオープンな媒体での運用が可能となれば便利であるという意見があった。　　　　
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ニーズ調査回答状況

　１．大学間連携に関するニーズ調査

質問１：男女共同参画のための大学間連携事業として、秋田大学と合同してできる事業はあるか（複数回答可）。
回答１：回答項目（回答数）
　　　　・意識啓発のための講演会やセミナー等の開催　（４）
　　　　・大学院生等若手研究者向けのセミナー等の開催　（２）
　　　　・女性研究者のネットワークの構築　（４）　
　　　　・女性研究者支援のためのニーズ調査　（４）
　　　　・次世代育成イベントの開催　（３）
　　　　・その他　（１）　
　　　　　　（※女性に限らないネットワークを望む）

質問２：秋田大学、その他県内高等教育機関との連携に期待することは何か（複数回答可）。
回答２：回答項目（回答数）
　　　　・非常勤講師等の効率的な連携の在り方　（４）
　　　　・女性研究者（教員）の出産・育児・介護等による休暇時の代替要員や支援員の仕組み　（２）
　　　　・その他　（２）
　　　　　　・研究水準のレベルアップに役立つ研究交流や情報交換
　　　　　　・学術研究の基礎事項に関する相互研修と交流
　　　　　　・県内の教育機関との代替教員などの連携には期待をするが、女性研究者に限定したものではなく、

予期せぬ様々な状況が想定される中での整備を期待する。

質問３：連携を進めるにあたり、秋田大学に望むこと、または各機関において必要となること等意見はあるか。
回答３：自由記述
　　　　・女性研究者同士の情報交換と交流（気楽なスタイルでの交流の場の実現）
　　　　・データ処理に関する学び合いの場（統計法の日常化）　
　　　　・秋田大学に対しては県内の核となる教育機関としてのリーダーシップを期待する
　　　　・女性研究者支援等の取り組み事例が少ないため、今後秋田大学で行われる調査やイベントを参考に
　　　　　させていただきたい。
　　　　・…仕事の点でもむしろ女性である特質を活かした部分で男性がする仕事を延ばしていくことで、男女が共

同して参画できる社会を構築する、つまり、男女ともにお互いの立場を認め、個人が持つ資質を磨く努力
をする必要があるものと考える。そのような考え方を、女性の中だけの議論ではなく、男性も併せて議論
する事が必要であろう。

　　　　　…　さらに本プロジェクトが研究者を対象としているのであれば、研究者の持つ特異性も考慮しなければな
らない。単に授業の代替教員を求める事は些細なことであって、研究者個々には将来を見据えた生涯の
目標がある筈であり、職員と一般教員とは分けて考える必要があるのではなかろうか。
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　２．大学間連携による代替要員制度に関するニーズ調査

質問１：これまでに研究者（教員）の代替要員が必要となったことはあるか。また、今後制度として必要と思うか。
回答１：回答項目
　　　　・病気等による休暇のため
　　　　・出産・育児休暇のため
　　　　・家族等の介護休暇のため
　　　　・その他　（任期途中での教員退職による）

質問２：代替要員は、誰がどのようにして探しているか。また採用までにかかった期間はおおよそどれくらいか。
回答２：事務局が教員採用サイトに募集広告をだす。採用までの期間は場合による。

質問３：代替要員の採用までに苦労したことやどのように解決したかなど。
回答３：海外在住の外国人教員の応募があった際に、面接のスケジュール調整に時間がかかった。

質問４：非常勤講師等の情報を共有し活用してみたいか。また、どのような媒体を望むか。
回答４：インターネットを介したデータベースシステム（２）

質問５：非常勤講師等のどのような情報があれば活用してみたいか。
回答５：回答項目
　　　　　１）氏名・所属・学歴
　　　　　２）研究・専攻分野
　　　　　３）講師等履歴
　　　　　４）その他（英語での授業が可能か）

質問６：秋田県内の大学等高等教育機関で非常勤講師等を代替要員として運用する場合の利便性や問題点など
があるか伺いたい。

回答６：（自由記述）
　　　　・非常勤講師の採用については、教科担当の教員が把握している情報を基に行っているが、
　　　　　限られた情報であるためもっとオープンな媒体があれば便利ではあると思う。
　　　　・利便性：県外・国外からの登用に比べ、交通費がかからずに済む点。
　　　　・問題点：英語での授業が可能な人材が確保していただけるかどうか。

質問７：代替要員制度を進めるにあたり、秋田大学に望むことや貴機関が必要となることなど様 な々意見を伺いたい。
回答７：（自由記述）
　　　　・…これまで教員の代替要員が必要となった事例がないため、今後、事例が発生した場合は秋田大学の例

等を参考にさせていただきたい。
　　　　・使用言語（英語希望）を事前に確認済みであること。
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調査用紙

大 学 間 連 携 に 関 す る ニ ー ズ 調 査

　このニーズ調査は、秋田県内の大学等高等教育機関による男女共同参画推進のための大学間連携システムを構
築していくうえで、各機関のご意見をお伺いするもので、それ以外の目的に使用することはありません。
　貴機関の実情に合わせて忌憚のないご意見をお聞かせください。

質問１：…男女共同参画推進のための大学間連携事業として、秋田大学と合同してできる事業は何かありますか。
できる事業に○をご記入ください（複数選択可）。

　
　　　　□その他（具体的にご記入ください）

質問２：秋田大学と貴機関、また県内高等教育機関との連携に期待したいことは何ですか。
　　　　□非常勤講師等の効率的な連携の在り方
　　　　□女性研究者（教員）の出産・育児・介護等による休暇時の代替要員や支援員の仕組み
　　　　□その他（ご自由にご記入ください）

□意識啓発のための講演会やセミナー等の開催

□大学院生等若手研究者向けのセミナー等の開催

□女性研究者のネットワークの構築

□女性研究者支援のためのニーズ調査

□次世代育成イベントの開催（小中高生向けのセミナー・実験教室など）
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調査用紙

質問３：連携を進めるにあたり、秋田大学に望むことや貴機関が必要となることなど様々なご意見をお聞かせください。
（ご自由にご記入ください）
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調査用紙

大学間連携による代替要員制度に関するニーズ調査

　このニーズ調査は、秋田県内の大学等高等教育機関による大学間連携による代替要員制度を構築していくうえで、
各機関のご意見をお伺いするもので、それ以外の目的に使用することはありません。

　現在、教養教育科目等で県内大学等高等教育機関の非常勤講師についてはそれぞれ連携がなされておりますが、
運用面での利便性や問題点、今後、研究者（教員）の育児・介護等に係わる休暇時にも拡大適用し代替要員制度と
することができるかなど検討していきたいと考えております。
　貴機関の実情に合わせて忌憚のないご意見をお聞かせください。回答のあてはまるものにレ点あるいはご記入くだ
さい。

質問１：これまでに研究者（教員）の代替要員が必要となったことはありますか。
あるいは、今後制度として必要と思いますか。

　　　　□はい　　　□いいえ
　　　　　　　　　　⇒（差支えなければ、その理由を質問7の自由記述欄にご記入ください。）

　　　　どのような場合に代替要員が必要でしたか。あるいは必要と思われますか。（複数回答可）。
　　　　□病気等による休暇のため
　　　　□出産・育児休暇のため
　　　　□家族等の介護休暇のため
　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

質問２：代替要員は、誰がどのようにして探していますか。また採用までにかかった期間はおおよそどれくらいですか。
１）誰が：□必要とする研究者（教員）自身で　　□所属する部局で

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２）どのように探していますか：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３）採用に至るまでの期間：□１ヶ月以内　□２ヶ月以内　□３ヶ月以上

□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

質問３：代替要員の採用までに苦労したことやどのように解決したかなどあればご記入ください。
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調査用紙

質問４：非常勤講師等の情報を共有し活用してみたいですか。また、どのような媒体を望みますか。
　　　　□はい　　　　□いいえ（その理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　□名簿や電子ファイル　　□インターネットを介したデータベースシステム　□その他

質問５：非常勤講師等のどのような情報があれば活用してみたいですか。
　　　　□氏名・所属・学歴
　　　　□研究・専攻分野
　　　　□講師等履歴
　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

質問６：秋田県内の大学等高等教育機関で非常勤講師等を代替要員として運用する場合の利便性や問題点など
があれば記入してください。

質問７：代替要員制度を進めるにあたり、秋田大学に望むことや貴機関が必要となることなど様々なご意見を
お聞かせください。（ご自由にご記入ください）

以上
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	3）　大学間連携連絡会議開催記録

第１回 　 大 学 間 連 携 連 絡 会 議

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年5月7日(金)…10:30 ～ 11:30

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室
出 席 者 秋田県立大学（2名）

国際教養大学（1名）
秋田大学（5名）

議 事 平成22年度第１回大学間連携連絡会議
1.… 報 告 事 項 ・平成21年度第１回大学間連携連絡会議議事要旨の確認

・今後の連携について
・その他

2.… 審 議 事 項 ・女性研究者の出産・育児休暇に関わる代替要員制度について
3.… 決 定 事 項 ・代替要員制度の準備として合同セミナー等を通じて秋田県の男女共同参画の現状と課題

について意見交換を行い、地域への波及効果を図っていくこととし、セミナーの企画提案を
意見収集しながら進めていくこととした。

4.…今後の進め方 ・セミナーの企画提案も含めメールで連絡調整をし、第2回の大学間連携連絡会議を行うこ
ととした。

特 記 事 項 ・特になし

第２回 　 大 学 間 連 携 連 絡 会 議

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年6月25日(金)…10:30 ～ 11:30

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室
出 席 者 秋田県立大学（1名）

国際教養大学（1名）
秋田大学（5名）

議 事 平成22年度第2回大学間連携連絡会議
1.… 報 告 事 項 ・平成22年度第１回大学間連携連絡会議議事要旨の確認

・大学間連携合同シンポジウム開催について
2.… 審 議 事 項 ・平成22年度第１回大学間連携連絡会議議事要旨が確認された。

・大学間連携合同シンポジウムの開催について審議した。
3.… 決 定 事 項 ・平成22年7月20日（火）に秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー大セミナー室にて、

県内の大学等高等教育機関の関係者及び一般市民を対象に、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」を開催することが了承された。

4.…今後の進め方 ・次回の大学間連携連絡会議の日程については、メールで連絡調整することとした。
特 記 事 項 ・特になし
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第３回 　 大 学 間 連 携 連 絡 会 議

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年9月27日(月)…10:30 ～ 11:20

場 　 　 所 本部管理棟第二会議室
出 席 者 秋田県立大学（2名）

国際教養大学（1名）
秋田大学（4名）

議 事 平成22年度第3回大学間連携連絡会議
1.… 報 告 事 項 ・平成22年度第2回大学間連携連絡会議議事要旨の確認

・大学間連携合同シンポジウムの報告
・今後の連携について

2.… 審 議 事 項 ・平成22年度第2回大学間連携連絡会議議事要旨が確認された。
・市内の大学等高等教育機関へ今後の連携や代替要員制度に関するニーズ調査を行うこと
について審議した。

3.… 決 定 事 項 ・今後の市内の大学等高等教育機関との連携や代替要員制度に関するニーズ調査を実施
することが了承された。なお、ニーズ調査の結果に基づき、今後の連携や代替要員制度の
素案は秋田大学が作成し、県立大と国際教養大とも協議しながら進めることとした。

4.…今後の進め方 ・メールで連絡調整することとした。
特 記 事 項 ・特になし

第４回 　 大 学 間 連 携 連 絡 会 議

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年1月28日(金)…10:30 ～ 11:30

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室
出 席 者 秋田県立大学（2名）、国際教養大学（1名）、聖霊女子短期大学（1名）、

秋田工業高等専門学校（2名）、秋田大学（4名）
議 事 平成22年度第4回大学間連携連絡会議
1.… 報 告 事 項 ・平成22年度第3回大学間連携連絡会議議事要旨の確認

・「男女共同参画推進のための大学間連携に関するニーズ調査」実施報告
・代替要員制度の構築について
・今後の連携について

2.… 審 議 事 項 ・平成22年度第3回大学間連携連絡会議議事要旨が確認された。
・代替要員制度の構築案について説明があり、各機関保有の情報の提供と運用に関して審
議した。

3.… 決 定 事 項 ・代替要員制度の構築については、各機関保有の情報を提供するにあたり、非常勤講師等
の承諾を得る必要があるため、各機関長宛てに依頼文書を送付し承諾を得ることで構築・
運用に取り掛かることが了承された。
・今後の連携について、講演会などイベントの合同開催の提案や協力について依頼があっ
た。

4.…今後の進め方 ・メールで連絡調整することとした。
特 記 事 項 ・特になし
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	4）　代替要員制度の構築に向けて

代替要員 
人材情報 

大学間連携と女性研究者支援in秋田 
地域の女性研究者支援のための代替要員制度構築に向けて（案） 

秋田大学 

DB 

大学等高等教育機関 

大学等高等教育機関 大学等高等教育機関 

大学等高等教育機関 

非常勤講師等
の人材情報の
登録・更新 

非常勤講師等
の人材情報の 
検索・閲覧 

  出産・育児・介護等による 
教員・研究者の長期休暇の発生 

代替要員人材情報データーベースの運用（案） 

各大学等高等教育 
機関の担当者 
（ID/PWによる認証） 

登録情報 
・氏名、年齢、性別 
・現在の所属、所属連絡先 
・最終学歴、講師等履歴（現在の情報） 
・研究、専攻分野 
・その他 

非常勤講師等
の人材情報の
登録・更新 

各大学等高等教育 
機関の担当者 
（ID/PWによる認証） 

代替要員 
人材情報 

DB 

効率的な 
代替要員の採用 

非常勤講師等
の人材情報の 
検索・閲覧 
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（3）意識啓発活動　

	１）　男女共同参画講演会「なぜ女性科学者は少ないのか」

講 演 会 開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年8月4日(水)…15:00 ～ 16:00

場 　 　 所 秋田大学医学部附属病院第二病棟　多目的室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））無

対 象 者 一般　　学生（大学生・大学院生）　教職員　　その他（　　　　）

来 場 者 人数：150名、（内訳　一般：7名　大学教職員・学生：143名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　ﾒﾃﾞｨｱ取材　ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ　HP　メール発信
その他（県内の教育機関・交流施設・大学各部局にポスター･チラシを送付　）

実 施 者
関連サブテーマ

　男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
　男女共同参画講演会「なぜ女性科学者は少ないのか？」

内 　 　 容 ・開会
・講演：東北大学大学院医学系研究科教授　大隅典子氏による
　　　　「なぜ女性科学者は少ないのか？」
・質疑応答
・閉会

効 果、問 題 点 　医学部保健学科の学生をはじめ教職員や一般市民約150名の参加者があった。特に学生
に対する意識啓発・次世代育成という観点からもグローバルな視点での講演は刺激となり、
アンケートにも将来を前向きに検討するなどの意見が多く寄せられた。
　プログラム決定までに時間を要したため、ポスター・チラシをコピー印刷で賄い告知が十
分とはいかなかった。また、本道キャンパス（新病棟）での開催のため、事前の会場確認や
道案内標記、当日の案内や受付、会場機器操作などスタッフの人数が必要であった。

反 省 事 項 　本道キャンパスでの開催にあたっては、総務担当者との事前連絡協議や余裕をもって準
備にあたることとしたい。この度の問題点を踏まえて、人員等も効率的に作業し増員なしで対
応できるよう調整したい。

特 記 事 項
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平成21年度採択 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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

講師 大 隅 典 子 氏
（東北大学大学院医学系研究科教授）

日時：平成22年８月４日（水）
１５:００～１６:００

場所：秋田大学医学部附属病院
第二病棟 多目的室

《お問い合せ》
男女共同参画推進室 coloconi
TEL：018-889-2260
E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

対象：秋田大学教職員・学部生・
大学院生のみなさま
一般市民のみなさま

男女共同参画講演会
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皆さん、こんにちは。仙台か
ら参りました大隅です。
　こういうお話をする時に、
今日は聴衆の皆さんの中に
非常に若い男性の方もたく
さんいらっしゃるということ
で、なかなかない機会だな

と思ってあとでブログに書いておこうと思っております。
　タイトルですが、ちょっとこういうタイトルつけさせてい
ただきましたけれども、簡単に言えば「理系の女性って
どうして少ないのかな」っていうような素朴な疑問で、
いくつかのことをデータをもとにしてお話して、これから
の明るい日本を作っていくためには、もうちょっと女性も
男性も両方一生懸命がんばろうよっていう、そんなお話
をしたいと思っています。
　あとで時間があればご紹介しますけれども、この洋書
が書かれていますけれども「Why…Arenʼt…More…Women…
in…Science?」というタイトルで、『なぜ女性科学者が少な
いのか』というタイトルで、和訳にして今年の秋に出版す
るつもりです。
　この中には非常にたくさんのデータに基づいた議論
がなされているので、これまでのいわゆるフェミニズム的
な女性の権利がどうのこうのとかとは、また違った観点
の本で、もしご興味のある方は是非お読みいただけれ
ばと思います。
　女性が少ない、女性の参画が少ないというのはでも
実は日本全体考えた時に本当は理系だけの問題ではあ
りません。今日は時間が短いので、例えば女性の政治
家でありますとか、新聞記者とかですね、そういったとこ
ろのデータ全部省いてしまいました。

　象徴的なのは、裾野が大きくなければトップも少ない
ということで、こちらはドイツの首相のメルケルさんです
し、大臣は蓮舫さんが仕分けによって大臣になったりと
かありましたけれども、本当にまだまだ少ないですし、女
性の学長と言ったら私立の女子大とかはいろいろある
かもしれませんけれども、国立大学で女性が学長をやっ
てらっしゃるのはせいぜいお茶の水女子大くらいかなと
思います。ちなみにこれはスーザンですね、MITの学長
さんですし、こちらはケンブリッジ大学のアリソンです。

「なぜ女性科学者は少ないのか？」

なぜ女性科学者は少ないのか？

大隅典子
日本学術会議第２部会員
東北大学ﾃﾞｨｽﾃｨﾝｸﾞｲｼｭﾄﾌﾟﾛﾌｪｯｻｰ
東北大学総長特別補佐

共同参画講演＠秋田大学100804

『なぜ女性科学者は少ないのか？』
拙訳：今秋出版予定（西村書店より） 1

女性のトップ

• 女性の首相

• 女性の大臣

• 女性の社長

• 女性の学長
– Susan Hockfield (MIT)

– Alison Richard (Univ Cambridge)

– Drew Faust (Harvard)

2

東北大学大学院医学系研究科教授

大  隅　典  子 氏
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　ちょっと中に入っていきたいと思いますけれども、日本
の女性研究者というのは理系と文系と合わせた数字に
なっていますけれども、13％ぐらいなんです。
　日本は、いろいろなところで右肩上がりではなくなり
困ってるわけですけれども、この業界では一応右肩上が
りです。

　ただ右肩上がりではあるんですけど、国際比較を行
いますと、これはここに掲げてあるOECD関係のその国
中で、日本は韓国に抜かれたんですね、去年あたりに。
一番ビリです。13.0％というのは随分増えてるじゃない
かという印象があるかもしれないんですけれども、こう
いった科学をやっているような諸外国の中で日本は最
低だということがあります。

　若い世代はそれでも少しずつ増えてはきているんで
すけれども、職位が高い、すなわち大学で言えば、先ほ
ど言った学長クラスや教授クラスはもう圧倒的に少ない
ということがあります。小学校や中学校でもやっぱり女
性の校長となると少ないということがあるわけなんです
ね。大学それから短期大学は女子大が多いので少しは
大目になっていますけれども、こういうふうに大学院です

が、いわゆる助手や助教の数に比べると圧倒的にトップ
の方というのが少ないということになります。

　分野別に見ますと予想通りと言いますか、人文科学
系、社会科学系の方がやや多いという傾向はあるわけ
なんですけれども、圧倒的に理学、工学、農学が非常
に少ない３大分野になっています。
　今日は保健学科の方々もこの講演を聞いてくださっ
ているというふうに思いますけれども、保健の中では看
護師さんが女性が多いという歴史的な背景があります
ので、比較的女性のパーセントは教授のクラスでも多く
なっていますが、それはそういった理由によります。
　あと家政学というのは、これは主に私立大学の私立
の女子大にしかおかれていないような分野なので、こち
らは多いんです。それでも助手がほとんど88％から90％
くらい女性であるにも関わらず、教授はその30％女性と
いうことは、70％男性だということなんですね。
　という感じで分野別に色々比較はあります。こちらの
問題はあとでまた戻ってこようと思います。

　これがなぜかということなんですけれども、実は諸外
国に比べて非常に大きな違いは、大学の進学時点です

日本は女性研究者が極端に少ない

• 欧米諸国平均：30％前後

平成21年度男女共同参画白書より平成 年度男女共同参画白書より
3

国際比較でビリ！

平成21年度男女共同参画白書より
4

職位が高いほど女性が少ない

平成21年度男女共同参画白書より
5

分野別比較

理・工・農…本当にそれだけ？（後述）

6
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でに理系の女子が少ないということが大変大きく、諸外
国と違うということがあります。
　例えばドイツの2000年のデータや英国の1990年の
データの時点で、どちらもフィフティ‐フィフティで４年
生大学レベルでは始まっているんですね。なので歴史
的な背景がありますから、教授になれる女性は少ないと
いうのは当然あるわけなんですけども、これをハサミの
図というふうに言っています。
　ところが日本はどうかというと、学部の時点ですでに
女子が、これ理系で比べると、男性が75％で女性が
25％というのは2005年のデータですけれども、最新の
データでもそんなに変わってないですね。
　そうしますと日本は出だしがここですから、それはもう
少ないのはしょうがないよねということになってしまうわ
けです。他の諸外国でそうじゃないということを考えると、
なぜこういうことが起きるのでしょうか。こちらがハサミな
のに対して日本は最初から離れているお箸だということ
があるわけです。

　よく言われるのは、女子は数学とか苦手と言うじゃな
いですか。これはPISAの国際比較で中学２年生におけ
る男女の得点差なんですけれども、マイナスの点数は
女子の平均点が男子よりも低いということなんです。
　それでもこの色の付け方でブルーは統計的に有意な
差がないというところです。赤いところは統計的に有意
な差があるというところで、日本の男女というのは数学
や理科に関して男子、女子というのはほとんど差がない
ということがあります。
　これはまたもう一つ面白い比較をすると、この図をじっ
と見ているだけでは実際分からないので口で説明しま
すが、日本の例えば女子の得点とアメリカの男子の得点
と比べたらば、日本の女子のほうがよかったりするわけ

です。わかりますか。
　つまり、同じ国の教育体系の中で比べた時の男女差
というのはあるわけですけれども、その同じ問題を国際
比較したときにどんなところにそれぞれの国の生徒達が
位置しているのかというのを見ますと、それは国の教育
の背景によって全く違うわけです。そちらのバリエーショ
ンのほうがずっと大きくて、男性、女性のバリエーション
というのは、例えば日本などの教育においては非常に
少ないものになっているということがあるので、女子だ
から理数系が弱いんじゃないのということは必ずしも当
たっていません。
　ただ先ほど冒頭でご紹介した表紙のスライドに使って
いる英語の本ですね、あの中には認知課題を行わせた
時に空間的な認知能力に関して男性と女性との間でこ
ういう差がありますよと、あと女性の場合には言語能力
でこういうところにむしろ有意な差がありますよというよう
なデータというのはありますので、それは興味のある方
は是非見ていただきたいというふうに思います。
　あと今日はなるべく自分の話を短めに終わらせて、折
角の機会ですのでご質問を受けたいと思っていますの
で、是非聞いていただけたらと思います。

　先ほどのお箸の図なんですけど、なんで出だしから４
年生の大学の時点から女子の理系が少ないかというこ
となんですけれども、そこで浮かび上がってくるのは周
囲の意識ということなんですね。
　私達は自分たちの自由意志でdecision…making、意
思決定をしているように思いますけれども、周りの人たち
から自分がどう見られているか、どう見られたいかとそう
いったことが意志決定に大きな影響があるわけです。
　このアンケートは中学校２年生の男子・女子に対して、

「お父さんは将来自分が科学や技術に関わる仕事に

大学進学時点ですでに理系女子は少ない

平成18年度年科学技術白書より
7

女子は理数系が弱い？

有意な差無し

8
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就いたら喜ぶと思いますか」「お母さんはそう思います
か」、この三つ目ですけれども「先生は自分が理科で良
い成績をとれると期待していますか」という質問をしてい
ます。
　そうすると、お父さんは「○子が理系にいきたいという
んだったら、まあそれでもいいか」という、比較的娘に甘
いかもしれないんですけれども、お母さんはもうちょっと
現実的で、「○子、あなたがそんな理系なんかにいった
ら嫁の貰い手がない」。今そういうこと言う人いるかどう
かわかりませんけれども、たぶんひと昔前だったらそん
なふうに言って、ちょっとプレッシャーかけたんじゃない
かと思うんですが。
　私もこのデータを見た時にまずびっくりしたのは、学校
の先生が女子に対して理科で良い成績がとれるという
ふうに期待していない。こういったところがあります。こ
のやっぱり先生の影響というのは、自分自身も振り返っ
てもやはりいろんなネガティブ、ポジティブいろんな影響
あったと思うんですけれども、教師からのメッセージが
ネガティブなものであったらば、やっぱり進学、進路をど
うしようかという時に日本ではだいたい高校の１、２年生
ぐらいの時点で理系、文系を分けてしまうんですけれど
も、それに対して案外影響を与えているのは教師である
ということがちょっと問題かなというふうに思っています。
　こういった問題に対して私自身がここに関わってくるよ
うになりましたのは、この６、７年ぐらいのことなんです。
女性研究者、女性科学者等々育成のためにということ
では日本学術会議を始めとし、諸先輩方は色々な努力
をされてきました。ここに掲げているのは比較的最近の
ことでいくつかご紹介したいと思います。

　ご紹介したいと思っているのは男女共同参画学協会
連絡会という理系の学会や協会、要するに学術団体で

すが、学術団体で男女共同参画の問題について連絡
を行って、情報交換をする会という、アドホックな会があ
りまして、これがかなりいろいろがんばって１万人以上の
大規模アンケートを行ったり、女性比率をいろいろ比較
したりというようなことを行っています。
　それから私は分子生物学会に所属していますので、こ
このあたりのところもデータを出したいというふうに思っ
ています。

　学協会連絡会は2002年に設立されて、現在ではこれ
一番今年の情報ですけれども、理工系の67学会が参加
していて、総会員数約48万人という、言ってみれば郵政
と同じぐらいの票がある団体だというふうに言えると思
います。そのうち女性会員が３万人います。

　先ほど言ったような目的があって、大規模アンケート
等 を々行っているわけなんですが、そのデータの一つで
すけれども、一般会員女性比率は縦軸、横軸が学生の
女性会員比率。すなわちこちら側に寄っていれば寄って
いるほど、その学会の中で女性の比率が多い。
　縦軸は上にいくほど一般会員の中での女性比率が高
い。これは何を表わしているかというと、もし学生会員で

周囲の意識

教師からのネガティブ
なメッセージ

9

女性研究者育成のために

• 日本学術会議

– 男女共同参画委員会からの提言「学術分野におけ
る男女共同参画推進のために」（2008年7月24日）

• 男女共同参画学協会連絡会
– 大規模アンケート（2003年、2007年）：各1万人以上
回答

– 調査報告：科学・技術系学会・協会における学生会
員と一般会員の女性比率（2005年、2007年）

– シンポジウム（毎年10月）

• 分子生物学会男女共同参画委員会
– 第2回バイオ系専門職における男女共同参画実態
の大規模調査の分析結果（2009年5月29日公開）

– 年会企画
10

2006.10.06

男女共同参画学協会連絡会
(2002年10月７日設立)

http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/

理工系67学会が参加（2010年6月）。
女性会員： 約3万人、（総会員数 約48万人）
設立の目的： 自然科学分野における男女共同
参画を推進すること

学協会連絡会の活動
♣ 大規模アンケート・調査

第1回（200３）、第2回（2007）
♣第3期科学技術基本計画に対する要望を
初めとした「提言・要望活動」

♣理系進路選択支援（女子高生夏の学校）

11
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アカデミアに入ってきた人がそのままそのお仕事を、その
キャリアを続けていたら、おそらく格差がないので、要す
るに20％で始まったならば20％になるはずです。
　ところが現実問題としてそういう学会はなくって、一番
高いのは神経科学科に入っているんですけど、格差が
少ないのは神経科学学会で20％弱ぐらいの学生会員
に対して、歩留まりが13、４％ぐらい。これが一番いいぐ
らいです。
　もちろん自動車学会、精密工学、この辺はもともとの
女性の比率が非常に少ない学会ということがあって、バ
イオ系はだいたいこの辺に位置しているものが多いんで
すけれども、その中で神経科学学会というのが比較的
女性が生き残り易い学会だということがあります。
　なぜかわからないけれども、ガラスの天井というのが
あるのかなあというのが、こういう数値から見えてくるわ
けです。

　女性研究者を取り巻く色々な問題というのがあって、
これは分子生物学会のデータとして抜き出しました。私
自身が分子生物学会に入ってますから、バイオ系の代
表というような感じでこれをとっています。
　そうしますと圧倒的に女性は部下がいない、自分一人
で働いています、あるいは自分が雇われている立場です
という方が圧倒的に多くって、例えば研究室の中の人
数が16人から30人なんてことになると、ほとんどいない
というわけです。うちの研究室は25人くらいなので、私
はこの中に入っているわけですけれども、それはほんと
にマイノリティだということになります。

　それと非常にリンクしているんですが、研究費の獲得
も少ない。これは平均値で出してますので、今日お集ま
りの先生方の中にはこれよりたくさん持ってらっしゃる
方、たくさんいらっしゃると思います。
　例えば男性のラボを持っている方が多くなってくる４、
50代になると1500万から2000万の間ぐらいの平均的な
研究費になるわけです。女性の場合には1000万に達し
ていないというのが平均値になるというわけで、研究費
も少ない。もっと色々なデータありますので、先ほどの
ホームページなどから生データについては是非見てい
ただければと思います。

　これがなぜかということなんですが、アンケートから浮
かび上がってくるものですけれども、まず圧倒的に研究
と生活の両立が困難である。これは男女共に非常に多
く回答している例です。複数回答有りなので、足し合わ
せて100％にはならない数字です。
　ところが答え方によって男女差があるところがあって、
男女の適性の差があるでしょうというのに対して男性の
回答が高い。女性はそれに対して少ない。女性のほう
が多い回答というのは何かというと、ロールモデルが少
ない。自分が将来キャリアを続けていったらこんなこと

ガラスの天井？

12

女性研究者：少ない部下

分子生物学会独自分析
13

女性研究者：少ない研究費

分子生物学会独自分析
14
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になるんじゃないかなという、そういったロールモデルが
少ないこと。あるいは職場の評価に対して、例えば評価
者に男性を優先する意識があるんじゃないか。こういっ
たことを挙げているのは男性ではなくて女性のほうが多
い。男性はそれをもともと適性が違うんじゃないのという
ふうに思い込んでいるというのが男女の差として浮かび
上がってきています。

　国はこれじゃいけないということでいろいろな育成施
策というものを行ってきたわけです。秋田大学でも女性
研究者育成支援モデル事業というのが開始されている
と思いますけれども、これが始まったのが平成18年から
ということで、まだまだ国を挙げてという取り組みには足
りないわけなんです。
　それから21年度からは加速プログラム、この両方、東
北大学の例はあとでご紹介いたします。
　それから今日はちょっとあまり時間がありませんけれど
も、学術支援協会、JSPSでは復帰支援のための特別
研究員制度というのをやはりこの年から一緒に始めてい
ます。あるいは国立女性教育会館、これは仕分けの時
に館長の神田先生というのが「待ってください」と仕分け
人に異議を申し立てたという、You…Tubeなんかでも何
度も視聴されている、テレビでももちろん放映されたと思
いますけれども、そういった館長さんがやってらっしゃる
ところなんですが、そういう日本学術会議等々でも女子
学生の理数系進路選択支援事業なんていうのをやって
います。こういったものをいろいろなターゲットに対して、
施策を行っているということがあります。　

　ではまず裾野の拡大というほうの支援事業ですが、こ
れは東北大学では平成18年から『杜の都女性科学者
ハードリング支援事業』を行ってきました。
　なんで「ハードリング」というか、これロゴマークですけ
れども、ハードリングというのは女子学生が例えば進学
する時にロールモデルの不足などがあることによって、
脱落していく。あるいは一人前になったかなと思っても
出産、育児等々で諦めてしまう。こういったハードルがあ
る。それを何とか越えるお手伝いをしましょうといった目
的でハードリングという名前を付けました。
　三つのプログラムを展開していて、３年で終ってしまっ
て、現在は総長裁量経費をいただいて学内措置として
やっています。秋田大学さんもその３年後にはたぶんそ
うしなければならないということがありますので、是非ご
検討いただきたいと思っております。
　育児・介護の支援ということで、例えばベビーシッター
や学内保育園、こういったものを作っております。
　それから環境整備ということで、これは女性用の休憩
室などを理系の各部局に整備したということです。

　それから次世代支援、これはあとで説明しますが、東
北大学のユニークなサイエンス・エンジェル制度という
のがあります。

女性研究者が少ないのは？

15

女性研究者育成施策

• 科学技術振興調整費
– 裾野の拡大：

• 女性研究者育成支援モデル事業（平成18年度〜）

– トップの育成：
• 女性研究者育成加速事業（平成21年度〜）

• ＪＳＰＳ
– 復帰支援：RPD制度（平成18年度〜）

• 国立女性教育会館・日本学術会議等
– 女子学生理数進路選択事業

16

進学・進路の断念

ロールモデル
の不足

退 職

出産・育児女子学生 女性科学者
●低い女性科学者の割合

●低い既婚率

●少ない子どもの数

●低い育児休業取得率

女性科学者のハードル

1. 育児・介護支援プログラム

【女性科学者の育児と研究の両立を支援】

2. 環境整備プログラム

【女性科学者の職場環境の改善】

3. 次世代支援プログラム

【次世代の女性科学者の育成】

ハードルを乗り越えるため、３つプログラムを展開

●東北大学における男女共同参

画体制の推進

●女性科学者のキャリアパスに

必要な制度の確立

杜の都女性科学者ハードリング支援事業概要

17
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　これは自然科学系の部局の女子大学院生を３年間の
間に延べ141名、サイエンス・エンジェルとして総長の
名前で任命いたしました。彼女たちは何をするかという
と、例えば３年間の間に延べ27校に母校への出張セミ
ナーなどを行ったり、科学館等での科学イベントで活躍
したり、あるいはオープンキャンパスで女子高校生に例
えば「理系に進学するとどんな感じなんだよ」という生の
声を聞かせてあげるというような、こんなイベントを行っ
たりしております。
　彼女たちは、これを縦のつながりと呼んでいるんです
けれども、自分達がそうやってロールモデルとして活躍し
て、自分より若い世代の方達に自分を見てもらう。それ
が彼女たちにとっての非常に大きなやりがいになってい
るということもあります。
　もう一つ横のつながりというのがあって、これはそれ
ぞれの研究室においては例えば20人、30人いる中でポ
ツンと大学院生の女子が１人かもしれないんだけれど
も、このサイエンス・エンジェル活動は言ってみればク
ラブ活動というか、課外活動のようなものなので、そこに
集まると「女子大学院生ってこんなにいるんじゃない」と
いうことで横のつながりができる。
　しかもこれは部局を越えてやっていますので、たとえ
が数学科の人もいればバイオ系の人もいれば、あるい
はロボット作ってる子もいたりと、そういったことで分野を
越えたつながりができるので、私は常に彼女たちに「あ
なた達、このつながり、このネットワークというのは５年
後、10年後、15年後にすごく役に立つから、OG会も作っ
てちゃんと頑張ろうね」というふうにエンカレッジしている
次第です。

　それがその３年で終ってしまって、学内措置でやって
いますけれども、昨年からその次のプログラムとしてこ
の加速プログラムというのが立ち上がりました。今年が

2010年、2009年から『杜の都ジャンプアップ事業』という
のを開始いたしました。
　ちょっと話が前後しましたけれども、「ジャンプアップ
for　2013」と書いているこの理由は1913年という、これ
は大正２年なんですけれども、東北帝国大学に女子学
生が入学したんですね。３人の女子学生、これは実は
化学科に２人と数学に１人ということで、日本で最初の
女子学生、女子大学生というのは実は理系だったとい
うことがあります。
　先ほどのハードリングのほうが裾野の拡大だったわけ
ですけれども、この加速ほうはよりリーダー育成というこ
とを念頭に置いています。ちなみにこっちのロゴマーク
は、気が付いた方いらっしゃったらその方はとてもアート
の素養があると思うんですけれども、ドラクロアの『自由
の女神』ってわかりますか。旗を持っている人をイメー
ジしてロゴマークを作っていただきました。
　ちなみにハードルの競技というのは、これ越えていく
んですけれども、倒してしまってもいいんですね。なので
みんながハードルを越えていって、ハードルがなくなって
いったらいいなというような気持ちも込めてロゴマークも
作っていました。

　ではジャンプアップ事業ですけれども、これは能力や
職階をジャンプアップしようということで、「自立し、共生
し、未来を育み、サイエンスを拓く杜の都女性研究者リー
ダーを育成しよう」ということで、トップクラス研究リーダー
養成プログラムということで、この沢柳フェローというメン
ター制度を作りました。
　これは沢柳政太郎という先生が東北大学の初代の
総長で沢柳先生の建学の理念の一つに門戸開放とい
うのがありましたので、私達は沢柳賞はこのフェローと
いうところに名前を冠にしています。
　あとそれから私もやっていますけれども、Distinguished…

H20年度 SA H１９年度

次世代支援プログラム

女性研究者フォーラム、ネットワーク形成

H18.10.14、H19.6.9、H20.5.24、（H18.12.23理系白書シンポジウム)

サイエンス・エンジェル制度

自然科学系各部局女子大学院生 : 141名（延べ）

身近なロールモデルとして小中高校生への理系進路啓発
母校への出張セミナー : 27校（延べ）

科学館等での科学イベント活動
オープンキャンパス

自然科学研究に従事する使命感・責任感の醸成・研究者の卵としてのスキルアップ

18

杜の都ジャンプアップ事業
for 2013 

1913年8月6日東北帝国大学入学の女子学生

東北大学女性研究者誕生100年、次なる100年にむけて！

H18-H20 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」
杜の都女性科学者ハードリング支援事業

裾野の拡大の次は
リーダーの育成!
（加速プログラム）

19



−…112…− −…113…−

professorによる能力アップセミナーあるいはマリー・キュ
リーってわかりますよね。この理系の女性はすばらしかっ
たわけで、これを超える人がなかなかいないというのが
問題なんですけど、キュリーさんの孫娘、この孫娘がやっ
ぱり化学者なんですけど、そのジョリオ・キュリーさんが
東北大学に来て下さって昨年講演を行ったという、この
プログラムでお呼びしたという形になっています。

　是非、「morihime」で検索していただいてホームペー
ジをご覧になっていただけたらと思いますけれども、こ
の二つのプログラム、現在はハードリング事業とジャンプ
アップ事業、ハードリング事業を学内措置で、ジャンプ
アップ事業を振興調整費でやっていると、こういうホー
ムページを立ち上げて推進室が取り組んでおりますの
で、是非ご興味のある方は見ていただけたらというふう
に思っております。

　ちなみに加速のプログラムは21年で５大学、22年で７
大学があって、これを是非継続してほしいということを
私達はお願いしている次第です。研究も育児も諦めな
いで、どんどんこうやっていく人たちが育てていけたらい
いなというふうに思っています。

　それからちょっとお話した女子高校生の進路選択支
援事業の一つとして関わっているのが、この「女子中高
校生夏の学校」というので、これは先ほどお話に出てた
国立女性教育会館で合宿で行うんですけれども、いろ
んな学会がある意味学会の宣伝合戦にもなるんですけ
ど、うちの学会に来たらこんな感じだよというようなこと
をいろんなブースを出したりしてやる。あと大学生がいっ
ぱいボランティアで参加してくれてこういったことをして
る。
　やっぱり女の子ってちょっと躊躇するところがあるの
で、そっと背中を押してあげるということがすごく大事な
んです。同じ能力があるのに、女子は目立っちゃいけな
いという刷り込みがあまりにも強く育ってきていますから、
そうではなくって「やりたいことやっていいんだよ」って
いうふうに、ほんのちょっと背中を押してあげる。それが
たぶん大事なことなんじゃないか。どんなレベルの方に
とっても大事なんじゃないかなと私は思っております。

杜の都ジャンプアップ事業
for 2013 内容について

１．世界トップクラス研究リーダー養成プログラム
沢柳フェロー（女性教授メンター）と部局メンター
複数メンター制による助言・指導
Distinguished professorによる能力アップセミナー

2.新ネットワーク創生プログラム
WEBネットワークシステム：情報共有と女性研究者の研究発信
学内の異分野間の人的ネットワークの創生

3.ワークライフバランス支援プログラム
女性研究者の研究スタイル確立のための支援
男性も含めた全学の男女共同参画意識の啓発・醸成

能力・職階のジャンプアップ！
「自立し、共生し、未来を育み、サイエンスを拓く
杜の都女性研究者リーダー」を育成

20

MORIHIMEで検索！

21

科学技術振興調整費
女性研究者支養成システム改革加速
採択機関の全国分布

平成２１年度
５大学

平成２２年度
７大学

京都大学 熊本大学

東京農工大学 奈良女子大学

東北大学 神戸大学

北海道大学 千葉大学

九州大学 東京大学

名古屋大学

広島大学

京都大学

奈良女子大学

名古屋大学

神戸大学
広島大学

九州大学

熊本大学

千葉大学
東京大学

東京農工大学

東北大学

北海道大学

東京大学

（備考）文部科学資料より作成

神戸大学
京都大学

奈良女子大学

千葉大学

北海道大学

22

研究も育児もあきらめない！！

博士研究員，技術系補佐員
事務系補佐員

ベビーシッター 授業代講非常勤補充人員の配置
23



−…114…− −…115…−

　さて、今日講演を終ったあといろんなお話、質問いた
だきたいと思っていますが、第3期の科学技術基本計画
というところに数値目標が書かれまして、自然科学系で
25％、女性を採用する時の比率です。現状の職員の中
の比率ということじゃなくて、採用する時の比率を25％に
しましょう。それぞれあと理・工・農でパーセンテージ
書いてあるんですけれども。
　こういったパーセンテージを数値目標として掲げると
いうことが良いか、悪いかということに対して非常に大き
なディベートがあります。ご質問があれば私の意見はあ
とでお話したいと思いますけれども、とりあえず第４期も
このパーセンテージというのを付けるということに今のと
ころはなっています。
　その数値目標の中で加速プログラムは理・工・農が
非常に少ないので、先ほどお話しましたようにそこをなる
べく手厚くしましょうということになっているんですが、実
は医（保健）という形で言われている中も、いろいろ見て
みますと例えば保健全体として見た時とそれから医学、
歯学、薬学なんかとそれぞれ分けてみた時です、その他
に分けた時に非常に大きな差があって、右側にどの数
値かというのが出ていて、一番少ないところが教授だと
思っていただいて、左側は大学院生、学部の学生です。
　それで見ていただきますと、例えば薬学なんかは学生
さんの54％は女子なのに、教授は9.3％。うちの薬学も
薬学研究科も30人弱ぐらいの教授の中で、まだ女性が
いない唯一の学部ということで「なんとかしてください」
というプレッシャーをかけまくっているところなんですが、
やっぱりもう少しがんばらないといけないとは思っていま
す。

　なので、この母数を増やす方法とそれからリーダーを
育成するというその両方があって国際競争力のある優
れた女性研究者に育てていくことができるんではないか
というふうに私達は考えています。

　それで、数値目標なんかのところの批判っていうのは
必ずこれでくるんですけれども、そういうことすると逆差
別なんじゃないのということを必ず言われる事がありま
す。
　逆差別、つまり女性の方を過度に優遇するのはけし
からんというふうに言われる事があるんです。これはど
こからとった図かと言うと、ヨーロッパの女性科学者を
支援しようという、EUのオーガニゼーションのところか
らとってきていて、このブルーとピンクで書くとフェミニス
トのほうがよろしくないと言ったりするんです。私はフェ
ミニストではないので、このほうがわかりやすいからこう
やっていますけれども、男性はキャリアアップしていく時
にそれぞれ階段がちょっと高いところに次の階段があり、
また次の階段を上ったらその次の階段がありというふう
に上っていけるのに対して、女性は最初の階段は同じよ
うに見えるんだけれども、どんどん歩いて次の階段に進
めないぐらいの高い段差になっているんじゃないのかと
いうのを象徴している図ですね。

②

母数を増やす
基盤整備（システム改革・両立支援・情報支援）
（女性研究者支援育成モデル事業；55大学）

②

キャリア形成
① 前期 （大学・大学院）

② 中期 （ポスドク・任期付
職）

③ 後期 （PIとして独立）

①

②

③

国際競争力の
ある優れた
女性研究者

ライフイベント

女性研究者養成
システム改革
加速プログラム
17大学

第３次＋第４期のポイント

26

女子中高生理系
進路選択支援事業

背中を押してあげることが必要！

24

数値目標：是か非か？

• 実は理・工・農だけではない

– 医（保健）の中身が問題！
H21年度文科省データより

25
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　あとこれはここと同じところからとっているんですけれ
ども、年度が違って何年だったか忘れましたが、よーい
ドンで同じトラックを走りなさいと言われていて、だけど
男性のハードルは低くって、女性のハードルは高いと、こ
ういったことがあるんじゃないのという図です。
　私が好んで使うのはこのコンダラの図です。コンダ
ラってわかりますか。『巨人の星』を知っている人。若い
世代の人、巨人知らないですか。恥を忍んで主題歌を
歌わせてもらいますけれども、「思い込んだら試練の道
を」というのが主題歌なんです。小学生の時に私聞いて、
「コンダラって重いんだ」って思ったんですね。「重い
コンダラ」。それでネットから落としてきているんですけど
も、私と同じようにコンダラ、重いものを引っぱっている
んだと。星飛雄馬のお父さんの大リーグ養成ギブスみた
いな感じで、コンダラを引っぱるというトレーニングがあ
るんだと思ったんですけれども。
　テニスコートを地ならしするようなああいう感じのもの
ですね。これ、みんなが思うらしくて、実際こういうサイト
があります。グーグルってください。コンダラってカタカナ
で入れたらこういう画像がいっぱい出てきます。
　それで女性は、例えば介護は男性もほとんど同じかも
しれませんけれども、出産育児というあたりのところで、
重いコンダラを引いていると。にもかかわらず同じ業績
で評価する。私達は当然のことながら業績で評価する
んですということが金科玉条のように言われるということ
に対して、ちょっと待って下さいと異議申し立てというの
はここの点です。

　例えば一つの例としては、家事労働時間があります。
男性も女性も子どもがいない場合はほとんど変わりませ
ん。この点線、家事、育児が１時間以下、２時間以下。
男性はほとんど80％、85％くらいが２時間以下なんです
ね。

　女性はそれに対して子どもがいる、男性が子どもがい
ても女性は子どもがいると、たぶん85％は２時間以上、
１日の間に家事労働時間を男性より余分にやっている。
この毎日、毎日365日何年も積み重なっていったら、やっ
ぱり正直業績の差というのに一時はなるんじゃないで
しょうか。ということがあるので、同じ土俵で闘っている
んだから平等でしょということに対しては、個々で違うと
思うんですけれども、平均値で考えた時もこうやった違
いという背景を無視することはできないんではないかと
いうふうに私は思っています。

　というわけでいろんな研究費獲得の面、先ほど研究
費少ないというのがありましたけれども、例えばJSTさん
は共同参画室を置いて、今は日本女子大学の名誉教
授である小舘香椎子先生が室長やってらっしゃって、例
えば「なでしこ」キャンペーンなどでは女性でこういった
ものをとられた方の声を載せていたりとか。
　あとそれからついこの間募集がありました最先端プロ
グラムでは女性を30%ぐらいとりましょう、なるべく奨励し
ますということを公募要項にも書いてありました。そのお
かげで蓋を開けてみたら女性の応募というのは28％に
達していました。
当初こんなのやったって女性は応募する人が少ないん
じゃないのという予想は大きく裏切られて、現在これに
応募できるような公募者の中には28％の女性がいると
いうことです。
　ですので、我々は常に目を配ってそういった方々のキャ
リアアップということを考えていかないといけないかなと
いうふうに思っています。
　それで国の財政確かに厳しいわけですから、子ども
手当とかそっちのほうが大事というのもどうかとも思いま
すけれども、女性研究者の支援というのは日本ではほ
んとにわずか５年です。

逆差別……？？？

同じ実力なら…と言われるが、背負っている重荷が違う…

巨人の星：
コンダラの図

27

女性研究者の家事労働時間

28
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　例えばですけれども、アメリカではこれはNSFという
米国科学foundationですね、そちらのデータでとってき
てますけれども、1980年代からこういった支援というの
が始まっています。それで現在のアメリカがあるというこ
とを考えますと、日本もしばらくの間はもう少し何かを考
えて、より意識的に考えていかないといけないんじゃな
いかなというふうに思っています。

　Taking…for…messageということでいくつかお話したいと
思いますけれども、女性が増えてなんでいいのという質
問もよく受けることがあります。その質問に対して私が答
えているのは、現在世界中のグローバルな企業の中で
非常に業績を上げているところがどれだけ女性が活躍
しているかを見てくださいと。人材が多様であるというこ
とは21世紀を生き抜いていく力だというふうに、それが
証明していると思います。
　日本のガラパゴス化というのはいろんなところで言わ
れてると思います。日本の携帯は外で使えないので「ガ
ラ携」と言ってますよね。日本をガラパゴス化しないため
にやはり女性の力というのが必要だと思います。
　あと５年は少なくとも継続支援が必要じゃないかなと
いうふうに思ってますし、私は比較的いろんなところで
意見を発するということをしやすい立場にいるかもしれ

ませんけれども、実は皆さんの小さなアクションがすごく
大事です。
　最近はいろんなところでパブリックコメントをとるように
してありますので、そういったところでちゃんと言うことが
大事です。それでよかったですとか、こういう支援が受
けてありがとうございましたとか。特にモデル事業などで
ご支援を受けている方は是非そういった意見をパブコメ
などがあった時には寄せてください。そういった一人ひと
りの小さなアクションがたくさん集まってくればそれは大
きな力になります。
　特にまたオピニオン・リーダーというのも必要ですの
で、こういった小さなアクションと目立つ人というのも両
方たぶん必要なんだろうなというふうに思います。とにか
く世界中で手をつないでいけたらいいなと考えておりま
す。

　お手元に資料が配られていると思いますので、いろい
ろなサイトがあって、いろんな情報というのが現在はまと
まっていて、わかりやすくなっています。
　内閣府に男女共同参画の参画局というのが置かれた
というのが５年ぐらい前ですけども、初代の大臣だった
のが猪口邦子さんという政治学系の女性の方だったん
ですけれども、そのあと今は男性が大臣になっていると
いう状態です。ちょっと少し落ちているんじゃないかなと
思うので、もうちょっとハッパかけないといけないと思っ
ています。
　いろんなデータはこの男女共同参画局のほうにもあ
ります。ここも白書など出していますし、それから東北大
学の取り組みなどについて興味のある方は育成支援室
morihimeですね、“もりひめ”ってカタカナでもひらがな
でも、ローマ字でも入れていただいたら、このサイトが一
番トップに出てきます。
　それから私はブログで仙台通信というのをやってい

女性支援の研究費等

• 内閣府チャレンジサイト

• JST男女共同参画室
– 小舘香椎子室長

– さきがけ”なでしこ”キャンペーン

最先端プログラム

女性の応募は

28%

29

From ADVANCE Leaflet, www.nsf.gov/advance

アメリカの女性研究者支援：
1980 年代からスタート

日本の女性研究者支援：
わずか5年

30

大事なこと

• 人材の多様性は21世紀を生き抜くチカラ！

• 日本をガラパゴス化しないために女性活用！

• あと５年の継続支援を！

• 小さなアクションＸ多数の賛同

• オピニオン・アクションリーダー

31
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て、ちょっとここに書き忘れましたけれども、大隅典子の
ツイッターというので検索していただくと、日々のつぶや
きというのも見えます。そういった中でもいろんな情報
発信をしています。
　あとそれからこの本の中に多数のデータというのがあ
りますから、それを是非見ていただけたらと思っていま
す。

　あとそれから今年の９月の19から21日に東京で第15
回のAPECの「Womenʼs　network　meeting」というの
が、第15回APEC女性リーダーネットワーク会議、省略
名がWNMというのが開催されます。
　ここは世界各国から女性のリーダーの方も集ってき
て、いろんな意見交換を交わすということですので、是
非支援室の方なども見に行かれたらよろしいんではな
いかなと思っています。
　あと一つだけ付け加えておきたいのですが、この男
女共同参画局の初代の大臣、猪口邦子先生のところ
に、当時連絡会の委員長だったので、ご挨拶に行った
時に「皆さん大事なことがあります。三つの“ない”という
のが大事です。」と言われました。「ひるまない、ひがま
ない、足を引っ張らない」この三つが実は例えば男女共
同参画等々進めていく時に猪口先生が大事だよと言っ
ていた言葉です。
　もう一度言います。ちょっと順番最初の二つの順番が
違ってたかもしれませんが、「ひがまない、ひるまない、
足を引っ張らない」。三つの“ひ”のないですね。それは
ちょっと振り返っていただくとわかると思います。
　やっぱり女性が例えば優遇されるということに対して
男性がひがんだりすることもあるかもしれませんが、女
性の方でも自分が若い頃にそんなのなかったのにと思
う方もいらっしゃるかもしれないし、それはどうかってい
う話ですね。みんなもっと温かく、もっと良い暮らしをし

ていきましょうということが大事かと思います。
　それからひるまないというのは何かチャレンジしようと
いう時に、私は女性だからというふうにひるむというのは
そんな時代じゃないですよ。皆さんの力を活用しなかっ
たならば、どんどん沈没するだけですから、女性の方達
ががんばらないと21世紀の日本はないんじゃないかと
私は思っています。
　足を引っ張らないというのは先ほどの最初と関係する
ところですけれども、誰かいい思いをしようとしている人
の足を引っ張るというのは大変よろしくないことだと思い
ます。これは私がよく言うのですが、ある時誰かいい思
いをしているかもしれないけれども、たぶん人生死ぬ時
に振り返ったら、トータルの幸せっていうのはたぶん変
わらないのではないかと思っています。ある時間的な断
面で切った時に何かそういうことがあるかもしれないけ
れども、それは全体で見たら変わらないんじゃないかな
と思うので、誰かの足を引っ張るみたいなことはやはり
ネガティブかなと思っています。
　というわけで、特にここに来て下さっている女性の方
に伝えたいメッセージとしては自分のやりたいこと、好き
なことに是非チャレンジしていただけたらというふうに
思っています。
　では今日はお集まりいただきましてありがとうございま
した。

〈質疑・応答〉
会場女性Ａ：先生のご講演は以前東京の取材したとき
にも伺っていて、その時にもおもしろい具体的なデータ
が提示されたお話で、どうもありがとうございました。
　一つ質問がありまして、以前、ある大学で医学部の学
生の親にアンケートを取った時に、男子学生の親が自分
の息子の配偶者に何を求めるのかというので、選択肢と
して「医者として活躍すること」だったり、「仕事で頑張る
こと」だったり、あとは「妻として母として頑張ってほしい」
と色々あった時に、「妻として母として･･･」がほとんどで、
「医者として頑張ってほしい」というのがかなり低い。女
子学生の場合はもちろんどっちにも医者として頑張って
ほしいとかあったのですが、それぞれに差があったんで
すね。
　それで先ほどの先生のスライドでも、周囲の意識とい
うところで自分の親、学校の先生というのもあったんで

参考

• 内閣府男女共同参画サイト

– http://www.gender.go.jp/

• 男女共同参画学協会連絡会

– http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/

• 東北大学女性研究者育成支援推進室

– http://www.morihime.tohoku.ac.jp/

• 大隅典子の仙台通信

– http://nosumi.exblog.jp/

32
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すけれども、その他に女性医師の場合は７割の女性医
師が配偶者が医師という関係がありますので、そのあた
りもかなり仕事を継続したり、キャリアを形成するのに影
響があるのではないかと思うんですね。
　それで例えば後援会に対して、大学としてどういうア
クションをすることが有効なのか。例えば今年は後援会
で、ある他の大学で女性医師支援などについて書かせ
ていただいたんですが、そういうのを継続することが有
効なのかとか、そのあたりが、今までアンタッチャブル、
配偶者の親というのもありますので、あまり考えてなかっ
たので、何か先生にsuggestionいただけたらと思うんで
すけど。

大隈：ありがとうございます。同じことは東北大学の医
学部もまったく同じ状況だと思いますし、ある意味もっと
ひどいのかもしれません。東北大は最初の時点から非
常に少ないということあるんですけれども、女子、学部
生の時点で毎年10％と20％の間をうろうろしています。
　配偶者の親御さんの世代ということは自分の親と同
じくらいの世代、だいたいはなるわけですが、そこらへ
んに積極的なアプローチというのは確かに難しいですよ
ね。直接はしにくいところだと私は思います。
　だからまずはやっぱり支援すべき本人達を何とかエン
カレッジしてあげることのほうがコストパフォーマンスから
言ったら、ずっといいのではないかと思っています。
　一番大きなポイントは例えば医局の中での働き方をど
んなふうにしていくかという時に、これは東京女子医大
さんがやっているモデル事業の時にやってらしたワーク
シェアリングという考え方で、要するに一つのポストを２
人の女性医師で支援して、月水金、火木土にするのか、
時間ごとか、そういった形で給料半分ですよ。だけども
時間も半分でいいですよという、そういった形をとられて
いたというのがあります。
　ですので、やっぱりある時期、働き方というのを柔軟
に対応させるような制度を作っていくということが大事
だと思いますし、そういったことに医局長だったり、教授
だったりという先生方が深いご理解を頂けるということ
が大事なのではないかなと思いますので、やっぱり一番
周囲の親というところよりもまずは身近なところかなとい
うふうに私は個人的に思っています。

会場女性Ａ：ありがとうございます。今年から医学部の

方では３年次の学生に授業の中でそういう問題を考え
てもらうのも始まったので、配偶者や同僚の女子学生に
も考えてもらうというのが始まりましたので、そちらの成
果も期待したいと思います。
　ありがとうございました。

大隈：あともう一つだけ付け加えると、女性医師が男性
医師を選ぶというその意識も変えたほうがいいと思いま
す。要するに自由業で家で働いてくれる男性を選んだほ
うがずっとずっと幸せかもしれないので、そういった意
識改革っていうのも必要かもしれない。
　そういうセミナーなどする時に、そういったExampleを
ロールモデルとして、そういう男性に来てもらう。向井千
秋さんのご主人でもいいのかもしれないですけれども、
なかなか予定が合わないので、まだ呼ぶことはできてい
ません。

会場女性Ｂ：スライドにも出ていましたが、大学時代進
学時点で理系女子が少ない。どのポイントでいわゆる大
学進学に理系のほうを進めるのがいいかなと一つありま
す。
　うちは子どもが２人いまして、実は小学校の時に担任
６年間１人も理系の先生に当たらなかったというのがあ
ります。
　ということで、小学校あたりでたぶん一番最初の理系
の非常に魅力的な人と出会う機会というのが非常に良
いと思うのですが、そこの時点でもう先生が少ない。
そうすると大学としては教育学部で理系の女子の数学
とか、理科系で学ぶ学生の数も少ないのかなと思いま
す。

大隈：ありがとうございます。10何年前に日本の教員免
許制度が変わりまして、要するに教育学部に進学した
ほうが圧倒的に教員免許を取るのに優位になった。そ
の影響で教育学部イコール文系ということで、文系の人
ばっかりが先生になるルートっていうのが出来ちゃった
んですね。
　なので、どんどん理科の実験を教えられるような先生
がそれは女性でも、男性でもいいんですけれどもいらし
たのが、そもそも理系の教師、教員というのが非常に小
学校、中学校レベルで少なくなってきている。あるいは
中学校、専門的なので一応理科を教える人いるわけで
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すけれども、それでも実験なんかやったことないとか、そ
ういった方々がどんどん増えてきているということがあり
ました。
　これは学会全体として大きな問題だということから、
今は例えば大学院を理系の大学院を出た人があとから
教員免許をとるための２週間実習をするとかですね、そ
ういったことがやりやすいようにしましょうという制度改
革をちょうど今行っているところですね。ですので今か
ら10年、20年経ったら変わるかもしれないんですけれど
も、そこは時間がかかると思います。
　おっしゃったように小学校の間は理科もおもしろい、
算数も好きという子もまだ多いんですね。ところが中学
校に入った途端にすごい差がついてくる。
　それはまずはおそらく数学っていうのは結構積み上げ
なので、これは私の友達の数学科の教授がよく言ってい
ることなんですけど、ちょっとつまずくとすごい嫌いという
方向に、うまくいかないからダメという方向になってしま
うという、実際に自分の問題でというのが一つあります
ね。
　あともう一つは数学の才能が、これは先ほど紹介した
その訳本のほうに書いてあることなんですけど天賦の才
能だ。つまり与えられたものだというふうに思っていると、
自分にそれはないと思ってしまいがちなんですね。努力
してこの問題解けたら次この問題が解けるようになった
という、その喜びを続けていかれるといいんですけれど
も、そうじゃなくて、数学なんか象徴的だと思うんですけ
れども、これは持って生まれた才能なんだというふうに
思ってしまうと、女子がどんどん脱落していくというところ
になるんですね。
　なので、ではどの時点がアプローチかというと、やはり
中学生がターゲットだというのを学協会連絡会の中では
ずっと言っていて、「女子高生夏の学校」というのは遅す
ぎるよねということで、関西地区では女子中学生をター
ゲットしいたイベントも実は化学の相馬先生という方が
中心となって、やってらっしゃったというのあります。
　先生方、出前授業なんかに行かれるということなんか
もあると思いますけれども、やっぱり中学校はターゲット
だと思いますので、是非先生のpresenceを見ていただ
けたら、きっと変わるんじゃないかと思います。

会場女性Ｂ：ありがとうございました。

会場男性Ｃ：今ここにいる学生の中でも将来女性科学
者として活躍したいと思っている人が何人かいると思う
んですよ。大隅先生のようなロールモデルからやはり生
のメッセージというか、そういうものをいただけると周りも
心強く印象に残ると、すごい励みになると思うのですけ
れども、是非先生から学生に対して何かメッセージなど
ありましたら、いただきたいと思います。

大隈：若い女性の皆さんには是非自分の好きなことを
仕事にして、一生働きましょうというふうに言いたいなと
思います。一生というのはどのくらいの一生かというの
はあるかと思いますし、お金をもらってこそが働くという
ふうに狭く解釈してしまうと、一生ということはないかもし
れませんけれども、ボランティアだったり、いろんな形で
活躍できると思うんですね。
　ですので皆さん嫌いなことよりは好きなことのほうが
続きやすいということがありますから、夢は諦めずに自分
のやりたいことを少々周りで、「そんなことしても」というふ
うに言われても自分の言うこと、主張したいことを分かっ
てくれる方を是非味方につけて頑張ってもらえたらいい
なというふうに思っています。どうもありがとうございま
す。

会場男性Ｃ：ありがとうございます。

会場男性Ｄ：子どもが理系のほうへ進んだのですが、
理系の学校に行った女性が18％くらいしかいないんで
すね。
　日本の大学生の75％が私立の大学生だというんです
が、その中でも今東京あたりの私立の大学というのはほ
とんど文系の学部なんですね。理系はせいぜい理工学
部程度だそうです。
　東京の大学へ行くとすれば、文系のほうへ進まざるを
得ないという状況があるのかな。日本の大学の制度を
ちょっと変えていかないといけない。日本の政策の特色
だと思うんですが、文系が集り過ぎて、あくまでも理系が
軽視し過ぎていると思います。
　国の政策でも裾野を広げる方策を打たないと、外国
に負けるかなと思うんですが。その辺が非常に心配なと
ころです。

大隈：ご指摘ありがとうございます。例えば日本は理系、
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文系で二つに分けるということ自体があまりよろしくない
と、かねがね言っているんです。これはまず入試制度と
いうのを変えない限りは文系、理系というのを分けてし
まうということがずっと続き、分けてしまうから文理融合
みたいなことをわざわざ言わなければいけなくなってく
る。そういう非常に大きな問題がありますので、文系に
とってもよろしくないことなんですね。
　ただ私立大学の中で特に文系が多いということに関
しては、これは子どもの数が圧倒的に少なくなっていっ
た時に、おそらく淘汰されていく部分があろうかというふ
うには個人的には思っています。ですので施策としてや
る部分と自然に減っていく部分と両方あるかもしれませ
ん。
　例えば私立の中でどれだけ理系を増やしていくのか
ということに関して言えば、文系の学部だからといって
理系の科目を教えないといけないということはなくて、む
しろ理系のこともある程度分かってリテラシーの高い、
でも専門は文系という、そういった人はこれからおそらく

活躍のチャンスがあるんではないかと、私は個人的には
思っています。ですから学部としては文系なんだけれど
も、うちの大学の専攻は非常に理系の授業がたくさんと
れるようになっていますというようなことがもしかするとメ
リットになるかもしれないと思うので、それはいろんなや
り方かなあと思います。
　文科省に働きかけるところというのはやはり旧国立大
学、今は大学法人になっていますが、そちらの国立系の
ほうがいろいろコントロールしやすい。言ってみれば文
科省のほうが下にぶら下がっているところが強いもので
すから、最初のターゲットとしてはそういうふうになるん
です。
　今日いただいたご意見、非常に貴重なので、また持
ち帰っていろんな方と議論したいと思います。
　優秀な方が埋もれてしまうということがかなり多いの
ではないかと思います。それは日本のためにもならない
し、世界のためにもならないと思うので、よろしくお願い
いたします。
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                                              H２２．８．４ 

男女共同参画講演会「なぜ女性科学者は少ないのか？」に関するアンケート  

平成２１年度採択 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 
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」 

 

 

 本日は、ご来場いただきまして誠にありがとうございました。今後の事業の参考とするため、皆様の

率直なご意見・ご感想をお聞きかせいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

         ※ご回答は、選択肢の中から該当する番号を一つ選び、○で囲んでください。 

1．この講演会をどのようにして知りましたか。(複数回答可)  

  ① 新聞を見て   ② ポスターやチラシを見て   ③ 知人から聞いて   

  ④ 秋田大学・男女共同参画推進室のホームページを見て  

  ⑤ その他（                                    ） 

 

2．この講演会に参加した理由は何ですか。 (複数回答可) 

① 講演タイトルに興味・関心があったから   ② 男女共同参画について知りたいと思ったから 

③ 知人にすすめられたから           ④ チラシやポスターのデザインが面白かったから 

⑤ その他（                                 ） 

 

3．講演内容についてどのように思いましたか。 

  ① とてもよかった  ② まあまあよかった  ③ あまりよくなかった  ④ よくなかった 

 

3-1. それはなぜですか。 

   

 

 

 

以下、あなたご自身についておたずねします。    

４．性 別  ① 女  ② 男                                            

５．年 代  ① １０代  ② ２０代  ③ ３０代  ④ ４０代  ⑤ ５０代  ⑥ ６０代以上 

６．職 種    ① 学生   ② 会社員 ③ 公務員 ④ 自営業 ⑤ 専業主婦・主夫  

        ⑥ パート・アルバイト  ⑦ 秋田大学教職員  ⑧ 他大学教職員  ⑨ その他学校関係者 

        ⑩ 無職   ⑪ その他（                                  ） 

７．ご意見・ご感想をお聞かせください。（自由記述） 

 

ご協力ありがとうございました 
秋田大学男女共同参画推進室 
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３－１．講演内容について３のように思ったのはなぜですか。（自由記述）
・女性としてこれからの人生のすすみ方についてプラスになったから。
・初めて考えたテーマだったのでとても興味深かったです。
・理系女子が少ないことを基盤から知ることができたから。
・…知らなかったデータばかりで驚く数値が多かった。このようなデータをもとにしたお話だったので、とても説得力が

あったし、ますます興味がわいた。
・現在問題となっている男女共同参画のトピックスがよくわかった。
・…なぜ女性科学者少ないのか？と思ったことはあっても詳しく調べることがなかったため、今回統計を見てしっかり

学ぶことができたから。
・…素朴な疑問ではあったが、あまり考える機会がないものだった。将来、出産・育児をけいけんするだろうし、その

時に感じるものだと思ったので、今講演を聞けて良かった。
・…視点が明確であることや、本人の主張がきちんと伝えられる話法である。特に東北大の計画的取り組みは参考に

なった。
・以前からどうして日本は偉い人になればなるほど女性が少ないのかということが気になっていたから。
・自分の意識に変化が生じたから。
・…普段あまり気にかけない科学者の男女比というものについて具体的なデータを知ることができ、また現状とこれか
らについて深く考える機会となったため。

・自分が高校時代理数系だったため、身近な話だなと思ったから。
・もう少し具体的な（女性研究者を増やす支援に対する）内容が知りたかった。
・…共同参画の話題ではなかな出てこないが、実際支えられている身分として気になっていた「逆差別」について言及
していた所がよかった。女性科学者の背景（親・教師）の考え方にスポットを当てたところもおもしろかった。

・…私は看護専攻で、最近では自分が働く時のことをよく想像するが、しっかり働きたいと思うのと同時に家庭も持ち
たいけど両立が難しそうだという考えで悩むことが多いので参考にしたい。

・とても貴重な話が聞けた。理系に対する考え方がかわった。
・聞きなれない単語があった。
・男性にとっても意義のある講演だったから。
・具体的でとても説得力のある内容だったと思います。心理的・発達過程などの側面についての話も聞きたかった。
・女性研究者支援などが行われていることを知ることができたから。
・男性としても女性の実状について知れたから。
・未来に希望がもてる内容だったから。
・女性の理数系研究者が少ない理由について、自分なりに納得することができました。
・分かりやすい所が多かったが、分からない言葉も少しあったから。
・女性が今どのような地位にいるのかや、具体的なアンケート結果などについてとても分かりやすく楽しかった。
・実際活躍されている女性科学者からのメッセージをいただけたから。
・…日本の女性科学者が少ないのは感じてはいたが、国際比較してこんなにも低いのだと知り残念だったがそれに対

する取り組みがなされているのを知れたから。
・講演内容は得意な分野ではなかったが、表やはっきりとした説明により自然と理解を深めることができた。
・話が堅くなく、軽やかで聞きやすくて「ひるまない」「ひがまない」「足を引っ張らない」どおりの雰囲気を感じた。
・改めて男女間で社会的に差があることを実感した。
・看護は女性が多いという性による職業差別みたいなものとかぶったため。
・私も将来結婚して子どもができても、仕事は辞めたくないので、共感できる部分が多かった。
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７．意見・感想
・女性科学者になろうと思えるような環境が整えばいいなと思いました。
・もっと自分の好きなことをあきらめずにやろうという気持ちを持つことができた。
・…知り合いの先輩が、大学で文系の学部だったが理転し、理系の研究室に入り院を目指しているが、周りの支援の

少なさの話を聞く事があり、今回の話とリンクしました。もっと深く今回の話を大隅先生から聞きたいです。
・女性科学者が多くなるように協力したいと思います。
・とても参考になるご講演ありがとうございました。
・講義が少し短いように感じました。もっと長い時間をかけて聞いてみたいと思いました。
・…日本の歴史の男尊女卑の考えは未だに根強い。男女共同参画の負の遺産とも言える少子化問題とあわせて考
えねばならない。

・とても引きつけられる講演内容でした。いい機会になりよかったです。
・わかりやすい言葉とスライドでよかったです。
・本学の方向性を早く提示し、それに沿って大学全体として進むべき行動を開始する必要性を感じた。
・…私は自分が理系の研究の道に進み、将来自分がどのようになるのかが想像できない（つながる職業が分からない）
ことや、科学に興味を持つ機会があまりない事も、女性科学者の少なさにつながってるのではと思いました。

・…女性に対する差別はまだまだあると思うが、克服していってどんどん女性がトップに立てるような国になっていけ
ればいいなと思う。

・…女性だから、という考えが嫌いなので今日の講演でいろいろな事へチャレンジする勇気がわきました。ありがとう
ございました。

・男性の意識がもっとかわっていくとよいです。このような講演会への男性の参加を促して頂きたいです。
・質疑応答でのご意見が大変ためになった。
・今の仕事を継続していく勇気が出ました。
・…今日話していただいたことは大変ためになった。今日の話を中学のときに聴けていたらもっと科学者の方向に興

味をもっていたかもしれない。
・人生について考え直すきっかけになりました。
・…とても良い講演でした。学校関係の理系に対する考え方が乏しいというところに女性科学者が少ない原因もあり
残念なところです。

・…多くの高校では理系・文系クラスに途中で分けられるが、特に女子は理系に興味があっても友だちが文系に進
むとつられて文系を選んでしまったりすることがあると思う。なのでこの制度は廃止した方が良いのではないだろ
うか。

・またこのような講演を聞きたい。
・そもそも科学者になろうという人が少ないのではないかというのが私の意見です。
・とてもおもしろい題目でした。
・女性が社会進出できる世の中になってほしいと思った。
・…秋田では女子高生などに対する取り組みを聞いたことがなかったので、地方と都市部でも格差は違ってくるのか

なと思いますが。
・…今回は講義の一環として聴くことができたけど、参加してとても良かったと思う。将来、結婚もしたいけどキャリア

ウーマンにもなりたい・・・。など考えることが多かったのでいろいろ勉強になりました。
・…社会、文化的背景の影響は大きいのかもしれないが、同級生をみているとスライドにもあったように男女に能力差

はないので、より女性に社会進出を頑張ってもらいたいです。
・私は秋田をかえます。大物になります。
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	2）　講演会「北欧における女性の社会進出」

講 演 会 開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年8月20日(金)…17:00 ～ 18:00

場 　 　 所 秋田拠点センター　アルヴェ　２階多目的ホール

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（リーフレット等））

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（　　　　）

来 場 者 人数：67名、（内訳　一般：54名　大学教職員：13名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　ﾒﾃﾞｨｱ取材　ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ　HP…メール発信
その他（県内の教育機関・交流施設・企業などにポスター･チラシを送付、秋田市広報誌
への掲載、県生涯学習センターのＨＰ掲載　）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
　「北欧における女性の社会進出」

内 　 　 容 ・開会挨拶　ノルウェー王国大使館　一等書記官ドッテ・バッケ氏
・講演：ノルウェー王国トロムソ大学医学部附属病院　トーベ・スメスロー氏による
　　　「ノルウェーにおける男女共同参画」
・質疑応答

効 果、問 題 点 　一般市民や行政関係者をはじめ、他大学を含めた教職員など幅広く多くの参加者があっ
た。ノルウェー王国の男女平等政策や日本にはまだ浸透していない「プレイ・セラピスト」と
いう職業に関して、小児のケアには不可欠であることを実際の写真で紹介していただいたこ
とで、日本の男女共同参画について考える機会となった。また、男性の参加者も多く、託児室
を利用した参加者もいた。

反 省 事 項

特 記 事 項
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演題「ノルウェーにおける
男女共同参画」

講　演　会

日時

会場

対象

８月20日(金)　17時～18時
秋田拠点センターアルヴェ２階
多目的ホール
一般市民
（申込み必要・当日参加可・無料）

■ 申込・お問い合せ ■
　　TEL：018-889-2260　 FAX：018-889-3186 　E-mail:sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

小学３年生までお預かりします。
（事前のお申し込みが必要です）

主催：秋田大学男女共同参画推進室coloconi
後援：日本結合組織学会、マトリックス研究会
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講演会
北欧における女性の社会進出

日時：平成22年８月20日（金）　17時～18時
場所：秋田拠点センターアルヴェ２階　多目的ホール

主催：秋田大学男女共同参画推進室coloconi
後援：日本結合組織学会、マトリックス研究会

【お問合せ】tel:018-889-2260  e-mail:sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

1977年-

1977年-1991年

1991年

1999年８月

　-2000年６月

2003年

1990年-2010年
Ms.Tove Smedsrød
（トーベ・スメスロー氏）

17:00 開　会
  ごあいさつ
  　ノルウェー王国大使館一等書記官　ドッテ・バッケ氏

17:05 講　演「ノルウェーにおける男女共同参画」
  　講師：トーベ・スメスロー氏
   　（トロムソ大学医学部附属病院）
  　同時通訳：秋田大学大学院医学系研究科教授　妹尾　春樹
17:50 質疑応答
18:00 閉　会

●講師プロフィール

平成21年度採択  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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

３年間の文学士（６歳までの年齢グループのための教育学）

ノルウェーおよびスウェーデンの幼稚園に勤務

ノルウェー北部にある大学病院（トロムソ大学病院）の
小児および成人病院において遊戯治療の専門家として勤務

アメリカ合衆国オクラホマ市のオクラホマ小児病院にお
いて客員教師

大学においてさらに１年間の教育学課程を履修（特別な
必要を要する小児に焦点を当てた教育）

入院中の小児（たとえば危機にある小児といかに意思疎
通するか；臨床栄養；食事摂取の障害）に関連した臨床
的問題に焦点をあてた様々な短期課程を履修

●プログラム
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「ノルウェーにおける男女共同参画」

概　説

ノルウェーにおける男女同権
　ノルウェーにおける働く女性の数は、働く男性の数に急速に近づいており、
今日その割合は50対50に近い。女性はすべてのタイプの職業に就いている
とはいえ、典型的な女性の職業は教師と看護師である。とくに、トップの指
導者は５人のうち１人が女性であるにすぎない。ノルウェー政府は、ノルウ
ェーのすべての就学前小児（年齢１－５歳）は幼稚園において世話される
実現性があることを明言した法律を履行することとなった。この法律は、
子供の両親に対して、１年間の有給の育児休暇という極めて有利なシステ
ムに加えて、ノルウェーの女性が職業にとどまるための有利な条件を与え
ている。最近、ノルウェーにおいては男女の給与（同じ仕事をしていても
男性の給与がしばしば女性のそれより多いことに焦点を当てた）に関する
政治的な議論がある。

病院遊戯治療師（Specialist in Play in Hospital）
　英国およびアメリカ合衆国、北欧諸国における病院遊戯治療師という専門
職業の発達に関して歴史的に概説したい。北欧諸国においては、３年間の学
士課程教育（就学前の小児に対する教師としての教育を受ける）が病院遊戯
治療師としての経歴を築きたい者に対する基礎に相当する。さらに１年間の
教育学課程を履修（特別な必要を要する小児に焦点を当てた教育）するこ
とが推奨されている。その上に、病院遊戯治療師の専門職を進展させるの
に助けとなることを目的とした、北欧諸国の間のネットワークがある。
　英国とアメリカ合衆国においては、病院遊戯治療師の教育のバックグラウ
ンドは北欧とは異なっていて、就学前の小児に対する教師としての教育を受
ける、３年間の学士課程教育の基礎課程はない。
　英国およびアメリカ合衆国、北欧諸国においては、病院遊戯治療師は医師
および看護師から尊敬を得ていて、現在では政府や専門家組織から小児のケ
アにおいて不可欠の部門であると認められている。
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　秋田にお招きいただきまして、大変名誉に思っ
ております。私はトロムソ大学の医学部附属病
院で働く仲間の代表としてここに参りました。
私の経験を中心にしてお話しさせていただきた
いと思います。
　私の住む町をまず最初にご紹介させていただ
きたいと思います。左の上のほうに見えている
のが島でして、そこに町があってもうちょっと
右のほうに行くと大学があって、附属病院があっ
て、そして植物園もその辺りにあります。
　まず最初に一般的に男女平等というお話しを
させていただいて、そして次に自分の経験をお
話しさせていただきたいと思います。
　ノルウェーは秋田からは非常に遠い所にあり
ます。
　今日のテーマは「いかにして不可能なことを
可能にするか」ということです。

　私の同僚をご紹介させていただきますけれど
も、男も女も平等にやっていくという職場です。
　1970年代からノルウェーの女性の就職率は上
がってきていまして、統計上ヨーロッパにおい

て働く女性の比率が一番高い国です。
　とはいえ、まだ女性の職業は比較的限られて
いまして、教育職そして看護師の職に限られて
います。女性のほうがパートタイムで働く率が
高いです。

　職場における幹部ということを考えますと、
わずか５人に１人が女性であります。
　同じ仕事をしていてもおなじサラリーをも
らっているわけではなくて、男を100としますと、
このように上から義務教育卒業、それから高校
卒業、大学卒業、どの教育程度にあっても女性

講　演

「ノルウェーにおける男女共同参画」
トロムソ大学医学部附属病院　Ms.Tove…SmedsrØd

（トーベ・スメスロー氏）
（同時通訳）秋田大学大学院医学系研究科教授　妹尾　春樹
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のほうがやや給料が少ないという現状がありま
す。

　出産しますと、12カ月の休暇が得られます。
10カ月は本人、２カ月はご主人のほうですね。
それから子ども手当は子どもが16歳になるまで
つきます。すべての子どもが保育園・幼稚園に
いけるようになっています。まだ100％にはなっ
ていませんけれども。
　それから子どもが病気になった時に親が家に
いて付き添ってあげるということができて、こ
の場合は給料が保障されます。

　2008年にはここに書いてありますように
87.2％の子どもが保育園・幼稚園に行っています
けれども、今年はほとんど100％に到達している
ことと思います。
　子どもが病気になった時も平均して10日間は
親が休むことができて、その場合にも給料は保
障されています。
　これからプレイセラピーという、遊びによっ
て治療するということをお話したいと思います。
写真はトロムソ大学のキャンパスの中にある自
分が持っている小さな植物園の写真です。

　まずイギリスとスウェーデンとアメリカ合衆
国における歴史についてお話します。向かって
左上のパネルがイギリスの場合ですけれども、
この場合も病院で遊戯を中心として治していく
というスペシャリストが組織化されたのは1961
年です。それの教育が整ってきたのが1985年で、
Pamela…Barnesという先駆者がいました。

　アメリカ合衆国においては子どもの命の専門
家ということで、大学にそのような教育システ
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ムがありまして、方法論と実際の実技というも
のが試験に課されています。
　スカンジナビア諸国においては、スウェーデ
ンが一番この分野で先駆けとなっておりまして、
プレイセラピーはYvonny…Lindquistという人がパ
イオニアでした。大学の中に就学前の教育を専
門とする先生を養成するという部門を設立して
きました。そして北欧の諸国においては、その
ようなプレイセラピストが組織化されておりま
す。
　就学前の子どもを教える先生の活動は1970年
代に、私が勤めておりますトロムソ大学におい
ては小児科の病棟で初めて行われるようになり
まして、今はプレイセラピーといわれています
けれども、その頃はプレイルームといわれてい
ました。この分野ではスウェーデンは非常に進
んでいまして、多くのノルウェーの遊戯治療専
門家はスウェーデンでいわば組織化されたとい
うか、教育を受け、あるいは刺激を受けています。
　その後、ドランメン市、オスロの南にある港
町ですけれども、そういうところにプレイセラ
ピストの組織ができあがってきています。
　写真は私と私の同僚でありますイーグリーで
す。

　ノルウェーにおきましてはオスロで1963年に
初めて就学前の子どもを教えるという先生の教
育が始まりました。
　病院における子どもは権利を持っていなけれ
ばいけません。そして病院等の施設に入ってい
る子どもたちはそのような保護のもとになけれ

ばいけません。子どもというものは健康が許す
限り、活発で、刺激を受けなければいけません。
　18歳以下の患者さんはすべて子どもと定義さ
れています。これらの子どもは小児科病棟ある
いは思春期の子どもの病棟に入るようになって
います。
　異なった世代の子どもの教育、活発な毎日、
そして刺激を受けることのために、それに見合っ
た部屋が供給されなければいけません。
　子どもは教育のプログラムそして年齢と発達
に応じた様々な行動をできるような、そういう
施設を提供されなければいけません。
　子どもの権利という話しを続けますと、就学
前の子どもというものは就学前の子どもを教え

る先生の指示のもとに教育を受けなければなり
ません。
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　プレイセラピストはどのようにして働いてい
るかということをご紹介したいと思います。

　私の小さい患者さんや、また同僚のご紹介を
したいと思います。
　私のことを少し紹介させていただきますと、
1970年から保育園・幼稚園で助手をしておりま
した。1977年にトロムソの、教師を養成する大
学コースをとりまして、そこでは就学前の教育
の専門家としての教育を受けました。1977年か
ら91年までノルウェーとスウェーデンにおいて
就学前の子ども、保育園・幼稚園の子どもたち
の専門的な教師として働きました。
　1991年来トロムソの大学病院においてプレイ
セラピストの専門家として働いております。そ
してさらに追加の大学教育を、すなわち特別な
ニーズが必要な子どもの教育のコースを受けま
した。自分の専門とするところは、食事がうま
くできない子どもとそれから思春期の人たちに、
特に焦点を合わせて、それらの子どもたちの身
体と自尊心というか、そういう心の問題を特別

に扱っています。
　また１年間にわたって米国のオクラホマの小
児病院においてプレイセラピストとして、客員
の専門家として働いたことがあります。

　今働いているトロムソ大学病院のスローガン、
すなわち私達のスローガンは“不可能なことを可
能にする”です。
　私達の病院のロゴは飛ぶペンギンで、いつか
不可能なことを可能にするということです。も
ちろんペンギンは北極の近くにある私どもの大
学にはいません。その地域にはいませんけれど
も、これをロゴにしております。
　その意味するところは、不可能なことを可能
にする。ちょうどペンギンを飛ぶことができる
ようにする、そんなことを私達は願っています。
そういう意味です。
　私自身のモットーとしては、子どもたちの希
望をかなえてあげたい。そしてそれが例えば最
初には不可能に見えていても、かなえてあげた
いということです。
　「Carpe…Diem」は今日を楽しめというラテン語
です。
　自分が子どもたちの世話をしていると何が起
こるかわからない。このお子さんは骨折をして
いる。しかもこの子は２度目の骨折で入院して
います。プレイではこの子自身が医師になって、
お人形さんの骨折を治してあげるということを
病棟でやっているところです。
　このお子さんはギプスをするというのが嫌い
じゃなくて、左側にいるプレイセラピストがギ
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プスを作ってあげているところです。２時間こ
ういうことをやっていますけれども、とても楽
しい時間です。

　プレイセラピーというのはなんでしょうか。
子どもにとっては遊ぶということが毎日なんと
か生きていくための道具なわけです。そして子
どもたちの遊びに耳を傾けるということによっ
て、私達は子どもたちを助けるということがで
きます。
　カギとなる概念は“遊びそして耳を傾ける”と
いうことです。

　“遊びと耳を傾ける”ということはどういうこ
とかというと、プレイセラピストにとって最も
大事な義務としてやらなければいけないことは、
そこにいるということです。
　そして子どもたち、子どもの患者さんが強い
役割を果たせるということ。
　子どもは賢い、プレイセラピストは愚かだ。
それから子どもは苦しんでいる。あなたは一歩
引いて、あなたは主役ではなくて一歩引いて見

てあげるということ。子どもは強くて美しい。
あなたは弱くて、ちょっとカッコ悪いのよとい
うことです。

　子どもはプレイセラピストが聞いてくれると
わかると、遊んでいることを子ども自身がコン
トロールして、その子どもが持っている問題が
わかってきます。
　これは遊んで聞くというセッションですけれ
ども、私達プレイセラピストに非常にユニーク
な機会を与えてくれて、子どもにとって中心的
な問題は何かということを教えてくれます。そ
してその場での自由自在な遊びとセッティング
によっていろんなことがわかってきます。
　この写真の場合はお子さん自身がドクターに
なっていて、お父さんが左にいて、お母さんが
右にいるというような状況を作っています。

　病院における非常にいい遊びの状況というの
をどうやって作っていくか、促進していくかと
いうことですけれども、まず物理的な環境があ
ります。そしてもう一つはプレイに焦点を合わ
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せるということが大事かと思われます。
　年齢は０歳から15歳まで多岐にわたっていま
す。

　これは４歳の子どもの写真ですけれども、重
症な湿疹を持っています。医師は最初のスライ
ドの左側にあった紫外線を発する部屋に1人で
入って来なさいということを言うわけですけれ
ども、４歳の女の子はそんなことはできないの
です。私がよく見ていると、人形が好きな女の
子でした。人形さんの手に湿疹を作って遊んで

いたので、その人形さんにもサングラスをかけ
てトーベも一緒に治療室に入りましょうという
ことで、あの子に紫外線を受けるという治療を
させることができました。不可能なことを可能
にした一つの例でしょうか。

　この少年はベッドから起き上がることもでき
ないんですけれども、ロックがとっても好きで
フェスティバルに行きたいと言っていたそうで
す。そこで私達はベッドのままロックフェスティ
バルに連れていくということをしまして、これ
も一つ、不可能なことを可能にしたというふう
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に考えています。
　どういうふうにいろんな目標をかなえていく
かということですが、まずは病んでいる子ども
にいつも精神を集中しているということです。
そして長くは病院に入院しないようにしてあげ
るというふうに、刺激しています。
　そして子どもたちにいい体験をさせてあげて、
入院期間を短くして、それは治療が早く終了す
るということを意味すると思います。

　プレイセラピストにとって非常に大事な鍵と
なる姿はなんでしょうかと考えますと、まずは
教師として、つまり就学前の子どもを教える専
門的な役割を持った教師としての自信を持って
いるということ。
　それから病む子どもたち、非常に重く病む子
どもたちと共に働くという能力があって、基本
的な医学用語が理解できるということです。
　非常に柔軟に教育を行うことができるという
こと。そして創造的であるということ。感情を
移入することができる能力があるということ。
それからユーモアのセンスがあるということ。
子どもを大人との関係においてもよく見ること
ができる能力があるということでしょう。
　私どもは単独で治療にあたっているわけでは
なくて、理学療法士、音楽療法士といった人た
ちとも協調しあって患者さんに対応しています。
一つの例としては肺炎とか、嚢胞性線維症のよ
うな呼吸器の病気の子どもさんの場合を挙げて
みます。
　肺を強くしなければいけないので、吹くとい

うことをやっています。これは風船だとか、ス
トローだとか、ティッシュペーパーとか、羽を「吹
く」ということ。そうですね、これは理学療法
士の仕事でしょうか。
　それから腕を高く上げるということ。これは
音楽療法士の役割で、“小さな小さなクモさん”
という歌を歌ってもらいます。その理学的な活
動はまたこれはスライディングするというよう
な格好をさせるということで、とにかく単独で
プレイセラピストというのは治療にあたってい
るわけではなくて、音楽療法士や理学療法士の
皆さんと共に協同して子どもにあたっておりま
す。

　私達は何を提供できるかというと、芸術とか
工芸ですね、絵を描いたりすること。あるいは
織物をすること。パンなんかを作ったりするこ
と。それからロールプレイですね。小さな病院
で子どもたちに働いてもらうということ。また、
演劇をやったり、音楽をやったりします。
　そして建築ということもやります。それはレ



−…136…− −…137…−
−13−

ゴとかブリオを使ってやります。
　肉体的な活動としては、屋内で体操したり、
アウトドアでサッカーをやったり、バスケット
ボールをやったり、そして自然に触れて自然の
匂いをかいだりとか、音を聴きます。
　また園芸療法といって、ジャガイモを自分の
場所に植えて、水をやってそれを面倒見て、そ
れを収穫するというようなことです。

　これは子どもの患者さんのユーモアのセンス
を表した絵ですけれども、明日注射を受けなけ
ればならないんですけれども、それを左で…“ママ、
楽しい経験だったら今日やってよ。大きい注射
だって、僕はへっちゃらだ”ということです。

　病院において楽しみとユーモアを持つことは
どういう意味があるのでしょうか。人生におい
て非常に厳しい局面にあった時に、その時こそ
あなたの目の中に輝きをもつように頑張りなさ
い。
　かつてスウェーデンで消防士をしていたLasse…
Gustavsenという方がいて、この方は20代で大や

けどを負ってしまって、顔が見るも無残なもの
になってしまいました。
　でも彼は非常に前向きに物を考えるように
なって、子どもの生命というものを考えていま
す。それで世界中を回って子どもにとって非常
に大事な特徴というものは、楽しくてそしてユー
モアがあることなんだと説いています。涙にも
幸せな涙と悲しい涙とあって、幸せな涙はあな
たにエネルギーを与えるでしょう。でも悲しい
涙はあなたからエネルギーをうばっていくとい
うことです。顔がぐちゃぐちゃになっている、
スウェーデンのかつての消防士の方が世界中を
回って、病む子どもたちをいつも勇気づけてい
てくれています。
　ものすごくおかしくて笑う時には、皆さん涙
を流して笑われる事があるでしょう。そういう
のは幸せな涙であって、そういう涙こそが皆さ
んにエネルギーを与えてくれます。
　ほんとに悲しくて涙を出す時は、エネルギー
が取られちゃう時ですよということです。一緒
に笑える能力というのは大事で、そこからエネ
ルギーと楽しさが出てきます。

　左も右も道化役をやっているんですけれども、
左が私自身で、右側がドクターです。皆で一緒
に笑っています。
　いくつかの病院では病院の道化という人たち
がいます。
　黄色い服を着た人はスウェーデンの道化さん
です。病院の道化さんで、左とか後に写ってい
るのが、トロムソ大学の病院の道化をやってい
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る方です。決して騒いだりとか、全員を笑わせ
たりするのではなくて、静かに過ごしています
から、子どもたちが興味を持って寄ってきて、
それで仲良くなるということです。

　トロムソにも四季があります。これは小さな
植物園に秋が訪れたところです。
　これらも園芸療法の一つですけれども、この
少年は病院が嫌いで、嫌いで仕方がなかったん
ですけれども、ガーデンに七つのジャガイモを
植えたところです。これが６月でした。８月に

なって最初二つのジャガイモの収穫がありまし
た。２時間のうちにそれをどんどん掘って、右
の下にあるようなたくさんのジャガイモを手に
入れたので、この子はガーデンがあるこの病院
がとても好きになったということで、治療にも
協力的になりました。

　秋になるとブルーベリーのようないろいろな
ベリーができますから、それを摘みにいきます。
バーベキューも一緒にやるんですけれども、身
体の状態がよければ外に出て自分で摘むことが
できる。それから左下の少年のように枝を持っ
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てきてもらって、自分でそれを摘むことができ
る。下の子はそういうこともできないので、ベ
リーから今ゼリーを作っているところです。ち
なみに右端の白衣の２人はお医者さんたちで、
バーベキューを楽しんでいます。
　小児病棟の近くには、小さな植物園がありま
すから、ここに行って楽しい経験もできます。

　ヘリコプターの基地も訪ねることができます。

　大学附属病院ですから、自転車に乗って大学
を訪問していくということで、この長い廊下を
自転車に乗っていくことができます。この子は

自転車が好きな子どもです。
　子どもたちにとってはアイドルや良きロール
モデルというのが大切です。このスキンヘッド
にしている人はノルウェーのスピードスケー
ティングのオリンピックの選手で、非常に有名
なアイドルなわけです。人気のある人で、この
人が病院を訪れてきてくれまして、左下にある
ように、ボードから顔を出して、子どもたちは
スポンジなんか投げるんですね。投げる権利は
右上にある缶の中にコインを入れるということ
で得ます。それで、お金も集まりますし、それ
から右上の写真にあるように病気の子どもと一
緒に病院の中で今スキーを楽しんでいるところ
です。

　皆さん、ご静聴ありがとうございました。
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　講演者のトーベ・スメスローさんが当日の通訳
者の妹尾に「あなたから質問はないか」と訊い
たので、自身では返答せずに妹尾はご主人のボー
ル・スメスロー教授に水を向けている。
妹尾）まず、ご主人に質問します。彼女のことを
すごく助けているように見えるけれども、家の中
ではどうなのですか。
ボール・スメスロー）私たち夫婦はいつも分かち
合っています。どっちがボスでどっちが子分とい
うことはなくて、家庭の中で分かち合っていると
いうことです。
妹尾）日本の社会も今男女共同・男女平等という
ことを目指して一生懸命やっていて、スローガン
もいっぱい出ているけれど、なかなか本当に男女
共同・男女平等にはならない。
　ところが、ノルウェーを中心とした国はスロー
ガンだけではなくて、本当にそういうように実現
しているように私には見える。それにはどういう
秘密がありますか。
スメスロー）なかなか答えるのは難しい質問だけ
れども、私たちは本当に心から平等でありたい
と願っている。それが一つの答えではないでしょ
うか。
司会）先ほどのお話の中にプレイセラピストだけ
ではなくて、理学療法士それから音楽療法という
のは、あるいはコメディカルなこともとってもき
れいなスライドで出ていましたけれども、こう
いう機会はめったにございませんので、何かご質
問などございませんでしょうか。お願いいたしま
す。
会場女性A）ご講演どうもありがとうございまし
た。プレイセラピストについて伺いたいのです
が、この職業は男性も女性もやはり半数ぐらいつ
いていらっしゃる仕事なのでしょうか。日本です

と印象として女性の仕事というのを私はスライ
ドを見て、感じたんですが、いかがでしょうか。
スメスロー）男の人の職業としても非常に人気の
ある職業です。
　就学前の子どもの教育の専門の先生とか、保育
園・幼稚園の先生も男の人にもとても人気のある
職業です。

司会）よろしいでしょうか。他にございませんで
しょうか。今日はトーベ・スメスローさんもも
ちろんですけれども、先ほど来賓としてご挨拶
いただきましたドッテ・バッケ様からノルウェー
のことで聞きたいことがあれば何でもお答えし
ますとありがたいお申し出を頂戴しております。
何かございませんでしょうか。お願いします。
会場女性B）実は初めてプレイセラピストという
言葉に接したのですけれども、日本だと割と幼稚
園の先生とかそういったことになるかと思うん
ですけれども、資格のようなものはやはりノル
ウェーと日本では異なっているんでしょうか。
スメスロー）ノルウェーとかスカンジナビアに
おいては、大学で３年間の教育を受けることが、
この就学前の子どもを教える専門の先生には必
要です。アメリカでは２年間必要。おそらく日本
ではまだ整備されていないのではないかと思う
のですけど。

質疑・応答
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　私が東京で会ったある女性の方はそういう資
格を取るためにアメリカに留学して、２年間勉強
してきたということを聞きました。
　日本はその辺はまだそういう専門家を養成す
るシステムは整備されてないんじゃないかと思
います。
会場男性A）ドッテ・バッケさんに聞いていいで
すか。最初の話で70年代からノルウェーでは働
く女性がどんどん増えて、同時に出生率が上がっ
たということをおっしゃいました。日本の場合一
番の問題は今出生率がどうしても上がらないこ
となんですが、なぜノルウェーでは働く人が、女
性が増えた時に、出生率が上がるということが起
こったのか。何か政府としてバックアップがあっ
たんでしょうか。
バッケ）ご質問ありがとうございます。
　そうですね、日本では女性が働く率が高くなる
と出生率が下がるという話をよく聞きますけれ
ども、ノルウェーではそれは逆ということがこの
過去20年でわかってきました。
　ノルウェーでは女性にとってキャリアも家族
も両方大事なことで、両立することが目標になり
ました。だからノルウェーの女性は、大学を卒業
して、就職して、そして相手を見つけて子どもを
作る。でも家族ができてもキャリアを続けること
ができます。ノルウェーの女性が仕事を続けられ
るように、いろいろな政策が支えています。
　例えばノルウェーでは保育園をたくさん作り
ました。トーベさんの話の中にもありましたが
今87.5％の子どもが保育園に通っています。保育
園がないともちろん女性は働くことができない
ですね。子どもを預ける場所がないと働けないで
しょう。
　そしてもう一つが１年間の育児休暇ですね。子
どもを産むと１年間の休暇、有給休暇を取ること
ができます。だから子どもが小さい時は家で面倒
を見ることができます。そして１年経ったらま
た同じ仕事に戻る権利があります。そういういろ
いろな政策を行って、家族と仕事の両立をサポー
トしているのです。

　だから政府はお金を出して、いろんな家族が助
かることを実現したのは、そのバックグラウンド
だと思います。
司会）ありがとうございました。
会場男性B）ドッテ・バッケさんに質問なんです
けど、1970年代は出生率が日本とノルウェーと
同じだったということを伺いました。日本の場合
ですと有給休暇をとっていい日にちはいっぱい
あるんですけれども、実際には取りづらい雰囲気
があるんですね。
　ノルウェーが1970年代はどうだったのかとい
うことをお伺いしたいのと、仕事の時間というの
がもし５時で終るとしたら、５時ぴったりに帰ら
ないと幼稚園とか、保育園とか迎えに行けないで
すよね。
　日本だと５時ぴったり、定時に上がるというの
は上がりづらいというのがあってですね、その辺
が1970年代どうだったのかと。今はきっとすぐ
に上がれるシステムがあるんでしょうし。
バッケ）ありがとうございます。そうですね、出
生率が同じだったのは80年代の中頃でした。ノ
ルウェーでは60年代、70年代と出生率が急に下
がりました。80年代からまた上げることができ
ました。
　やっぱりノルウェーと日本では文化の違いが
大きいですね。だからノルウェーでやったことは
そのまま日本に移しかえることは難しいだろう
と思います。だから日本では日本に合うやり方を
見つけなければならないと思います。
　またノルウェーのやり方は、歴史的に見なけれ
ばならないんですね。ノルウェーでは労働者そし
て女性にとっての権利の闘いがとても強かった。
特に60年代から70年代にかけて労働者は権利の
ために闘いました。だからノルウェーでは労働者
の法律、労働時間がとても厳しく決まっていま
す。
　だからそういうところが男女平等にも影響し
ています。例えばノルウェーの労働者は、だいた
い朝８時から午後の４時まで働きます。もちろん
ノルウェーの人も残業しますけれども、そんな毎
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日ではないです。
　そして残業も時間が限られています。日本でも
そういうことは色々法律でも決めてあるんです
けれども、どうしても残業します。そして有給休
暇はとらない、長い夏休みもとらない。こうい
うところは文化の違いだと思います。ノルウェー
人は「権利があれば当然とる」という考え方があ
りますので。
　これからは、日本の女性も男性もワークライフ
バランスをとるために、国から、政府から権利を
獲得しなければならないと私は考えているんで
すけれども。
　一番重要なのは日本の道を見つけるというこ
とですね。
会場女性C）お伺いしたいんですけれども、日本
では働こうと思ったら、ほんとに子どもを持っ
て働こうと思ったら、個人の努力に頼るというと
ころがあって。ノルウェーでは1980年代から女
性が働こうとなった時に男性の方も女性が働く、
社会進出するのを後押しするようになった経緯
というのはどのようにされたんですか。
　日本で男性の方を意識改革していくのにはど
のようにしたらいいかということを教えてくだ
さい。
バッケ）それはぜひトーベさんにも聞いてみたい
ですね。（トーベさんと話す）
　私自身は、1980年代にどういう状態だったか
あまり詳しくないので、今トーベさんに聞いてみ
ました。
　やはり思ったとおり、ノルウェーが70年代か
80年代に入ると、経済的な理由から夫婦２人と
も働かなければならないことになりました。
　だから家庭生活を営む−家を建てたり食料品
を買ったり−ためには２人とも働かなければな
らなかったのです。男性だけの給料で豊かな生活
はできなかったので、女性も働かなければならな
かった。だからその両方、経済的な側面と女性が
働く意欲、その両方があって女性がだんだんと職
場に進出することになりました。
司会）ありがとうございました。
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講演会「北欧における女性の社会進出」に関するアンケート
平成22年8月20日㈮実施

１．シンポジウムをどのようにして知りましたか
　 （複数回答可）

２．この講演会に参加された理由は何ですか
　 （複数回答可）

３．講演内容について

４．性別

５．年齢

６．職業

ポスター・
チラシを見て
　　　　52％

新聞　4％
秋田市広報
17％

男女共同
参画推進室
HP 3％

知人からの紹介
17％

その他（学会）7％

その他 3％

女　88％

男　12％

講演タイトルに
興味・関心が
あったから 37％

男女共同参画について
知りたいと思ったから 13％

知人にすすめられたから
10％

ノルウェーの
男女平等政策に
興味・関心が
あるから 34％

秋大の男女共同参画の
取組みについて
知りたい　3％

20歳未満 4％
20代　4％

30代　24％

40代　12％50代　36％

60代　20％

あまりよくなかった
8％

よくなかった
4％

とても
よかった
　  46％

まあまあ
よかった

42％

学生 8％
パート・
アルバイト
　　  12％

公務員
8％

NPO法人
職員 4％

秋大教職員
　　　 8％

その他学校関係者 8％
専門職　24％

専業主婦
（主夫）
12％

無職 4％

その他 12％
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3−1．それはなぜですか。
１… …もう少し、女性の社会進出を促進するには、具体的に、ノルウェーでどのような活動をしてきたのか話

をしていただきたかった。
２… プレイセラピー。遊びの中にも心を健康にする力があるということが分かった。
３… Making…the…impossible…possible.素晴らしいことです。
４… プレイセラピストという職業を知ることができたので。
５… 具体的な政策やその内容がよくわかったから。
６… 男女共同参画があまり興味のない人や、初めて話を聞く人にも分かりやすかったから。
７… …分かりやすい英語である程度英語が分かる人には、通訳なしでも話を聞いて理解できるものだったから。
８… プレイセラピストについて理解できたのでよかった。
９… …プレイセラピストの仕事についてお話を伺うと思わなく、ちょっと演題と違うという気がしましたが、

いいお話を聞くことができてよかったです。
10… 日本でもこのような職業は必要と思います。ノルウェーは人間を大切にしている国と思いました。
11… プレイセラピストという職業を初めて知った。
12… 働き方についても説明があればよかったと思う。
13… 演題とはちょっと内容が異なっていたので。
14… タイトルと内容が異なっていたため。
15… 通訳の文脈が分からなかった。
16… ノルウェーの男女共同参画の取り組みを知ることができたから。
17… 内容もさながらスピーチの英語が部分的にですが理解できました。
18… 講演内容は、男女共同参画の問題とは直接には関係ないと思われるから。
19…「北欧における女性の社会進出」に関する話はほとんど聞けなかったと思う。
20… 内容がよくわかりました。
21… とてもいい写真でした。
22… …トーベさんの仕事について興味深く知ることができました。トーベさんの優しさが伝わってきて、気持

ちの良い時間でした。
…
７．自由記述
１… …保育園で働いています。ノルウェーでは子どもが病気の時、10日間の有給のお休みがもらえるとのこと。

日本でもせめて5日でもお休みして子どもの病気を職場に気遣いなく完治することができたらいいと思い
ます。子どもと職場の両方しんぱいしながらでは、とても母親が気の毒です。全ての職場にその様なシ
ステムができますようにと思います。

２… …働く女性の一人として素晴らしい機会をいただき、ありがとうございました。ノルウェーに一度行きた
い！「プレイセラピスト」初めてうかがいました。

３… …こういう北欧の素晴らしいところを秋田でも知ることができる機会が増えるといいと思いました。
４… …県に「男女共同参画…」があるのは知っていましたが、秋大にもあったことに少々驚きました。他県、

他国の他業種の状況や具体的な内容についての情報や交流がほしいと思っていました。講演の後の質疑
応答での「ノルウェーの男女共同参画の実情」がとても興味深かった。

５… 講演の後のディスカッションがよかった。
６… たくさんのキーワードありがとうございました。
７… 定期的にこのようなシリーズを開催していただければまたぜひ参加させて頂きたい思います。
８… …朝日放送テレビのスーパーモーニング（朝8：00 〜）で8/18 〜 20の3日間、スウェーデンのことが取り

上げられていて、とてもよく女性の社会進出と社会保障制度の仕組みが分かりました。ビデオに撮って
周りの人に見せようと思っています。Playtherapyについて。社会的に必要なことを職業として社会全体
の幸福感を形作っている点、見習わないといけないと思いました。

−20−
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「北欧における女性の社会進出」に関するアンケート」

　本日はご来場いただきましてありがとうございます。今後の事業の参考とするため、皆さまの率直な
ご意見・ご感想をお聞かせいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

以下の項目について、いずれかに○をつけるか、記入してください。

１．シンポジウムをどのようにして知りましたか。（複数回答可）
　①ポスター・チラシを見て　②新聞やTVを見て　③秋田市広報　④秋田大学ホームページ
　⑤男女共同参画推進室ホームページ　　⑥知人からの紹介
　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　）

２．この講演会に参加された理由は何ですか。（複数回答可）
　①講演タイトルに興味・関心があったから　②男女共同参画について知りたいと思ったから
　③知人にすすめられたから　④ノルウェーの男女平等政策に興味・関心があるから
　⑤秋田大学の男女共同参画の取り組みについて知りたいと思ったから

３．トーベ氏の講演内容についてどのように思いましたか。
　①とてもよかった　　②まあまあよかった　　③あまりよくなかった　　④よくなかった

３−１．それはなぜですか。（自由記述）
　（… ）

あなた自身についておたずねします。
４．性別　　①女　　②男

５．年齢　　①20歳未満　②20代　③30代　④40代　⑤50代　⑥60代　⑦70代以上

６．職業・所属
　①学　生　　②パート・アルバイト　　③会社員　　④公務員　　⑤NPO法人職員
　⑥秋田大学教職員　　⑦その他学校関係者　　⑧専門職（弁護士・医師・会計士等）
　⑨男女共同参画団体関係者　　⑩専業主婦（主夫）　　⑪自営業　　　⑫無職
　⑬その他（　　　　　　　　　　　　　　）

７．その他ご意見がございましたらご記入ください。（自由記述）

ご協力ありがとうございました。ご記入後は会場出口の回収箱にお入れください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学　男女共同参画推進室

−21−
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	3）　平成22年度　秋田大学　男女共同参画推進フォーラム

フォーラム開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業

実 施 日 2011年2月16日(水)…15:00 ～ 16:30

場 　 　 所 秋田大学　ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー　２階大セミナー室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（リーフレット等））

対 象 者 秋田大学教職員、県民の皆様

来 場 者 人数：66名、（内訳　学生：13名　一般学外：4名　大学教職員：49名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　ﾒﾃﾞｨｱ取材　ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ　HP　メール発信
その他（　）

実 施 者
関連サブテーマ 男女共同参画推進委員会　委員長　渡部　育子

内 　 　 容 ・挨拶：秋田大学工学資源学研究科長　西田　眞
・基調講演：「女性研究者支援を通してワーク・ライフ・バランスを考える」
新潟大学教育学部教授　企画戦略本部女性研究者支援室長
五十嵐由利子氏
・質疑応答
・閉会挨拶　男女共同参画推進専門委員会委員長
　　　　　　渡部　育子　教育文化学部教授

効 果 等 　本フォーラムは秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業の一環として開催した。
　講師の五十嵐氏は自身の子育て経験も交えながら、所定の研修を修了し学長から認定を
受けた在学生が、土日・祝日に大学構内で一時的に保育を行う「新大シッター」による保
育支援制度を紹介。さらに新潟大学における女性研究者支援の運営体制をはじめ、平成23
年度からの取り組みを紹介した。約60名の参加者は、新潟大学における男女共同参画推進
の取り組みについて理解を深めた。
　終了後のアンケートでは、「新大シッターが参考になった。」「様々な大学の取り組みを知る
ことは重要である。今後も開催して欲しい。」など多数の意見や感想が寄せられた。

反 省 事 項

特 記 事 項
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「女性研究者支援を通してワーク・ライフ・バランスを考える」
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　それでは本学の話を少し進めていきたいと

思います。文科省の科学技術振興調整費の女

性研究者支援モデル育成に採択されて今年で

３年目になりました。秋田大学さんも今年２

年目になっていらっしゃいますけども。では、

申請する前はどうだったかというと、主なも

のをここにあげておきました。

　学内公募の学長裁量経費でプロジェクト申

請というのがありまして、その若手の研究者

の人達に申請してもらうプロジェクトでは、

女性研究者の年齢条件を緩和しておりまし

た。女性の場合は５歳ほど上までいいですよ

という緩和条件をつけておりました。

　それから産前産後育児休暇中の代替教員の

採用ですね。この申請をする前に、教育学部

で１人これを使って代替教員を採用しまし

た。去年は人文学部と農学部で代替教員を採

用したという、そういう状況がありますけど

も。採択する前にもそういう制度を入れてお

きました。

　それから女性医師の問題です。本学は９学

部７研究科１附置研究所そして病院がありま

すが、その病院の医師が足りないということ

です。やはり忙しくてあるいはお子さんのこ

とでお辞めになった方たち、そういった方た

ちに短時間勤務雇用制度ということで、病院

の方に勤務していただくという、こういう制

度が入りました。これは今の学長が病院長の

時に、この制度を入れられました。

　それからベビーシッターによる育児支援

サービスの利用補助。これは教員だけじゃな

くて職員の方も使ってらっしゃる方もいま

す。

　そしてかなり古くなりましたが、病院とそ

れから医歯学系のあるキャンパス、旭町キャ

ンパスという所に認可外の保育園がありまし

て、利用者が主体となった運営として大学が

経費の一部を負担しておりました。

　そういう状況でしたけれども、男女共同参

画の委員会とか、宣言などといったものはま

だ何もない状況でございました。

　女性研究者支援室を設置した背景を言いま

すと、この支援事業が18年から始まったわけ

ですが、次の19年の夏頃、私のよく知ってい

る先生が「うちの大学はこれに申請しないの

か」と、「執行部は何を考えているんだ」と

言うふうに私の所に話を持って来ました。そ

れを理事に相談いたしましたら、これはやら

なくてはいけないということで、その次の年

の申請に向けて検討が始まりました。

　支援室の設置というのも12月に設置をし、

そして申請をして、一発で採択されたという

わけですが、この間怒涛のような日々でござ

いました。２月に申請書を出したわけですけ

れども、１月末まで私が評価担当で、ちょう

ど法人の中間評価の取りまとめの最中だった

ものですから、とっても大変な時期だったな

と振り返っておりますけども、なんとか申請

して採択されたということです。

　それで支援の関係の運営体制ですけれど

も、私の紹介の所にもございますが、企画戦

略本部これは学長・理事直属組織でございま

す。学長が長でして、その下に理事、副学長

が入っております。支援室は室長と兼務教員

22 2011/2/16
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でその他の職員というのは、採用されるであ

ろう特任の先生それから事務職員も含めてそ

の他の職員としておこうということで、こう

いう組織図を作って全学的な位置を示しまし

た。

　担当理事は、当時は総務担当、人事関係が

あるということで総務担当の理事ということ

だったんですけども、昨年の４月から病院担

当の理事がこの男女共同参画を担当するとい

うことになりました。

　事務局は各大学によって担当事務がいろい

ろあるかと思うんですが、新潟大学では総務

課の企画課がずっと最初から担当してくれて

おります。

　具体的な私どもの支援プランでございます

けれども、タイトルを『キャンパスシッター

による育成・支援プラン』というふうにして

おります。

　女性研究者支援と女性研究者育成という、

大きな支援を２つ、育成と支援、２つの大き

な柱にしてそこに子育て支援、キャリア形成

支援、メンター支援というものを入れて、そ

れを支援する人たち全体をキャンパスシッ

ターと呼ぼうというふうにしたわけです。

　具体的な子育て支援については、このあと

ご説明してまいりますけれども、新大シッ

ターによる保育支援、それからユビキタスリ

サーチ環境の整備、人材バンクの整備という

ことを考えました。

　それからキャリア形成支援に関しては、女

性大学院生による出前授業のサイエンス・セ

ミナー。それからキャリア形成に関わる授業

科目の開設、その他いろんな大学でも行われ

ていますが、セミナーとか座談会とか交流会

といったものの開催。

　そしてメンター支援については研究や生活

の悩みというのはなかなか直属の先生にはお

話できないという、そんなこともありますの

で、そうでない人にも相談できる、そういっ

た制度を作っていこうということを考えまし

た。

　運営体制ですけれども、先程の真ん中の所

に当てはまるわけですが、兼務教員18名です。

特任教員とアシスタント２名ですが、この特

任教員、アシスタント２名については振興調

整費の人件費で雇っております。

　それからチームを２つに分けました。３つ

の支援事業があるわけですけども、メンター

― 7 ―
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とキャリアは一緒になった方がいいのではな

いかということで一緒にやりまして、チーム

を２つに分けてチーフを決めて、運営してお

ります。

　兼務教員はどういうふうに選んだかと言う

と、実はいろんな選び方があるかと思うんで

すが、一般的には各組織から何名出せという

形になるわけですけれども。そこの部局長に

頼むと、たぶん選挙や、いろんな形で出てく

るわけですが、それだとなかなか協力してく

れる人が出てこないケースもあります。これ

は本気でやってくれる人でないと困るので、

その先生に直、あるいはその組織の長にこの

人にということでお願いして最初の18名とい

うのが決まりました。

　来年度と言いますか、今年の４月からは

ちょっとプラスして、各組織から選んでもら

おうと思っております。

　連絡会議というのはチーム全員での会議を

やるんですけれども、それ以外のチーム会議

もやっております。それは適宜やっています

が、いろんなことがいついつまでにこういう

資料出せとか、よくJSTから言われてきたり

とか、学内にこんなことを知らせなきゃいけ

ないとかっていうことがあります。そこで、

ちょっと私が犠牲になりまして、私と特任教

員、アシスタントの人とスタッフミーティン

グを毎週のようにやっております。

　これがかなり今大変です、３年間のまとめ

ということで、ちょっと時間取られておりま

すけれども、秋田大学さんも来年覚悟してお

くといいかもしれません。

　毎月、インターネットあるいはメール配信

でNews letterを発行しております。内容的

には活動報告とか、お知らせとか制度の紹介

ですが、最後の３か月になりまして、１月は

サイエンス・セミナー中心にやりまして、も

うじき発行になります２月は子育て関係の研

究支援者についてや子育て関係を、それから

メンターというふうなことで構成します。最

後は新大シッターということで計画しており

ます。

　それで具体的にそういった制度を運営して

いくために、スペースがやはり必要になり、

拠点が必要になってきますので、女性研究者

支援室プレイルームの整備というものを執行

部にお願いいたしました。

　これは採択されるかどうかわからない時か

ら、もう女性研究者支援室を作ったんですか

ら、場所が必要ですと言って、12月に決まっ

たので年が明けてから企画課長と一緒に学内

を私がまわりまして、候補をいくつかあげて、

理事にどこかその中でいい所見つけて下さ

い、出してくださいというお願いをしました。

ひとつ少し物が入っていたところを整理して

いただいて、床を張り替えたり、壁紙を張り

替えたり、入口のドアを扉式だったものを３

本引きの引き戸にしてもらったりとか、いろ

いろ整備を致しました。

　それが五十嵐キャンパスの方です。ちょっ

と余談ですけども、新潟は不思議なことに、

私の名前“いがらし”なんですけども、土地

の地名の名前は“いからし”なんですね。な

ので“いからし”キャンパスと呼んでいます。
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　そこにスタッフルームとプレイルームが一

緒になった大きめの部屋を整備しました。す

ぐ隣に空いている部屋があり、どうもそこは

人が入りそうもないということで、すぐ交渉

して教員の部屋に空けてもらいました。その

次の年には大きな入試関係の部屋が空いたの

で、そこをもらって今３部屋を使っておりま

す。

　教員の部屋とプレイルームの部屋が一番大

きいんですけども、ミーティングルームとメ

ンター相談室ということで、畳で言えば６畳

強ぐらいの少し小さな部屋ですがそこを使っ

ております。

　旭町の方は子育て支援の新大シッターのプ

レイルームの中心の場所にしたいということ

で、保健学科の演習室というのがあって、保

健学科がすごく協力して下さいまして、そこ

を整備して、平日は看護の演習室として使う

んですけれども、土日は新大シッターの活動

の場に使っていいよということで、部屋を整

備いたしました。

　それからいろんなことを管理する場所が必

要ということで、分室も一つ部屋を空けても

らいました。

　このように部屋についてはいろんな所が協

力して下さいまして、事務の人も「あそこが

空きそうだよ」と情報を流してくださったり

して、いち早く理事にお願いに行ったり、そ

んなことをやりました。

　そしてプレイルームについては、安全のた

めの配慮をいろいろやって、特に旭町につい

てはお子さんを預かりますので、警備保障会

社と契約をしてシッターが実際やる時には

無線式の非常コールシステムを導入したり、

五十嵐の方はテレビモニター付きで何かあっ

た時に鍵を閉めた状態の時には、インター

フォンで連絡できるようしました。

　これらの整備はほとんど学内予算でござい

ます。振興調整費はなかなか使えないので。

　そして実際の子育て支援の話に行く前に、

やはりそれぞれの地域の特徴というものがあ

るかと思います。秋田大学さんは秋田大学さ

んのいろんな状況から取り組みの事業を考え

られたのと同じように、私どもも新潟市にお

ける子育て支援はどんな状況なのかというの

を見ました。

　新潟市は政令指定都市になっているわけで

すけれども、『すこやか未来アクションプラ

ン』というのを作りまして、保育園がかなり

整備されてきております。待機児童０でござ

います。

　平日の延長保育も認可保育園においては19

時までを基本にしておりますし、土曜日の延

長保育をやっているところもかなりです。中

には24時間やっている認可外保育園もありま

す。そういった所も若干ありますけれども、

全体としてみると平日の保育のニーズはそん

なに高くないということを感じました。

　こういったことがAERAの2009年の冬号に

『子育てにやさしい町』総合ランキング１に

なったという、これ学長が見つけてきたんで

すけれども、「こんなのあったよ」というよ

うなことの状況の話をして下さいました。

　あとよく問題になるのは小学校１年生にあ
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がってからということです。小学校の低学年

の児童等の対応ですけれども、新潟市条例に

よって学童保育、「ひまわりクラブ」という

ふうに新潟市は言っておりますけれども、そ

れが実施されておりまして、現在79か所が開

設されております。

　場所によっては少し定員オーバーの所もあ

るようですけれども、希望があればだいたい

入れるというようなことを伺っております。

　しかし実際には200か所に及ぶ私立の保育

園も公立と私立の保育園のうち日曜日や祝日

開園する所は現在７か所です。こういった検

討事項がある新潟市としてはこれを増やした

いということが今後の方針であるようです。

　そういった状況を踏まえまして、じゃあ、

新潟大学はどうかということですが、先程

ちょっとお話しました認可外保育園があった

わけですが、そのあゆみ保育園はかなり老朽

化しておりましたし、それから利用者による

運営だったので、忙しい研究者あるいは看護

師さんもよく使っていらしたのですが、なか

なかそういう利用者の人たちの会合に出る時

間が取れないということで、お辞めになる人

もいると。ですから利用率がちょっと減って

きていたんですね。そんなこともありまして、

大学としてこの際女性研究者支援も始まって

いることだしと、同じ敷地の中のちょっと離

れた場所にそこに新しい保育園を作りまし

た。今度は人事課が担当し、大学が外部委託

をして運営しているという状況です。

　その中にも病後児保育のための部屋は用意

してあります。

　そこでこういった状況から子育て支援に関

わる事業についてどう考えていくかという時

に、休日は家庭で子どもと一緒に過ごすとい

うことが本来のワーク・ライフ・バランスと

しては重要になってくるわけです。

　ところが私自身も２人の子どもを育て、特

に学会前や、いろんな何かあった時に仕事が

間に合わなくって、大学に子どもを連れて

行って仕事をするというようなことをやりま

した。ともかく恒常的に時間が不足という、

そんな経験がございます。周りを見ていても

そんな感じがしております。

　いろいろお話を伺うと平日は延長保育をお

願いして、さらにベビーシッターによる二重

保育、三重保育をやっている方もなかにはい

らっしゃる。私がやっていたように休日に子

どもを連れて大学に行ってとか、時には研究

室の学生に保育支援を頼みましたし、周りに

もそういう人がいました。

　そこで気楽に頼めるシステムが必要だと思

いました。いざという時の場所が必要ではな

いかなと。

　そこで考えたのが保育園、学童保育が休み

の祝日、土日、土曜日もあったりすると思い

ますので、土日祝日に恒常的ではなくって、

臨時、一時的な保育支援を大学構内で行う制

度を作ろうということになりました。それは

誰が担うか、難しいかもしれないけど、新大
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シッターという名前を付けて学生による保育

支援というのはどうだろうということを申請

前に兼務教員の先生方と議論を致しました。

「なんとかやりましょう」というふうに子育

てチーフの保健学科の教授が言ってください

ました。

　もう一つ、二重三重保育、平日はどうなの

だろうと。夕食も民間のベビーシッターの方

にお願いして、食事をしてもらって寝る直前

に帰るという研究者も結構いらっしゃると。

少しでも早く帰宅してお子さんと過ごす時間

を確保するようなシステムはできないか。そ

のことによる研究時間の不足というものを支

援する制度を作ったらどうかということで、

家にいながら研究できるということでユビキ

タスリサーチ環境の整備をすすめるというこ

とを考えました。そして研究補助者による支

援、研究補助者を雇用してということを考え

ました。

　最初の新大シッターによる保育支援ですけ

れども、これはやはりちゃんと教育をしな

きゃいけないということで、講義から学内演

習、保育演習など所定の研修を修了するとい

うことを条件にしました。そして何よりもや

はり信頼性ということでいろんなことで信頼

を高めていかないといけません。さらに学生

の意識というものもあります。

　学長から認定を受けるという、学長から認

定証をもらうと。そういった時に新大シッ

ターの証明書みたいなものも発行しまして、

学内でやる有償ボランティア制度です。利用

者からは１円ももらっておりません。大学で

支払っております。これはいざという時の安

全ということを大学が担保するということ

で、大学が全部やっております。

　３年間で70名程、71名だったと思うんです

けれども、新大シッターを養成することが出

来ました。

　具体的なプログラムですけれども、講義は

１単位集中講義でやっております。学内演習、

ここから単位なしです。講義を受けた中から

新大シッターの募集を致します。保育研修を

やり、学長から認定証を授与してもらいます。

　全体的に認定されたらそれで終わりじゃな

くって、やはりやっていく上で研修を重ねて

いかなきゃいけないねということで、ブラッ

シュアップ研修に認定された後もやっており

ます。

　それから学生が主体的に取り組んでいくと

いうことを重視して、教員はサポート体制に

入ることにしました。その為にプロジェクト

メンバーというのを作って教員と一緒に企画

運営していこうという体制でやっておりま

す。

　最初の新大シッター養成のための基礎科目

ですけれども、これは『大学生のための役に
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立つ育児学』という、こういういわゆる私ど

も全学科目と言っていますけれども、教養の

科目ですね。誰でもが履修できるんですが、

教育学部と医学部の学生を優先にいたしまし

た。

　なぜかというと、今の学生さんたちは小さ

いお子さんと身近に接する機会が少ないです

よね。３世代同居も少なくなったりして。そ

こで将来教員になったり、あるいは看護師や

医者になっていく人達が学生の時から小さい

子どもたちに接することは重要ではないかと

いうことで、教育学部と医学部の学生を優先

的に許可しています。

　最初60名の募集定員だったんですけれど

も、どんどん増えてきたので毎年100名ぐら

いまでいいということにしましょうというこ

とで、100名ぐらい受講しております。

　講義内容なんですけれども、ここのところ、

単なる育児学の方法論ではなく、男女共同参

画と女性研究者支援、この男女共同参画をか

なりメインに授業ではやっております。男性

の教員、子育て、ちょうどですね、うちの文

系のある学部の教授ですけれども、出産の時

に立ち会ったという、そういう男性の教員が

一コマやってくださっています。

　それから民間の方からも一コマ授業をやっ

ていただいています。地域、子育て支援セン

ターというNPO法人ですけれど、「育ちの森」

の取り組みだとか、そういったことをやって

いただいています。

　この外からの非常勤講師になるわけです

が、全学で非常勤講師手当てを減らせ、減ら

せと言われているんですけれども、これにつ

いては出しておいてもすぐOKもらってやっ

ております。一コマだけですので、そんなに

負担がないのかなと思います。最後に働くこ

とと子育て、女性支援とケアの視点というこ

とで保健学科の教授にお話いただいておりま

す。

　それで研修を終え実際に新大シッターとし

てやっていくことになります。ちょっと前に

戻りますが、この学外での保育研修なんです

けども、これは保育園ではなくて、一時預か

りの場所でやっています。私どもの新大シッ

ターが一時的に預かるので、一時的に来た子

どもたちに対して、まだ保育者と親しくなっ

ていない保護者や子どもたちとどう接すれば

よいかなど、そういったことを学ぶために一

時的な保育預かりをしている市の施設に研修

をお願いしています。ですから市と連携をし

ながら、やっております。

　実際の利用に関してはマッチングシステム

というソフトを開発いたしました。新大シッ

ターがいつ活動が出来ますよというのを入力

します。研究者の方では利用したいという状

況を入力します。そこでマッチングしていく

わけですが、この時に３年間で１期生、２期

生、３期生いますので、プログラムとして全

部バラバラにできるだけ入るように、経験者

が入るようにとなっているようですし、また

全く機械的ではなく、教員が学生たちの様子

を見て、この人とこの人というのも少し調整

をしているようですけれども、基本的にはこ

のマッチングシステムがないととても大変で
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す。

　先程ちょっと有償ボランティアと言いまし

たけれども、新大シッターの取扱要項を設定

しまして、新大シッターとそれから利用者が

安心できるようというのが、大事だと思いま

す。

　新大シッターも大事ですし、利用者自身、

お子さんも大事です。みんなが大切なので、

それらが安心できるように、万が一の際の保

険にも対応できるような、そういった配慮を

しております。

　試験運用を最初やりまして、今は本格的な

運用をやっております。保健学科のプレイ

ルームですけれども、朝９時から４時ぐらい

まで１日お預かりすることがあります。新大

シッターはお子さん１人に２名以上で対応す

るのですが、１日などの長時間の場合は学生

の方が疲れてしまうので交代制をとっており

ます。

　よく頑張ってやってくれて、ちょっと負担

じゃないかなと思いましがた、新大シッター

はとても楽しくて、バイトよりずっといい。

お金は安いけど、先生方の役に立つのは嬉し

いと言ってくれています。

　旭町の利用がほとんどで、アンケートやっ

た時には利用したいという人が結構いたんで

すけれども、最初はなかなか利用が少なかっ

たんですね。やはり安全面はどうなのか、学

生に頼んでいいのかみたいな、そういう声が

あります。

　やはりこれは実績を積んでいくしかないな

と思って、やってまいりました。そしてここ

に来て利用は増えてきているかなと思いま

す。いろいろ広報はしているんですけれど

も、いざ使おうという時にほんとに大丈夫か

なと、親御さんなら思うかなと思いますので、

やはり口コミで利用者が良かったというのが

一番大きいのかなというふうに思っておりま

す。

　12月に五十嵐キャンパスの方で利用申し込

みがあって、旭町ほどプレイルームは完備

していないんですけれども、シッターさん

がちょうどあいていたのですぐOKをして、

五十嵐キャンパスでも利用いたしました。

　それから旭町キャンパスはほとんど新大

シッターの利用だけなんですけれども、五十

嵐キャンパスのプレイルームはじゃあ、なん

のためと皆さん思われるかもしれません。学

会の時ですね。この前も物理学会の時にプレ

イルームを保育預かり所として、一時的なの

で新大シッターではなくて民間の方に来てい

ただいて、その場所を提供してやったという

ことがあります。

　それから日常的にはスタッフのいる時間

に、教員、職員、大学院生がお子さんを連れ

ての保護者同伴でしたらいつでもご利用くだ

さいというふうにしております。

　現在、時々搾乳のためにいらっしゃる方が

いらっしゃいます。それから昨年はちょっと

利用者はいなかったんですけれども、今年は

センター入試の時、ご夫婦で監督があたって

しまったと。そういうケースとか、職員の方

もいらっしゃると思うんです。今回教員の方

が２名、男性教員と女性教員のお子さんを２
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人、センター入試の時に五十嵐キャンパスの

方でお預かりしました。土・日で監督は朝早

くから始まりますので、私が朝６時半に行っ

て鍵を開けて、スタッフが交代で休むことに

して、８時半に来るまで暖房をいれあたため

てお預かりするという、そういう体制をとり

ました。

　その場所があることによって、これからい

ろんなことに対応できるのかなと思っており

ます。

　利用者の声ですが、これニュースレターに

も載せていたものですけれども、４歳のお嬢

さんで、２，３回利用されている先生ですけ

れども、とても楽しみにして来られるという

ことで、帰りはわくわく、「今日はこんなこ

としたよ」といろいろ話してくださると。最

後の所にアンダーラインを付けておきました

が、『長女にとっては母親の職場に来るとい

うことも大きな楽しみの一つのようです。身

近に頼る子育て支援があることに感謝してい

ます』というふうな、こういうようなコメン

トをいただいております。

　最近新大シッターの利用案内とハンドブッ

クを作成し配布しました。数が少ないので、

男女共同参画室の方に５部ほど置いてありま

す。先程も言いましたように土日、毎週のよ

うに利用申し込みがある。スタッフに言わせ

ると今ちょうど学会前と、先生方は忙しいの

で、去年の８月頃は結構利用があり、波があ

るというふうな話をされていました。

　次にユビキタスリサーチ環境の整備と研究

補助者の配置ということでございます。

研究補助者の配置、どこの大学もそうですけ

ども非常に成果が上がってきております。私

どもは申し合わせ事項を作り、半期ごとに今

募集しておりますが、継続の方が多いです。

子育てチームで審査をして、運用して、中間

評価をしております。この３年間の後のこと

もあるから、学内経費も少し入れてほしいと

いうことで、昨年度学内経費も用意いたしま

した。学内経費でできるので男性の方でも

困っている方がいたらということにしまし

て、お１人応募されました。

　出産後奥様の体調が悪くて、お子さん２人

抱えて大変だというので、学内経費で支援い

たしました。

　その中間評価からなんですけれども、研究

面はよく論文が何本書けたとか、そういった
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のが評価されることもあるんですけれども、

うちはそれを条件にやっていないんです。た

だ本人がこの半年なり、１年間の中でこうい

うことを目指したいということを書いていた

だいて、それを審査するわけなんですけど

も。結果として学会発表ができたとか、思っ

た以上にできたとか、それから妊娠中だった

けれども発表できたとか、ここに書いてあり

ますように論文も投稿できて、どうもいい線

いっているという話だったので、良かったな

と思っております。

　それから先生方のお話を聞いて私が一番い

いなと思ったのは、モチベーションの上昇と

いうことですね。それから研究補助者に遠慮

なく仕事が頼めるというふうなこと。それも

すごく気分的にいいという話をされていまし

た。

　それから生活面においてもやはり同じよう

なことがあります。この心のストレスが軽減

したとか、精神面で安定したというようなこ

とですね。子どもさんと一緒にいる時間だと

か、いろいろ生活面でも利点が表れているわ

けですが、やはり精神的な面というのはす

ごく大きいなということ。これはJSTは評価

してくれるかどうかわからないんですけれど

も、研究者からはすごくその辺は評価されて

おります。

　それからメンターによる支援ですけれど

も、これは各組織から推薦もいただいたりし

て、講習会をやっております。

　具体的な成果という点では、実際結婚され

てその後ご主人が違う所にいる助教の先生

が、出産どうしようかなとか、いろいろ悩ん

でいた人がメンターといろいろ相談をしなが

ら、出産して育休をとって、今復帰していらっ

しゃいます。

　それから次にアカデミックキャリア形成支

援の方ですけれども、これは多様なキャリア

パスというものを提示したいなということ

と、こちらの大学も女性研究者が少ないとい

う話ですが、本学の工学部は残念ながら女性

教員現在１人でございます。そんな状況なの

で、ロールモデルをたくさん見せたいなと。

その中で院生自身、先生方もちょっと意識が

変わっていくかなということで、キャリア形

成に関わる授業の開設、座談会などをしてお

ります。

　それから次世代育成ということに関連しま

― 15 ―

「女性研究者支援を通じてワーク・ライフ・バランスを考える」「女性研究者支援を通してワーク・ライフ・バランスを考える」



−…158…− −…159…−

して、女性大学院生による出前授業、本学で

はそれを“サイエンス・セミナー”と名付け

てやっております。

　キャリア形成に関わる授業ですが、「研究

者の仕事と生活」という、これは学部のいわ

ゆる教養に関する科目でございます。学外か

ら教員、女性教員ですけども３名、自然科学

関係の先生をお願いし、お話いただいており

ます。うち男性教員は自然科学関係の教員に

お願いして、話していただいております。そ

の学外からの３名についても全学の非常勤講

師手当てを認めてもらっております。

　内容的にはここに示すような話なんですけ

れども、成果、効果のところ女性の受講者の

中には研究者を目指す意欲が、学部生なんで

すけれども、上の方を見ている学生もいるん

ですね。意欲が向上したとか、今まで研究者

というのは自分のキャリアの選択肢にはな

かったけれども、それを追加することが出来

たとか。

　それから仕事と生活を両立するのは大変か

なと思ったけど、でもやっている人がいるん

だという、そういったことがわかったという

ふうなこと。

　男性の受講者の中でもそういうことに対す

る理解と言いますか、それから自分がパート

ナーとしてどういうふうに支えていこうかな

といったことを認識したと、そんなこともレ

ポートに書いておりました。

　それから大学院の授業としては「ワーク・

ライフ・バランス」という、これも単位とし

てやっているわけですけれども、学外講師こ

れは２名、これは実は自然科学研究科の大学

院だけの授業なんですけれども、最初反対が

ありました。男性教員の方からですね。「そ

んなのに非常勤講師付けるのは反対だ」と。

「支援室がお金を出すならやってもいい」と

いうようなことで。

　それで２年間、初年度は開講が間に合わな

かったんですけれども、去年と今年は支援室

からお金を出して、特別講演というような形

で講師をお招きしましたが、来年度からは非

常勤講師として認めてもらうようにもう決

まっております。学内の予算でということに

なりました。

　ここでもやはりロールモデルの提示という

ことで、院生からは特に男女共同参画社会の

必要性というものに気づいた。ワーク・ライ

フ・バランスについての理解が深まったとい

うようなことが書いてありました。

　それから「キャリア意識形成と自己成長」

ということで、学部のキャリアセンターが開

設している科目ですが、その一コマを支援室

でやってくれという依頼がありまして、昨年

度から始めております。

　私の専門が住居学なので、私自身が授業の
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中で感じていたことをやってみようかなと

思ったんです。

　というのは私が概論の時に、間取りを読む

ということが重要だなと思って、チラシに

載っている略平面図を選ばせて、そしてそこ

に自分が将来住む家族を考えて、どこにどん

なふうに生活していくかということを、例え

ば平面図の中に家具を置いてみたり、風通し

はどうかとか、順次、授業の中でそれを考察

して、長所、短所考えさせていくということ

をやりました。

　その時最初に家族構成、ライフスタイルを

書かせるんですが、割合でいくと半分近い男

性が、会社員と教員と書いてくるんですね。

女性は、パート、教員、主婦と書いていて、ずっ

とこれが何十年もそうなんです。変わらない

ですね、なかなか。

　それがあったので、100人以上の学生に、

略平面図をプリントして、将来をイメージし

やすいように、自分が将来35歳と55歳になっ

た時の生活スタイル、家族構成や職業を書い

てグループでワークショップ形式にしたんで

す。３人ぐらいのグループで、非正規雇用、

いわゆるパートと書いた人が１人でもいたら

手を上げてと言ったら、やはり半分以上手を

上げるんです。

　高校まで家庭科の教育は全部男女共学で、

男性は外、女性は家とか、パートとか、そう

いったことはどこでも教えてないんですよ

ね。皆さんの意識の中で何が原因だったか

ちょっと考えてということで、その後支援室

のスタッフがワーク・ライフ・バランスとい

うことで国際比較だとか、女性のよくあるＭ

字カーブのこととか、それから下がる時にど

んな支援体制をやっているか、新潟市でも近

くの米菓会社ではかなり保育園の整備が進ん

でいて、いろんなことやってますので、そう

いったことの紹介をしました。レポートに

は、「無意識にパートとか書いてしまった。

何故だろうと思い浮かぶと何となく何も考え

ていなかったということに気づいた。やっぱ

り自分の中に男女役割分担を持っていたこと

に気づいたということが大きい。これからも

うちょっと考えて行動していかなきゃいけな

い。」というふうなことを書いている学生が

男女とも非常に多かったです。

　自分の親が正規雇用でずっとやっていた学

生は、なんでパートとか書く人がいるんだろ

うかと不思議だったということが書いてある

んですね。だから親とか社会の影響が大きい

と思いました。

　最後のところになってきましたけれども、

大学院生によるサイエンス・セミナーです。

　これはどういうのかと言いますと、実は最

初ここまで考えていなかったんです。先生方

が出前授業に行かれる時に結構学生を連れて

行ったりするんですね。調べたら、女性の院

生も結構いたので、もっといっぱい連れて

行ってほしいということで学内にお願いした

んです。それに行った初年度の院生が「先生

の話より私の話の方を生徒は一生懸命聞いて

いたし、私はもっと時間ほしい」というよう

なそういう話をしたんですね。

　そこで、２年目からは院生が主体的に行く
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ようにプログラムを組もうということで、そ

れをサイエンス・セミナーと呼ぶことにしま

した。東北大学はサイエンス・エンジェルと

いうことで実施しています。

院生が県内の小中高で、自分の研究や大学生

活の紹介をする。そういった活動を通して、

女子生徒に科学とか研究への興味を喚起する

ということと、院生自身のキャリアアップと

いうことです。

　自然科学系と保健学系と言いますか、いわ

ゆる理系の院生だけを募集しようかと最初考

えていたんですけれども、県の教育委員会に

話に行ったりした時に、分野がまだ決まって

ないんだったら、生徒がまだ進路を決めてい

ない段階で聞かせてあげたいので、全分野に

してほしいという話があったんですね。

　そこで全研究科に募集をかけました。です

からいろんな所からの参加者があります。現

在27名がサイエンス・セミナーを担当してお

ります。

　どんなふうにやっているかと言いますと、

まず募集をかけて最初にオリエンテーション

をやって、教育レクチャー会をやります。な

ぜかと言うと教育学研究科の学生以外、教員

免許を持ってる人は他の研究科にはあまりい

ないので、生徒の前で話したことがないわけ

です。

　そこで中学生とは、高校生とは、どんなふ

うに話をしたらいいかとか、どういう提示の

仕方をしたらいいかというのを、教育学部の

現場経験のある先生に来ていただいてセミ

ナー、レクチャー会をやりました。

　具体的には、現場に行って授業をやるため

には少なくともだいたい３回位、特任の教員

がサポートしながら、中学生、高校生にどう

教えたらよいかという議論をしながら進めて

おります。

　そういう過程の中での院生の感想は、わか

りやすいセミナーにするために自分の研究の

意義や面白さが、しっかり分かっている必要

がある。自分を見つめ直すことにより、研究

意欲がわいたということ。それでマスターか

らドクターにいった人もいます。

　いろんな人と話をするので、そういうプレ

ゼン能力とかスキルトレーニングもできたと

いうこと。それからいろんな人と話が出来て

よかったということを言っております。

　これまで実施した学校は、高等学校と中等

教育学校、これは新潟県立の中高一貫校、新

潟市立の中高一貫校の中等教育学校ですが、

そこからは何回か要請がありまして行ってお

ります。佐渡にもあります。佐渡中等教育学

校からは来年も来てほしいということで、契

約成立しております。

　中学生は、真剣に聞いて、質問もしたりす

る。先生方が喜んでおられまして、とてもい
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いという、大学全体からも評価を頂いており

ます。

　受講生の声としては、面白かったとか、今

度は違う分野の話も聞きたいとか、大学って

いうのはすごく楽しそうで、新潟大学に来て

みたいと嬉しいことを書いてくれる子もいた

りするんです。

　ここには載せなかったんですけれども一番

スタッフでこれが本音かなと思ったのは、大

学のおじいちゃん先生が来るよりずっといい

という感想がありまして、実際そうだろうな

と。身近なロールモデルですよね、院生とい

うのは。そういう意味では現場からも喜ばれ

ております。

　つい先週も今年度最後ということで何回か

行っている中等教育学校に行きました。今ま

でだと学年の先生だけだったのが、校長先生

から他学年の先生方まで来て授業を見ていた

と。終わってから来年もよろしくと言われた

とスタッフが喜んで帰ってまいりました。

　具体的な成果ということで去年まとめたこ

のアンケートでは、女子生徒の８３％が科学

や研究に興味を持ったというふうなことな

ど、いろいろポイントがあがっております。

この成果はしばらく経たないと入試の倍率に

跳ね返ってこないと思うのですが、評価とし

ては生徒さん達のためになったかなと思いま

す。

　何よりも、国際学会でのポスター賞を受賞

したり、学振の特別研究員へ採用されたり、

ポスドクへの採用など、実施したメンバーの

キャリアアップにつながりました。先日も１

人採用されたという話をしてましたので、最

終的に２名になると思いますが、後期の進学

もまた増えるのではないかと思います。

　このように評価があるのですが、意外だっ

たのが、もう少し早く聞いておけばよかった

なという指導教員からの評価です。

　指導教員からはすごく院生が明るくなっ

て、自信持って積極的に物事をやるように

なった。プレゼン技術は上がったし、コミュ

ニケーションの能力も向上したということ

で、指導教員がなぜ最近変わったのかと学生

に聞いたところ、サイエンス・セミナーの話

が出たそうです。そのあと廊下や学内でその

指導の教員の先生が「ありがとうございます」

と私にお礼を言われたんですが、「こういう

システムに参加していただいてありがとうご

ざいます。」とこちらも逆にお礼を言いまし

た。

　その他には交流会や、セミナーをやってお

ります。
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　学内での動きは、平成22年４月から担当の

理事が決まり、昨年７月23日に学長が男女共

同参画宣言をしてくださいました。それから

10月に自然科学系でポジティブアクションの

取り組みを開始して、女性限定の人事を進め

ました。

　保健学科には女性教授もおりますが、医学

部は開学100年を迎えて、この４月から女性

教授が誕生します。公募した中で本学の講師

が教授になったということです。とっても嬉

しいことだなと思っております。

　事務職員に関してですが、優秀な人材を確

保したいということで、辞めたあと、３年間

のうちに申請した場合に復帰できるシステム

を入れました。

　それを利用して１人辞めたんですが、辞め

たあとに妊娠がわかって、出産し、去年の秋

に復帰いたしました。とっても優秀な方なの

で、よかったなと思ってます。そういうシス

テムを作って、今男女関係なく利用できるよ

うになっております。

　それから出勤時間、教員は裁量労働制なの

でいいのですが、職員は決まっていますので、

育児・介護の関係で、勤務時間は８時間です

けども、早出か遅出という、シフト制度を作っ

たんです。

　男性で聞いたところまだ３人ぐらいらしい

んですが、現在利用者は２人いるそうで、朝

早く来て早く帰るという人が１人、遅く来て

遅く帰るという人が１人いるんだそうです。

２人共育児のためということのようです。同

じ職場の職員は「奥さんが育休取っているん

だから、そんなに早く帰んなくていいのに」

というので、「いや、いいじゃないの。帰っ

てお風呂に早く入れてあげたり、早く帰って

お子さんの顔みたいでしょうに」と言ったら、

納得してくれました。

　そんなふうに日常的に共同して家族を支え

ていくという意識になってきているんじゃな

いかなと思っております。

　もうじき本学では終了しますが、23年度か

ら男女共同参画推進室を設置することが決ま

りました。

　昨年のうちに、専任教員２名の配置を決め

ていただきました。

　やはり継続できるというシステムになって

いくためには予算が必要なんですけれども、

これ悩ましいところです。特に研究補助者の

人件費が高いので、そのあたり頭が痛いとヒ

アリングの時に言われたんですけれども、全

ての事業は継続できるというふうに思ってお

ります。

　ご清聴ありがとうございました。
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司　会：

五十嵐先生、どうもありがとうござ

いました。ここで質疑応答に入らせてい

ただきます。ご講演の内容に関すること

やまたこの機会に先生に何か伺ってみた

いことなどおありでしたら、挙手をお願

いします。

恐れ入りますが、ご質問の際にはご所

属とお名前の方をお願いいたします。こ

ちらからマイクを回しますので、宜しく

お願いします。質問とか伺ってみたいこ

と何かある方、いらっしゃらないでしょ

うか。

会場女性Ａ：

今日は具体的なキャリア形成講義な

どに関するお話もあって、すごく興味深

く伺わせていただきました。

質問はメンターに関することなんで

すけれども、これは学生ではなく教員と

いうことなんでしょうか。

五十嵐：

教員同士もありますし、教員と学生

のもあります。

メンターの方には有志、立候補と推

薦ですが、メンティーの方は申し込みで

す。

メンターの所に直接だといろいろ問

題があるので、支援室の方に来て問いか

けがあって、その時に支援室のスタッフ

がまず対応して、スタッフが対応できな

い内容の時には学内の先生方の所にお願

いすると。

そうするとスタッフの方が、質問の

内容に応じてどなたかを紹介する。

スタッフ自身もメンターの研修受け

ているので、メンターになっています。

会場女性Ａ：

その内容なんですが、例えば期間約

１年間にしましょうと決まっているのか

どうか、どのような形で進めるのか。例

えば月に１回ちょっと面談しましょうな

ど、具体的なルールみたいなものがある

のでしょうか。

五十嵐：

それは決めておりません。報告はい

ただくようにしておりますが、あまりそ

こまできっちりやるとメンターを引き受

ける人がいなくなるので。

会場女性Ａ：

もしも最初は研究内容だったのが、今

度は別の内容も聞きたいという時のメン

ターのチェンジとか、そういうのに関し

てはスタッフの方が中に入って、その辺

も相性など含めてアレンジして下さるの

でしょうか。

五十嵐：

そのようにしています。

会場女性Ａ：

ありがとうございます。

質疑応答
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司　会：

他に何かある方、いらっしゃいます

でしょうか。

会場女性Ｂ：

土日、祝日で例えば小学校の低学年

なんかだと、学童保育などで見てもらえ

る部分もあるかと思うんですけれども、

例えば夏休みだとか、冬休みだとか長期

の休みの場合は学童保育に頼ることが中

心になっているのか、それとも大学とし

てそういう学童、長期の休みのために何

かやってらっしゃるのであれば教えてい

ただきたい。

五十嵐：

長期の休みの時に学童保育も実施し

ていますので、要望があれば新大シッ

ターをやるということですが、積極的に

長期の時にやろうということには今はし

ておりません。

土日以外でこういう時やってほしい

というのがあればまた検討するんですけ

れども、例えば教育学部のボランティア

団体が夏休み中にキャンパスツアーを実

施しておりますので、そこに参加するお

子さんたちもいらっしゃいますが新大

シッターとは別としてやっております。

司　会：

他に何かある方、いらっしゃいます

でしょうか。

会場男性：

どうも今日はありがとうございます。

新大シッターに関してなんですけれど

も、71名程ということでこの中でどのよ

うな構成なのでしょうか。

五十嵐：

男性が確か２名だと思います。皆さ

んにお配りしてます2009年の活動報告の

ところに、新大シッターのがあるんです

けれどもそこに載っています。

会場男性：

ありがとうございます。

司　会：

大変ありがとうございました。この

辺で質疑応答を終了したいと思います。

ありがとうございました。

― 23 ―

「女性研究者支援を通じてワーク・ライフ・バランスを考える」「女性研究者支援を通してワーク・ライフ・バランスを考える」
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アンケート
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アンケート
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	4）　国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」

シンポジウム開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年2月21日(月)…13:30 ～ 16:00

場 　 　 所 ホテルメトロポリタン秋田　３階ジュエル

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（リーフレット等））

対 象 者 一般　　学生（中学・高校・大学）　　その他（高等教育機関関係者・行政）

来 場 者 人数：75名、（内訳　一般他：58名　大学教職員：17名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　ﾒﾃﾞｨｱ取材　ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ　HP……メール発信，
その他（教育機関・交流施設・企業などにポスター･チラシを送付、2市広報紙掲載　）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
秋田大学　国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」

内 　 　 容 ・挨拶：秋田大学学長特別補佐　寺井謙次
・基調講演：テュービンゲン大学アジア地域文化研究所日本学科
………　ハイディ・ブック=アルブレット氏による「ドイツにおける男女共同参画の問題と取り組み」
・質疑応答
・パネルディスカッション：「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」

効 果、問 題 点 　平日にもかかわらず多くの一般県民、県内の行政・男女共同参画団体等や県外の大学
等高等教育機関から参加者があり会場はほぼ満席となった。基調講演では、ドイツでの男女
共同参画の取り組みの紹介や、金銭的支援ではなく環境の支援が重要であることなどが指
摘された。また、パネルディスカッションでは、ドイツ・アメリカ・日本の研究者と行政側から
積極的な意見交換がされた。多くの参加者が、外国と日本での権利の利用についての違い
に驚き、今後の男女共同参画のあり方や権利の利用について考えさせられる内容であったと
の感想がアンケートに多く記載された。　新聞報道等の取材も多くあった。

反 省 事 項

特 記 事 項



−…170…− −…171…−



−…172…− −…173…−

国立大学法人　秋田大学
男女共同参画推進室コロコニ

平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

振興調整費

秋田大学　国際シンポジウム

持続可能な男女共同参画の
あり方を探る
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平成21年度採択 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 
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」 

    秋田大学 国際シンポジウム 
   持続可能な男女共同参画のあり方を探る 

●プログラム 

日時：平成23年2月21日（月）１３：３０～１６：００  

 
場所：ホテルメトロポリタン秋田 ３階「ジュエル」  

 

 １３：３０   開会挨拶     秋田大学 学長特別補佐（学長特命事項担当）  

               教育文化学部 教授 寺 井 謙 次         

 

 １３：４０   第１部 基調講演 ※日本語による講演です 

 
            「ドイツにおける男女共同参画の問題と取り組み」  
              

              講師： ハイディ・ブック＝アルブレット氏  
               （ドイツ・テュービンゲン大学アジア地域文化研究所日本学科） 

                   

 １４：３０   質疑応答 

 

 

 １４：４５   第２部 パネルディスカッション ※日本語によるディスカッションです 

    
             「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」 
               
 １５：４５   質疑応答 

 
 １５：５５    閉会 

 

主催 ： 秋田大学 男女共同参画推進室  coloconi     後援 ： 秋田県 

申 込 ・ お 問 合 せ ： 秋 田 大 学  男 女 共 同 参 画 推 進 室  c o l o c o n i 
TEL;018-889-2260  FAX:018-889-3186  E-mail: sankaku@jimu.akita-u.ac.jp 
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●講師プロフィール 

ドイツ・テュービンゲン大学アジア地域文化研究所日本学科 
ハイディ・ブック＝アルブレット 氏 

  １９９０年 
 
   １９９２年～２０００年 
 
 
 
   ２００３年 
 
  ２００４年１０月～２００８年２月 
 
 
   ２００８年３月～ 

テュービンゲン大学卒業 
 
テュービンゲン大学日本文化研究所研究員 
（１９９４年５月から１９９７年４月まで育児休暇 
育児休暇連絡奨学金で研究を続行） 
 
テュービンゲン大学 博士論文賞受賞 
 
テュービンゲン大学文化学部 男女同等担当
者アシスタント 
 
ヨーロッパ社会基金によるバーデン・ヴュルテ
ンベルク州の女性のためのマルガレーテ・フォ
ン・ウランゲル大学教授資格取得プログラム
奨学生として、テュービンゲン大学アジア地域
文化研究所日本学科の研究員、現職。 
 
現在は日本中世の説経(説法)の歴史につい
て研究。 
 

  Ms. Heidi Buck-Albulet 
  （ハイディ・ブック＝アルブレット氏） 

●パネリスト 

ハイディ・ブック＝アルブレット氏 （基調講演 講師） 

山脇 幸美氏 （秋田県男女共同参画課長） 

ドナルド・ウッド （秋田大学大学院医学系研究科准教授） 

奥山 栄樹  （秋田大学大学院工学資源学研究科准教授）  

コーディネーター  渡部 育子 
            （秋田大学教育文化学部教授・男女共同参画推進室長） 

 著書に Emotion und Ästhetik. Das Ashiwake obune – eine Waka-Poetik des 
jungen Motoori Norinaga im Kontext dichtungstheoretischer Diskurse des 
frühneuzeitlichen Japan. (感情と美学 若い本居宣長の「あしわけをふね」と近世
の歌論)、 Wiesbaden: Harrassowitz. (2005)「ドイツで育児と仕事を両立させて」、
冨士谷あつこ・伊藤公雄(編者) 『日本・ドイツ・イタリア 超少子高齢社会からの脱
却 家族・社会・文化とジェンダー政策』明石書店2009年147-159など。 

二人の子どもを持つ母で、出
産・育児を経て、なお、意欲的
に研究活動を続けている。  
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　みなさん、こんにちは。本日は秋田にご招待い
ただきまして、大変感謝しております。心よりお
礼申し上げます。私はハイディ・ブック=アルブ
レットと申します。

　南ドイツバーデン・ヴュルテンベルク州にあ
るテュービンゲン大学の人文科学部のアジア地域
文化研究所日本学科の研究員として勤めておりま
す。日本古典文学を教えておりますので、現代日
本語よりも古典の日本語のほうが慣れています。
少し不安ですが、どうぞよろしくお願いします。
　これからドイツの男女共同参画の状況につい

てお話させていただきます。男女共同参画の問題
は幅広い分野に渡っていて、ドイツの男女平等物
語は完全に成功の物語だというわけではありま
せん。
　今回はバラバラな形で恐縮ですが、四つほどの
問題を取り上げたいと思います。ドイツの男女
共同参画はグローバルなレベル、欧州連合のレベ
ル、国のレベル、州のレベル、地域のレベル、そし
て個々の企業や施設のレベルまで関連がありま
す。私はここで国や州のレベル、例えばバーデン・
ヴュルテンベルク州の事例を中心にお話いたし
ます。
　テーマとしてはまずドイツにおける最近の時
事問題である指導的地位の女性比率に関しての
議論をまとめておきます。
　次に、ドイツの育児休暇制度や働く親たちの問
題についてお話します。
　その次に働く母親としての個人的な経験にも
触れたいと思います。
　最後に公務員に対する取り組みで、成功した例
を紹介したいと思います。本題に入る前に基本的
な問題として、まず男女共同参画はなぜ必要なの
かという問題について少しお話させていただき

第１部　基調講演
「ドイツにおける男女共同参画の

問題と取り組み」
◎講師　ハイディ・ブック＝アルブレット　氏

（ドイツ　テュービンゲン大学アジア地域文化研究所日本学科）

ハイディ・ブック＝アルブレット　氏
　テュービンゲン大学を
卒業後、テュービンゲン大
学日本文化研究員になり、
在籍中に育児休暇を取得
し、育児休暇中連絡奨学金
で研究を継続。
　二人の子どもを持つ母
で、出産・育児を経て、な
お意欲的に研究活動を続
けている。
　現在はテュービンゲン大学アジア地域文化研究所
日本学科の研究員として、日本中世の説経の歴史に
ついて研究。

2011年2月21日

Ｉnstitute of Asian and Oriental Studies - Dept. of Japanese Studies

ドイツにおける男女共同参画の問題と取り組み

ハイディ・ブック=アルブレット

(c) Alexander Gonschior

© 2010 University of Tuebingen

Souce:
Erstellt aus Material des gemeinsamen Datenangebotes aus dem gemeinsamen 
Portal der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (DeStatis). 
URL  http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/home.asp
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たいと思います。

　最近では男女共同参画の必要性に関して異議
のある人はあまりいないでしょう。しかしこれは
いつもそうだったわけではありません。今まで女
性の社会参加を妨げたのは日本でもドイツでも
主にイデオロギー的な障害でした。日本では良妻
賢母などの女性観、ドイツでも国家社会主義時代
や戦争後の母性主義という考え方が挙げられま
す。
　現在、ドイツでも日本でもいまだにそういう考
え方を克服するためのプロセスが行われていま
す。そういう考え方を克服しようとすることに
なった理由は二つあると思います。
　一つは百年以上の女性運動の結果でしょう。も
う一つは皆さんご存じのように少子高齢化です。
日本でもドイツでもそしてヨーロッパのほとん
どの国でも高齢化が進み、出産率が下がっていま
す。男女共同参画の必要性に関して一般的に合意
されるようになったのはそういう状況にもよる
ものだと言えるでしょう。
　私がここで指摘させていただきたいのは、男女
共同参画は経済的な問題の解決のためだけでは
なく、人口移転問題の解決のためでもなく、また
有資格者不足問題の解決のためでもなく、男女共
同参画はそれ自体に価値があることで、正義の問
題あるいは道徳の問題でもあるということです。
　またドイツなどの女性運動の歴史を見ますと、
多くの成果が上がるようになりましたが、挫折や
後退もありました。
例えば第二次世界大戦直後の女性被雇用者の割
合は高かったそうですが、60年代ごろには女性は

仕事を辞めるように促された場合がよくあった
そうです。ですので時事的な問題を議論しながら
も、歴史も無視できないものです。

　一つ目の問題です。ドイツでごく最近の対象に
なりましたのは企業や企業連携の監督委員会な
どで、指導的地位にある女性が少なすぎるという
ことです。これは日本でもドイツでもそうです。
　2007年のグラントンプソンという会計事務所
のインターナショナルビジネスレポートは指導
的地位に占める女性の割合について研究結果を
発表しました。この図をご覧ください。
　この図は企業における指導的地位の女性の割
合についての国際比較です。左のほうはトップ
10、すなわち上位10カ国、右のほうは下位10カ国
です。
　ご覧のようにフィリピンが最上位、ドイツも日
本も下位10カ国に入っています。つまり2007年
にフィリピンは取締役会などに女性が参加して
いる企業が大多数でしたが、ドイツや日本では
もっとも少なかったのです。

　もう一つのグラフをご覧ください。

© 2010 University of Tuebingen

テーマ

•時事問題: 指導的地位の女性比率

•育児休暇制度と両親手当て

•個人的な体験

•成功例 バーデン・ヴュルテンベルク州の

公務員の女性比率

CATEGORIZATION AND/OR
CHAPTER

© 2010 University of Tuebingen

時事問題: 指導的地位の女性比率

(c)Bettina Schuster

© 2010 University of Tuebingen

Women in Senior Management – top ten and bottom ten

1 Philippines 98
2 Mainland China 91
3 Malaysia               85
4 Brazil               83
5 Hong Kong 83
6 Thailand               81
7 Taiwan               80
8 South Africa         78
9 Botswana                75
10 Russia               73

Global                         65

23 France 58
24 India 56
25 Turkey 53
26 Mexico 53
27 Argentina 47
28 Italy 42
29 Germany 41
30 Luxembourg 37
31 Netherlands 27
32 Japan 25

Source: Grand Thompson Business 
Report 2007
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　大企業の指導的地位の女性比率の国際ランキ
ングです。スウェーデンやノルウェーが最上位。
残念ながら日本はここに示されていませんけれ
ども、ドイツはインドと同じように下位になって
しまっています。
　このような背景でドイツでは2010年にドイツ
企業のための指導的地位の比率制度を採用する
か、しないかというディベートが起こりました。

　最近ドイツ企業のマネジメントでは、指導的地
位の女性の割合を高めるための取り組みを図る
傾向にあります。
　例えばボッシュという自動車部品の下請け会
社は2012年までに、2009年か2010年よりも指導的
地位の女性の比率を現在の10％から15％まで増
加させるという計画を立てました。コメルズバン
クという銀行では女性推進の取り組みがボーナ
スにさえ影響するようになったそうです。
　ドイツテレコムは2010年３月に指導的地位の
女性の比率を2015年までに30％まで増加させる
計画を公表しました。
　しかし結局はまだまだ少ないのが現状です。

　企業がこのような目標をたてた理由の一つと
しては、ところどころのイニシアチブ活動が挙げ
られます。
　例えばダニエラー・ヴェーバー=レイという女性
弁護士の活動が2008年からコーポレート・ガバ
ナンス・コデックス関係の政府委員会委員として
発議したことによって、コデックスに会社の監査
役会、幹部会などで「女性はふさわしく尊重すべ
き」という表現が入れられるようになりました。
　コーポレート・ガバナンス・コデックスは企
業経営についての提言を行いまして、ヴェーバー
=レイ弁護士の「各会社はそれぞれの目標を具体
的に数量で表現すべき」という要求はいわば女性
比率制度だと言えましょう。
　もう一つはいわゆるニュルンベルグ決議文が
その一つです。ニュルンベルグ決議文では四つの
要求が決議されました。
　そのうち二つを挙げますと、一つ目はノルウェー
の例にならって、株式法でドイツ企業では、2013
年までに少なくとも監督委員の40％が男性と女
性が占めるべきだと定める。
　もう一つは民間企業のための平等法を定める
という要求です。その比率制度についての現在
の議論は最近までは専門家の間の議論でしたけ
れども、この講義を準備している最中にテレビの
ニュースで取り上げられるほどの話題になりま
して、毎日原稿を書きなおすほどの急速な展開に
なりました。
　１月末にはウルズラ・フォン・デア・ライエ
ン労働大臣も刑罰規定を設けると脅しをかけて、
この理論に介入しました。またクリスティーナ・
シュレーダー家庭大臣は３月に首脳会談を開催
することを発表しました。
　この比率制度に関しては女性の中でも賛成の
意見も反対の意見もあります。反対の意見を持っ
ている人は「男女よりも資格」という理由を挙げ
ますが、賛成する人は比率制度がなければどうし
ても女性の比率は上がらないと主張しています。
　実際に、以前は「資格よりも男だ」、あるいは「資
格よりもコネ」という暗黙の原則に従うことが普
通だったと言えます。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Indien

Deutschland

Brasilien

Spanien

Frankreich

China

Russland

Norwegen

UK

USA

Schweden

取締役会の女性比率 (2010 年) 
Source: DIW Berlin 2011

© 2010 University of Tuebingen

指導的地位の女性比率を
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　私は比率制度も場合によっては有用ではない
かとの考えを持っております。比率制度の発祥地
であるノルウェーの経験をはじめ、ドイツの政党
の幹部会でもたくさんの比率制度の成功の例が
挙げられます。
　取締役会のための比率制度を要求する声が最
近増えてきましたが、女性の割合を増加させるた
めには時間的猶予が必要という意見もあります。
女性も最高意思決定機関に参加している企業は
特に利益が上がっていることは常識ですので、こ
れから自然に進んでいくことになるのではない
かという意見もあります。
　しかし企業のほうからのコミットメント、つま
り意思表明は10年前にもあったけれども、それは
ほとんど効果がありませんでした。ですので先ほ
ど述べましたように、ともすれば比率制度が必要
ではないかと考えております。
　それと同時に女性、または母親と父親の支援す
る取り組みも必要だと思っております。
　最近の話題ですが、勤務時間を見直す必要があ
るという声があります。必ずしも労働時間が長
いからといって能率が高いわけではありません。
ここまではドイツの現在のディベートを私の知
識の範囲の中でまとめさせていただきました。

　次に二つ目の問題ですが、ドイツの育児休暇に
ついてお話させていただきます。
　育児休暇は実際には休暇ではないため、2000年
ごろからドイツでは育児休暇というよりも「親時
間」という用語を使うようになりました。ここで
は便宜的に育児休暇という表現を使うことにし
ました。

　まずはドイツの連邦法による法律的枠組みを
紹介いたします。
　夫婦は雇用主に対して子ども１人当たり、３年
間までの育児休暇を取る権利があります。雇用主
の了承を得た場合は、子どもが８歳までの間に12
カ月ほどをずらして分けて取ることができます。
また、育児休暇の八週間前と育児休暇中は、解雇
は禁じられています。
　夫婦そろって育児休暇をとることもできます
が、その場合は収入がなくなるので、実際にそう
いう例を聞いたことがありません。
　従業員が15人以上の会社の場合、育児休暇中は
夫婦それぞれがその会社で30時間のパートタイ
ムの仕事をする権利があります。パートタイムは
雇用者にとっても被雇用者にとっても連絡を維
持するチャンスですから、相互利益になります。
　またあとのパネルディスカッションで詳しく
説明させていただくつもりですが、バーデン・
ヴュルテンベルク州では育児休暇をとる大学教
員や大学に雇用されていない研究者も、子育ての
期間に特別に奨学金を申請することもできます。
　この奨学金を提供するプログラムはブリキッ
テ・シュリーベン・ランゲという女性学者にちな
んだシュリーベン・ランゲプログラムです。この
奨学金で研究を続けることもできます。
　育児休暇が終わってからは元の職場あるいは
対等の職場へ戻る権利があります。そしてその対
等の職場への復帰に関しては問題が起こる可能
性があります。
　例えば公務員や社会人が元の職場で指導的な
地位についていた場合でも、必ずしも指導的地位
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指導的地位の女性比率の増加を
要求するイニシアチブ

• ヴェーバー=レイ弁護士のコーポレート・ガバナン

ス・コデックス関係の政府委員会委員活動

｢各会社はそれぞれの目標を具体的に数量で表現

すべき｣

• ニュルンベルグ決議文の要求

一、ノルウェーの例にならって、株式法でドイツ企

  業では、2013年までに、少なくとも監督委員

  の４０％は男性と女性が占めるべきだと定める。

    二、 民間企業のための平等法 を定める
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の職場へ戻れるわけではありません。もし職員が
不敵な扱いを受けたと考える場合は反差別法に
基づいて雇用者を訴えることもできますが、これ
はおそらく長いプロセスになってしまいます。
　ここで両親手当について述べたいと思います。
出産前の６週間は母性保護期間が始まり、妊婦は
会社に行かなくてもよいです。出産前の６週間か
ら出産後の８週間までの給料は３カ月の平均給
与から１日あたり13ユーロを引いた金額が支払
われます。その13ユーロは母性手当で健康保険
から支払われることになります。2007年１月か
ら、生まれた子どものために一時的に仕事を休ん
で育児休暇を取る親に手当が支払われることに
なりました。
　この両親手当は給料の67％、少なくとも300
ユーロ、上限1800ユーロの給料補償です。この方
法では富裕層を有利に扱ってしまうことになる
と労働組合や共済組合から批判が出ました。
　両親手当の支払いの理由の一つは、少子化とい
う現状が特に高学歴の人々に広がっていますか
ら、両親手当により多くの子どもが生まれるよう
になることを意図して導入されました。しかし両
親手当は人気があっても、出産率は少ししか回復
しませんでした。
　支払われる時期に関しては誕生から12カ月目
まで、一人親の場合は14カ月目までです。父親も
育児休暇を取ると夫婦合わせて14カ月目まで両
親手当をもらうことが出来ます。その余分な２カ
月を「パートナーの２カ月」と言います。通常は
父親が取るので「父親の２カ月」と呼ばれること
もあります。
　この方式では北欧モデルに基づいて、もしパー
トナーが２カ月の育児休暇を取らなければその
権利が消滅して育休期間が短くなる仕組みです。
　ここで簡単に両親手当の成果について述べさ
せていただきます。
　両親手当の一つの効果として、育児休暇を取得
する父親の数は増加してきました。例えば2007
年以前は育児休暇を取得した父親は3.5％を超え
ませんでしたけれども、2007年に父親の12％が両
親手当を申し込むようになりました。

しかし父親の大部分が２カ月程の育児休暇しか
取得しません。

　次は子どもの看護のための休暇制度を簡単に
紹介します。皆様ご存じのように小さい子どもは
よく病気になります。ドイツでは12歳未満の子
どもが病気の場合、それぞれの親は多くても１年
に10日の休暇を取ることができます。一人親の
場合は合わせて20日になります。子どもが２人
の場合は２倍になりますが、３人以上は多くても
夫婦それぞれ25日になります。

　さて、両親手当の採用はドイツの政府の閣僚、
当時のフォン・デア・ライエン・家庭大臣（現在
の労働大臣）の功労でした。しかしドイツの女性
の被雇用者にとって一番大きな問題は保育園が
少ないことです。
　そこでフォン・デア・ライエン大臣の発議に
よって2007年の７月に2013年までに乳幼児の１
／３に保育場所を提供するよう保育園を増設す
ることが議決されました。それに対して保守派か
ら反対の声が強くあがって2007年は激しいイデ
オロギー論争の年となりました。
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育児休暇と両親手当て
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　フォン・デア・ライエン大臣は７人の子どもの
母親でもあり、ドイツキリスト教民主同盟の党員
ですが、ドイツの女性像を変革し、本当に文化革
命をおこしたとも言えましょう。

　国庫支出金である両親手当の受給期間後、バー
デン・ヴュルテンベルク州の育児手当を要求する
こともできますけれども、州の育児手当は所得制
限があります。最近は両親手当にも所得制限があ
ることになりました。
　州の育児資金は25年前に導入されました。現
在の月額は第１子および第２子に対して一人当
たり205ユーロ、第３子から最大240ユーロまでで
す。細かい説明を省略しておきますが、結論を言
えば国による両親手当と違ってバーデン・ヴュル
テンベルク州の育児手当は低所得者のための取
り組みです。バーデン・ヴュルテンベルク州を含
めて四つの州で育児手当が支払われています。

　ところでドイツでは子ども手当、両親手当、家
族のための財政支援の取り組みが140ほどありま
すけれども、これはおそらくヨーロッパ中でもっ
とも多いです。一方ドイツの出産率はヨーロッパ

中で最も低いです。
　財政支援だけでは発想が貧しいと言えましょ
う。例えば昨年の１月から第１子、第２子の一人
当たりの子ども手当が20ユーロ（約2,200円）増
加されまして、184ユーロ（約２万円）になりま
した。平均所得者などは「ありがとう」と言いま
すれども、実はあまり変わらないでしょう。
　そういう発想が貧しい取り組みはドイツでは

「如露の原則」と言います。出産率を高めるため
に「如露の原則」よりも育児サービスなど積極
的に政策を形成する必要があると確信しており
ます。

　ヨーロッパの国々では育児休暇の制度は世界
でもっとも発達していて、確かに大きな成功だと
言えましょう。しかし私はここで問題を指摘した
いと思います。
　例えば２人の子どもを産んで、１人あたり３年
間の育児休暇をとる場合、最大６年間の育児休暇
になります。ヨーロッパの育児休暇は子どもを
持つ者にとって素晴らしい制度ですが、「家庭期」
があまり長くなると、年齢差別などのために職場
へ戻る権利があってもキャリアのチャンスが少
なくなるため、女性は長い「家庭期」を選ぶと言
わば罠にかかってしまいます。
　現在はドイツで重要なポストに応募するなら、
若い方がチャンスが大きいので、テュービンゲン
大学の男女共同参画室の担当者はあまり長い育
児休暇を取らないように勧めています。
　とにかく育児休暇は子どもと遊んだりする機
会ではあれ、キャリアアップのための研修を受け
る機会や雇用者と連絡を取り合うチャンスでも
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ウルズラ・フォン・デア・ライエン労働・社会大臣

• 2005-2009 家庭大臣

• 両親手当ての採用

• 育児サービスの提供を拡大へ
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す。一人親では、1225€を超えていない場合です。

• パート・タイムは可能
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あるべきだと思います。
　例えば取得する親は少ないですが、先ほど述べ
た子どもがいる女性学者のための特別奨学金は、
育児と研究を両立させるために非常に有効な取
り組みだと思っております。
　民間企業や公共機関でも研修プログラムがあ
りますが、その拡大は非常に重要だと思います。
　さて秋田大学のいろいろな資料を拝見いたし
ましたが、日本では育児休暇を取る雰囲気があま
りないということが読み取れました。育児休暇を
利用したくない理由に「職場の周りの人に迷惑が
かかるのではないか」という心配や「代替要員が
いない」などが挙げられたそうです。
　一方ドイツでは育児休暇を取得することは日
本よりも当然のことだと思われています。その迷
惑がかかるのではないかという心配はそれほど
でもないと思います。代替要員がいないという問
題もないことはありませんが、日本ほど深刻な問
題とされていないと思います。
　おそらく日本とドイツの文化的背景の違いも
ありますが、社会全体にとって望ましいのは出産
率が上昇していることなので、やはりその迷惑が
かかるのではないかという心配はしないほうが
いいと思います。
　ドイツではインターネットのブログなどを見
れば「お金が足りない」とか、「家庭はつまらな
い」などの理由で育児休暇を３年未満しか取らな
い女性も少なくないそうです。
　しかし育児休暇中に組織再編や再構築があっ
て、職場がなくなる場合があると聞いておりま
す。対等な職場に戻る権利があっても法廷闘争に
持ち込むことは、持久戦や消耗戦になる可能性が
あります。
　またもう一つの問題はドイツでは短期雇用契
約が増えてきました。2008年に被雇用者の8.9％
は有期雇用形態で働きました。
　1991年には5.7％だけでした。連続して有期雇
用形態で働くため子どもを産むことを遅らせる
若い人も少なくないです。育児休暇を取得、被雇
用者の代替要員ももちろん有期雇用形態で働き
ます。その代替要員の人も出産をためらうことも

よくあると聞いております。このような矛盾した
状況もうまれています。

　一方大学教授以外の大学教員の場合、有期契約
は普通で、無期契約は例外です。しかし育児休暇
を取得する場合は国の学問有期契約法によって、
育児と資格取得を両立させる取り組みとして、そ
の契約の残りの期間を育児休暇後に付加するこ
とができるようになりました。

　ここで私自身の経験に触れさせていただきま
す。私は1990年に大学を卒業後まもなく息子が
生まれました。そして１年家にいました。ほんと
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に幸せで、素晴らしい時期でしたけれども、それ
はまた寂しくて孤独な時でした。
　四六時中ずっと赤ちゃんと一緒にいて１日中
大人と会話する機会がありませんでした。仕事の
身の振り方についても途方にくれました。
　息子が１歳頃の時、テュービンゲン大学の日本
語学研究所へ就職するきっかけがありました。

　ここで簡単に雇用の形を説明しておきましょ
う。ドイツの大学ではドクドラント、つまり博士
論文準備中のものが２人で、ポストを分けたり、
50％のポストに就いたりすることがよくあります。
　例えば午前中に大学の仕事をしてから、午後博
士論文を続けるという理想的な日課表に基づい
ています。しかしそういう理想的な日課には子ど
もという可能性が考慮されていません。
　午後は子どもが家にいますが、半日の給料で全
日の育児サービスを支払うのは難しいことです。
そのため博士論文を続けることも難しくなりま
す。私のポストもその50％のポストでした。
　突然就職のきっかけがあったことは嬉しく思
いましたが、それから育児サービスを考えなけれ
ばなりませんでした。現在もドイツに保育園は少
ないですけれども、当時はさらに少なかったので
す。その少数の保育園へ入園できる子どもは、ほ
とんど一人親の子どもたちばかりでした。既婚者
は金持ちだから保育園へ入園させるべきではな
いという状態でしたので、息子を半日保育ママに
預けました。
　自分の子どもを他人に預けるのは簡単なもの
ではありません。私も勇んで預けたわけではあ
りませんでした。もし他の女性、特に私の女性の

上司が力づけてくれなったら私にはできなかっ
たと思います。大学に勤務を始めて３年半後に
娘が生まれて、私は３年間の育児休暇をとりまし
た。幸いに３年のうちの２年間は育児休暇のため
の奨学金をもらうことができました。
　私が支給を受けた時は連絡を保つための奨学
金、つまり育児休暇の間、大学と連絡を保つため
の奨学金とされていました。先ほど述べたシュ
リーベン・ランゲプログラムの先行モデルでした。
これを使って博士論文を続けるために娘も週３
回半日保育ママに預けました。娘は当時１歳に満
たなくて、ちょっとかわいそうだと思いました。
　その保育ママとの関係はうまくいかなかった
ので、約１年後新しくできた私立保育園に半日預
けました。娘が３歳になってから私は職場に戻っ
て、娘を全日の保育園に行かせました。カトリッ
ク教会の保育園でした。
　息子は当時小学生で午後の時間、保育ママに預
けました。２人の子どもの育児サービスのために
私の給料はほとんど使いつくしてしまいました。
主人にも週に１回、昼休みに帰宅し、息子と一緒
に昼ご飯を食べてもらって、子どもが病気の時や
休みの時にはたまにおばあちゃんたちに支援し
てもらってちょっと楽になりました。
　有期雇用契約でしたが、契約期間後も研究を私
的に続けていました。しかし子どもが小さいうち
に自宅で研究するのは、ドイツではそう簡単では
ありません。ドイツの学校、特に小学校は半日学
校です。またドイツの学校では色々な理由があっ
てバラバラに授業が休みになるという大きな問
題があります。
　それで育児休暇中かつ独立学者の期間中に博
士論文を進めることを試みたところ、息子は１・
２時間とか、３時間とか早く帰ってくることがよ
くありました。また、相次いで学校や幼稚園が休
みになったり、子どもが病気になったり、バラバ
ラの授業が休みになることが重なった状態で、博
士論文を続けるのは難しいことでした。
　現在は、小学校では定期的な時間になりまし
て、その状態は改善されることになりましたが、
中学校や高等学校では現在もバラバラに授業が

© 2010 University of Tuebingen

個人的な体験

•1990年に大学を卒業 、息子を出産

•1991年テュービンゲン大学へ就職

•1994年、娘を出産

•1997年4月まで育児休暇、育児休暇中連携奨学金で研究を続行

•2000年に契約の期限が満了

•2002年テュービンゲン大学の博士号取得

•2004年から2008年までテュービンゲン大学文化学部の男女同等担当

者のアシスタント

•2008年から、バーデン・ヴュルテンベルク州の女性のためのマルガレー

テ・フォン・ウランゲル大学教授資格取得プログラム奨学生として、さらに

テュービンゲン大学アジア地域文化研究所日本学科の研究員

CATEGORIZATION AND/OR
CHAPTER
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休みになるという大きな問題が残っています。で
すからドイツでは子どもが入学する時からが働
く女性にとって本当に困難な時期が始まります。
　最近、いわゆるSchuelerhort（学童保育）などの
１年生〜６年生ごろまでの生徒の保育園のよう
な施設や午後までやっている全日学校が増えま
したが、それに非難の目を向ける人もいます。と
にかくドイツの働く母親たちは毎日毎日自責の
念を抱きながら仕事を続けている状態です。
　今でも学童保育を利用する親たちは「お子さん
が１日中他の子どもと一緒にいるの？悪い影響
にさらされていることを心配してないの？」など
と言われていることも聞いております。
　私も娘を保育園に入園させた時、咎める視線を
向けられて、「５時まで？！ちょっと長い！」と
言われました。
　さて2003年にやっと博士号を取得しました。
その次の年テュービンゲン大学文化学部の男女
平等担当者のアシスタントとして大学へ戻りま
した。それはいわゆるミニジョブ、400ユーロ（約
45,000円）以下の収入の限界雇用でした。そうい
う仕事を続けながらいろんなプロジェクトを申
し込みまして、やっと現在の大学教授資格取得プ
ログラムの奨学生としてテュービンゲン大学の
日本学科の大学教員になりました。
　その教授資格取得プログラムについてはパネ
ルディスカッションでも少し説明させていただ
くつもりです。
　さて今回の雇用はフルタイムですが、今回も有
期雇用契約です。契約は来年２月の終わりに期限
が切れます。
　私は子どもが大きくなりましたので、家で働く
こともできるようになりました。大学教員の仕事
のいいところは家でもできますし、週に２回位は
研究所へ行かなくてもいいので、娘と一緒に昼ご
飯を食べたりすることもできます。
　ここで成功例としてバーデン・ヴュルテンベル
ク州の公務員の男女平等参画の取り組みの成果
について述べさせていただきます。
　2005年にはバーデン・ヴュルテンベルク州の
公共機関における男女平等機会法が施行されま

した。その法律の目標は女性のキャリアを支援す
る他、女性の昇進機会を改正すること、女性が少
ない分野で女性比率を増加させること、不利益を
廃止すること、女性と男性にとって家庭生活と仕
事を両立できることを可能にすることです。

　例えば具体的な取り組みとして州の最高省庁
では過去５年間で在宅勤務を207に倍増させまし
た。去年バーデン・ヴュルテンベルク州の労働厚
生省によって発表された広報によりますと、ほぼ
すべての分野で女性率を増加させることができ
ました。
　2009年にはバーデン・ヴュルテンベルク州の
公共機関では女性の割合は従業員の総数の56％
でした。最高省庁の高官では多くても35％、少な
くとも15％で、指導的地位ではもっとも少ないも
のの、各省庁でも増加が達成されました。
　日本と同じようにドイツでは育児休暇を取得
したり、パートタイムで働いたりする被雇用者は
女性です。最近まで十分な資格を取得することが
できないという議論に基づいて、パートタイムの
仕事ではキャリアを積むことは困難でした。しか

© 2010 University of Tuebingen
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バーデン・ヴュルテンベルク州の公共機関における女性比率
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しそういう議論は的外れです。
　例えば最近バーデン・ヴュルテンベルク州の司
法機関では半日のポストを持つ裁判官もフルタ
イムの裁判官と同じように昇進することができ
るようになりました。個別的な例ですけれども、
テュービンゲンの近隣の簡易裁判所では半日の
ポストを持つ簡易裁判所長さえいます。
　また去年の12月にはテュービンゲンの裁判員
の子どものための保育園がバーデン・ヴュルテン
ベルク州の司法省によって開設されました。その
取り組みを開始したのは４人の子どもの母親で
もあり、当時のテュービンゲン地方裁判所の所長
でした。
　我々がこのことから学ぶことは何でしょうか。
女性は男性とは別の決定をすることもままあり
ます。ですから意思決定の場で女性が半分を占め
る必要があります。
　この講演ではドイツの状況を紹介することを
試みました。ドイツの状況はまったくの成功話で
はありませんが、まったく望みのない話でもあり
ません。

　最後になりますが、小さな写真ギャラリーをお
見せいたします。
　この写真は2009年１月からドイツ家庭大臣を
勤めているクリスティーナ・シュレーダーです。
シュレーダー大臣は現在妊娠していて、７月には
最初の子が生まれることを発表しました。内閣メ
ンバーが妊娠しているのはこれが初めてです。出
産してからはわずかな育児休暇をとってすぐ家
庭大臣の仕事を続けるつもりだと言っています。

　この写真はもう一人のドイツの政治家です。ド
イツ社会民主党の書記長アンドレア・ナーレスも
１月に最初の子を産みました。しかし書記長のポ
ストを心配して２カ月ぐらいの育児休暇しか取
らないで、すぐ戻ると言っています。権力闘争の
場である政治の世界は今でも母親の友好的な場
所ではないと言えましょう。

　この写真は皆様ご存じと思いますが、ドイツ首
相アンゲラ・メルケルです。私は必ずメルケル首
相の政策に同意をしなくても、彼女が2005年に首
相になった時は深く感動しました。

© 2010 University of Tuebingen
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終わりに

(c ) Verkehrsverein Tübingen

© 2010 University of Tuebingen

クリスティーナ・シュレーダー 
家庭・高齢者・女性・青少年大臣

(c) Bundesregierung/Chaperon

© 2010 University of Tuebingen

ドイツ社会民主党の書記長
アンドレアー・ナーレス

(c) SPD / Florian Jaenicke
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　最後になりますが、ドイツの女性サッカーチー
ムを紹介します。
　50年代にドイツには女性にはサッカーができ
ないといって、女性サッカーは禁じられていまし
た。
　しかし男性が出来ることは女性も出来ます。女
性には能力があります。冒頭に述べましたように
その能力を生かせるようにすることは経済問題
の解決のためではなく、それ自体に価値がありま
す。
　ご清聴ありがとうございました。

© 2010 University of Tuebingen

ご清聴ありがとうございました

Contact:
heidi.buck-albulet@uni-tuebingen.de

© 2010 University of Tuebingen

アンゲラ・メルケル連邦首相

(c) Bundesregierung/Chaperon
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会場女性A）先生今日はありがとうございました。
　先生のご説明に中でバーデン・ヴュルテンベル
ク州の育児手当のところで、「如露の原則」とい
うのが出てきましたが、これは日本でいう子ども
手当のようなものかなと思ってお聞きしました。
この「如露の原則」によって、出産率が高くなっ
たとか、何かそういう効率的なものがうまれたの
かどうか。そのことをお聞きしたいと思います。
ブック氏）「如露の原則」で私がお伝えしたいと
思ったのは、お金だけで効果が上らないというこ
とです。保育園を提供したり、あるいは働く女性
の評価など、そういうことが必要です。
　ドイツでは出産率は最も低いので、お金だけで
問題は解決はできないと思います。
会場女性A）それでは先生は出産率を上げるため
にはどんなアイデアをお持ちでしょうか。
ブック氏）例えばフランスでは、女性が働いても
そしてパートタイムだけじゃなくて、フルタイム
働いても子どもが２人〜４人がいるのは普通で
す。だから働く女性に対しての意識のほうが大事
だと思います。
　なるべく子どもがいる時は子を家庭で育てる
のが大事だという意識では出産率が上がらない
と思います。
　大事なのは、保育場所の提供です。
会場女性B）二つお聞きしたいんですが、博士課
程に入ったということですけど、授業料はどう
だったのかということを教えてください。
ブック氏）私が博士論文を書いたときの育児休暇
中の奨学金は、当時は少なかったです。500マル
クだったのですけれども、ちょっとだけ育児サー
ビスを支払うぐらいの奨学金でした。しかし、奨
学金の多さだけではなくて支援のほうが大事だ
と思いました。
　奨学金をもらって保育ママを探しました。もち
ろん奨学金は全部使ってしまいましたけれども、
やっぱり助かりました。
　そして契約が切れました時は失業状態で１年

間ぐらい。そのあと幸いに結婚して別に給料がな
くても生活ができるぐらいでした。だから私の場
合は仕事がなくても家で研究ができました。
会場女性B）もう一つですが、お話を聞いている
と働きながら、勉強もしながら、子ども育てて、
すごく大変だと思いました。そのコツを教えてい
ただけたらありがたいのですが。
ブック氏）そうですね、研究が大好きということ
です。どうしても研究を続けたい、そういう希望
が強かったので。
　そして博士論文を書くための時間はとってもか
かりました。当時は、先ほど述べたように、子ど
もの学校の授業がバラバラに休みになるのに、そ
れの対策はないんです。前もってわかれば、保育
ママの所に行かせるとか、そういう方法がありま
すが。
　ドイツ語で言う「長い息」が必要です。
会場女性C）今日、ドイツと日本は第二次世界大
戦以後、同じ道を歩んだわけですけど、やっぱり
ドイツもこれだけすばらしく男女共同参画がで
きているので、私はすごくうらやましいのです。
　お話の中で女性の比率を何パーセントと決め
られている。そういう場合に日本の場合だと必ず
反動があるんですよね。そういうことで現実的に
はなかなか進まないことがありますが、ドイツで
はどうだったんでしょうか。
　例えば私が若い時に保育の仕事をしましたが、
子どもを預けて働くということ自体にすごい攻
撃がありました。
　そういうふうに必ず女性が動く場合、家庭を壊
すとか、いろいろな運動が足を引っ張るんですけ
ど、そういうことはドイツではあまりなかったん
でしょうか。
ブック氏）ドイツでもそういう意識は強いです。
それはたぶん少子化現象で一番大事なことかと
思います。
会場女性D）この資料を見ると日本とすごく似て
いると思うんですね。日本も育児休暇だとか、い

質疑・応答
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ろいろな施設がかなり揃っていますが、しかしな
がら現実には使われていない状況というのがあ
ります。
　ドイツのほうがメリットを自由に使えるとい
うか、快く使える状態になっているのかなと思い
ました。
　日本ではこんなにいろいろなシステムが揃っ
ているのに、実際には男女共同参画が現実的に動
いていないといったジレンマがずっとあるよう
な気がするんですね。
　こういったメリットを使える背景がしっかり
しているのかなあということとが一つ。
　あとはドイツには女性のネットワーキングの
ようなコミットワーキングがあるのでしょうか。
ブック氏）ネットワークもあります。例えば保育
ママは、日本にはないと思いますが、ドイツでは
保育場所が少ないので、保育ママが多いのです。
これがいわばネットワークの形です。
　ドイツと日本は男女参画があまり進んでいま
せんね。ヨーロッパの他の国と比較してもやっぱ
りドイツは遅れています。そして保守的意識も非
常に強いです。だから進んでいる部分は欧州連合
から入ってくるわけです。
　だから大学も欧州連合の男女平等の要求が
入ってくるから、それで進むことになります。
　あと、保育ママの説明ですが、保育ママは個人
的、家庭で子供を育てる普通の母親に自分の子を
預けて、支払われることになります。そういう私
的なものです。普通の家庭の、他の母親に自分の
子を預けるわけです。それは日本ではないでしょ
うね。
　ベビーシッターは家に来てもらいますが、保育
園と同じように自分の子を他のお母さんの所に
行かせるわけです。保育場所が少ないからそうい
う保育ママがいます。
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渡部）それではパネルディスカッションに入りま
す前に、パネリストの皆様に自己紹介を兼ねまし
てそれぞれの男女共同参画に関する取り組みの
ご紹介をお願いしたいと思います。
　まず最初にハイディ・ブック=アルブレット様
にテュービンゲン大学における男女共同参画の
取り組みを10分程度で紹介していただきたいと
思います。

ブック）まずはドイツの教育制度について少し説
明しておきたいと思います。先に述べたようにド
イツは連邦共和国ですが、その教育政策は州レベ
ルで行われています。
　ですからドイツの大学でどのような男女共同
参画の取り組みが実施されているかは必ず州の
レベルに注意しなければなりません。
　もう一つは日本やアメリカと違って、ドイツで
は私立大学が少なく、ほとんどの大学は公立大学
です。

　テュービンゲン大学は1477年に創立されまし
た。19世紀末には学士をとった女子学生が１人だ
けで、初めて女性が公的に入学できたのは1904年
の創立後427年経ってからでした。そして1989年
にいわゆる女性担当者という官職が設置されまし
た。あとに男女平等担当者に改称されました。
　現在は学生の60％が女性ですが、女性教授の
割合は約15％です。テュービンゲン大学は2018
年までに20％に増加させることを図っています。
ちなみに一番下のランクは28％が女性ですが、目

第２部　パネルディスカッション
「持続可能な男女共同参画の

あり方を探る」

渡部　育子　氏
　専門は古代史です。男女
共同参画社会から古代を読
み解くと何が見えてくるの
でしょうか？
　ドイツの女性首相のスラ
イドを見たとき、日本でも
1300年前の多難な時代、
政界の舵取りをしたのは元
明（げんめい）、元正（げんしょう）の女性天皇であっ
たことを思わずにはいられませんでした。

《パネリスト》… ハイディ・ブック＝アルブレット氏
（ドイツテュービンゲン大学アジア地域文化研究所日本学科）

… 元野　隆史氏（秋田県男女共同参画課　調整・参画推進班　副主幹）
… ドナルド・ウッド（秋田大学大学院　医学系研究科准教授）
… 奥山　栄樹（秋田大学大学院　工学資源学研究科准教授）

《コーディネーター》…渡部　育子（秋田大学教育文化学部教授／男女共同参画推進室長）

2011年2月21日, ハイディ・ブック=アルブレット

Ｉnstitute of Asian and Oriental Studies - Dept. of Japanese Studies

ドイツの大学における男女共同参画の取り組み

バーデン・ヴュルテンベルク州・テュービンゲン大学

© 2010 University of Tuebingen
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標は40％です。
　バーデン・ヴュルテンベルク州の大学に関す
る法律では、バーデン・ヴュルテンベルク州の大
学は実行期間が５年間の構想発展計画を立てな
ければならないということが定められています。
その発展計画の実行期間が終了したあと、その計
画目標がどれほど実施されたかなどについて報
告しなければなりません。
　男女参画化への取り組みもその発展計画の構
成要素の一つです。
　女性のための大学教授資格取得プログラムを
紹介させていただきます。
　ヨーロッパの数カ国では教授になるためにハ

ピリタツィオーンという資格が必要です。ハピリ
タツィオーンを取得するためには博士号を取得
したあと、一本の大きな論文を書いて試験を受け
なければいけません。
　しかしたとえば2007年、2008年に博士号を取
得した女性の割合は48.9％でしたが、2004年から
2008年のハピリタツィオーンでは27.8％に過ぎま
せんでした。そのためバーデン・ヴュルテンベル
ク州は1997年にマルガレーテ・フォン・ウラン
ゲル、女性のための大学教授資格取得プログラム
を設けました。他の州にも似たようなプログラム
があります。このプログラムはドイツで初めて正
教授になった女性マルガレーテ・フォン・ウラン
ゲル（1877-1932）にちなんでいます。
　このプログラムの特徴は、マルガレーテ・フォ
ン・ウランゲル奨学金は普通の奨学金ではなく
て、雇用であるということです。
　最初の３年間はバーデン・ヴュルテンベルク欧
州社会基金からそのポストの資金が出て、次の２
年間は大学の予算から資金が出ます。
　ウランゲルの奨学生は被雇用者ですから、税金
だけではなく失業保険、年金保険などを支払うこ
とになります。その上大学教員と同じように教
育、自らの研究、事務をしますので、経験を積む
こともできます。

　次にシュリーベン・ランゲプログラム触れたい
と思います。シュリーベン・ランゲプログラムは
ブリギッテ・シュリーベン・ランゲ（1943-2000）
という女性にちなんでいます。
　ブリキッテ・シュリーベン・ランゲは４人の子
どもの母親であり、ローマ文献学の教授で、また

© 2010 University of Tuebingen

テュービンゲン大学・女性の歴史

• １４７７年に創立

• 1904年に初めて女性が入学

(1895年にマリア・ヴォン・リンデン伯

爵(右)は例外として博士号を取った)

• １９８９年女性担当者設置、後に男女

平等担当者に改称

(c)Universitätsarchiv Tübingen
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女性の割合

• 学生の約６０％が

女性

• 教授の約１５％が

女性

(一番下のランクの教授は２８％)

© 2010 University of Tuebingen

テュービンゲン大学
女性の割合の増加目標
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バーデン・ヴュルテンベルク州の取り組み

• 女性のための大学教授資格取得プログラム

ドイツの最初の女性教授、マルガレーテ・フォン・ウランゲル(1877–1932)にち

なんで

• 奨学生は被雇用者になる

Source: http://margarete-von-wrangell.de/index.php?nav=4
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テュービンゲン大学の当時のいわゆる女性担当
者でもありました。シュリーベン・ランゲプログ
ラムは子どものいる、博士号やハビリタツィオー
ンや芸術上の資格を目指す女性学者のために設
けられました。
　皆さんご存じのように子どもを産む時期と資
格取得時期は重なることがよくあります。博士号
をとったのにもかかわらず、大学でのキャリアを
諦める女性が多いです。
　そこでシュリーベン・ランゲプログラムは女性
が育児と学問を両立させるために適切な枠組み
条件を提供することによって女性の資格取得者
の裾野を拡大することを目指しています。
　月ごとの支給額は博士号を取得するために
1200ユーロ、ハビリタツィオーンの資格取得する
ために1800ユーロになります。

　簡単にその他のバーデン・ヴュルテンベルク州
のプログラムを紹介します。一つはマティルデ・
プランクにちなんだ女性のための講師プログラ
ムは女性学者が講義やゼミを行う経験を積むた
めのプログラムです。
　もう一つはメントリング・プログラムです。こ
れは主に研修のためのプログラムです。
　もう一つは自然科学の女性学者の割合比率を
高めるための女性を支援するプログラムで、主に
夏期講習会や夏期大学の形で行われています。
　もう一つは女性教授プログラム。実は国のプロ
グラムですけれども、州と関連して５年以内にド
イツに少なくとも200の新しい女性教授のポスト
を設置するプログラムです。

　そして大学の取り組みです。まずドイツで教授
を選考、任命する方法について少し説明しておき
ます。ドイツの大学では教授のポストを公募する
と応募書類が届いたあと、教授選考委員会が開か
れることになります。男女平等担当者かあるいは
その代理人がその委員会委員として参加します。
　男女平等担当者は決議の権を持っていません
が、女性の教授候補者が不利に扱われないように
監督して、各会議では最後に会議の内容や結果に
ついて賛成か、反対かを表明します。
　次はダブル・キャリア・カップル相談室です。
ドイツにおいて教授になるためには、自分が卒業
した（言い換えれば応募する時勤めている）大学
以外の教授のポストに応募しなければなりませ
ん。ですからドイツの学者生活では引っ越す必要
がよくあって、仕事と家庭や育児を両立させるこ
とが難しくなります。
　このためいわゆるダブル・キャリア・カップ
ルの相談室では、新しく任命された教授の配偶者
は、自分のキャリアや近隣の地域の雇用などの相
談や支援が受けられます。

© 2010 University of Tuebingen

バーデン・ヴュルテンベルク州の取り組み

• ブリギッテ・シュリーベン・ランゲ(1943–
2000)にちなんだ、女性が育児と学問を

両立させるためのプログラム

• 月ごとの支給額は博士号を取得するた

めに1200 ユーロ(約136000円), 
ハビリタツィオーンを資格取得するために

1800 ユーロ (約200.000円)になります

(c)Universitätsarchiv Tübingen
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大学の取り組み (1)

• 大学の男女平等担当者

• 学部の男女平等委員

• 教授選考委員会の

男女平等参画担当者

• ダブル・キャリア・カップル

相談室

© 2010 University of Tuebingen

その他の取り組み

• マティルデ・プランクにちなんだ

  女性のための講師プログラム 

• メントリング・プログラム

• 自然科学の女性学者の割合

を高めるためのプログラム

(夏期講習会)
• 女性教授プログラム

(国と連携して)。
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　次は育児サービスです。2006年にテュービン
ゲン大学と学生生活課に当たる機関によって新
しい保育園が開設されました。現在は６か月か
ら３歳の子供合わせて16人が保育されています。
他のテュービンゲンの保育園でも学生や大学院
生のために合計で10人の保育場所が確保されて
います。
　次はティーチング・イクオリティー・プログラ
ムです。このプログラムは女性学生の機会平等を
目指しています。女性教授の比率が少ない場合、
女子学生にとって模範的な例が少なくなります。
そこでテュービンゲン大学では女性教授が少な
い学部や学科は、１学期の女性客員教授を申請す
ることができます。
　また実践講義というプログラムもあります。女
子学生は成績が良くても将来のキャリアがはっき
りしていないことがよくあります。ですから産業、
経営、学術の分野で働いている女性による講義で、
女子学生が就職やキャリアのチャンスについて展
望が開けるように、学部は客員講師を申請するこ
とができます。実践的能力を学ぶためのゼミも申
請することができます。

　以上です。ありがとうございました。

渡部）ありがとうございました。では続きまして
秋田大学の取り組みにつきまして、奥山栄樹先生
お願いいたします。

奥山）私の専門は機械になります。私がなぜこう
いう所に出ているかというと、過去に育児休業を
とったからで、それが原因でこういう役目が回っ
てきました。
　これまで秋田大学における男女共同参画とい
うのがどんなふうに進んできたかというのを簡
単に説明させていただきます。

　まず始めに2005年に男女共同参画推進委員会
というものができました。主な所だけ紹介させて
いただきますが、2008年３月男女共同参画推進の
ためのアクションプランというものが作られま
した。
　これは男女共同参画というものがあまり進ん
でないので、もっと進めるようにしましょうと
いう計画を作ったということです。　それから
2009年には女性研究者支援モデル育成事業とい
うのに採択されました。

© 2010 University of Tuebingen

大学の取り組み (2)

• 育児サービス

• ティーチング・イクオリティー・

プログラム

• 実践講義プログラム
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ご清聴ありがとうございました

Contact:
heidi.buck-albulet@uni-tuebingen.de

奥山　栄樹　氏
　1985年３月東北大学大
学院工学研究科博士前期課
程修了、４月秋田高専助手、
1991年秋田大学工学資源
学部助手、1995年イギリ
スUniv. of Warwick客員研
究員、1996年秋田大学工
学資源学部助教授、専門は
機械の形状測定、精密工学会、European Society for 
Precision Engineering and Nanotechnology正会員
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　アクションプランは大きく二つの柱がありま
して、一つは女性教員の比率を上げるようにしよ
うというもので、もう一つは教職員のワークライ
フバランスを改善するために環境を整えましょ
うとこういうものです。
　最初の女性教員の比率を上げましょうという
ものでは、いろんな所に公募の情報を載せましょ
うというのが最初になります。
　それから次に男性と女性で応募してきた人の業
績が同等の場合には、女性を積極的に採用する旨、
募集要項に明記しようということを決めました。
　念のため申し上げておきますが、募集要項に明
記しようと決めただけであって、実行されている
かどうかというのは別問題です。
　二つ目が環境を整えようという話なのですが、
学外の方あまりご存じないかもしれませんけど、
医学部の附属病院のほうに千秋保育園というの
があります。これは当時定員割れだったのが、こ
れを充実させましょうというのを計画の中に入
れました。
　それから育児・介護休業等についての制度を
周知するようにしましょう、「子の看護休暇」が
年５日になっていたものを年10日に、「産前休暇」
は６週間を８週間に、それから「育児参加休暇」
は５日間を14日間にしましょうということをや
りました。
　次の女性研究者支援モデル育成事業というも
のですが、もともとの問題意識としましては、私
たちのところではいろんな生活の仕方があるの
で、個々の生活にあわせた支援をする必要があ
る。あるいは教員が育児休業とかをとる場合に、

大学の場合ですと代替要員をどうするかという
のをまだシステム的にできていませんので、こう
いうのを作りましょうという話をしています。

　問題解決するためには支援相談窓口ですね。こ
れを作りましょうとか、それから代替要員の制度
を作りましょうとか、それから意識改革のために
講演会やりましょうとか、こんなことを企画して
きました。

　問題はどれくらい実現されているのか、効果は
あったのかということなんです。「業績の評価を
男女同等と認められた場合には女性を積極的に
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採用と公募に明記」ということなんですが、去年
の10月から先週までデータとりましたところ、14
件中２件。これはダメでした。

　それから「千秋保育園の充実」というところな
んですが、アクションプランというのを作ったあ
と、どんどん増えていまして、現在では定員オー
バーになっています。

　それから病児・病後児保育「ことりのおへや」
がありまして、これは定員が２名ですけれども、
昨年から使われるようになりました。
　暑くなり始める時期と寒くなり始める時期、こ
のあたりに利用者が多いということがわかります。

　千秋保育園ですが、利用者数が大きく増加して
いる。これは非常に良かったと思います。
　それから「支援制度の整備」に関してですが、
産前休暇を８週間にするというものがありまし
て、これがどれだけ使われているかです。2009年
度、2010年度の12月までのデータで、合わせて52
名産前休暇とっていますが、そのうち50名は６週
間を超えて８週間利用しています。そう意味では
やった価値はあったかなと思います。

　それから「男性の育児参加休暇」ですが、５日
間から14日間としていますが、2010年度に３名利
用していまして、そのうちの２名は５日間を超え
て利用しています。
　それからこれはデータには出ていませんが、こ
れをやり始めたのが2008年度ですが、私の知って
いる限りにおいて2008年度に育児参加休暇14日
間取ったというのが２名おります。
　男性で育児休業はとらないけれども、「育児参
加休暇」をとっているというのは何人かいるとい
うことです。
　それから「子の看護休暇」、これは年10日ぐら
い取ることができますけれども、非常に興味深い
データでして、秋田大学では女性だけではなくて
男性もよくとっていることがよくわかります。
　データとしてちょっと不自然だなと思う所が
１カ所ありまして、2009年医療系職員が「０」に
なっていて、ここだけちょっと不思議なデータが
出ています。
　ほかに「短期介護休暇」ですとか、「部分介護
休業」などを利用されている方が今いると。
　それから非常勤の人の場合にはこれもありま
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すね、育児短時間勤務制度を利用している人もい
る。

　このようにいろんな制度が利用し始めているん
だけれども、まだ周知不足かな。ここでは説明会
とか、こういったのをやる必要があると思います。
　これは女性教員の推移で、横軸が年度、縦軸が
数になっています。この紫の部分が助教ですね、
水色の部分が講師、それから黄色の部分が准教授、
赤の部分が教授、一番上の線が合計を表します。

　比率で見ていくとこういう形になります。

　それから女性研究者支援モデル育成事業とい
うのが明確な数値目標というのがありまして、秋
田大学では2011年18％が目標になっています。

これまでの合計（黒の線）を延長していくと、
ちょっと苦しいかなという気がしないでもない
です。

　それから先ほどのグラフですが、今度左側のほ
うから見ていきますと、助教、講師、准教授、教授、
縦軸が比率で、点が大きくなると最近のデータと
いうことになります。
　これから見ると最近のほうが右下がりの傾向
が非常に強くなってきている。こちらのほうもう
ちょっと増やさないといけないんじゃないかな
というような感じのデータになっています。

　最後にちょっとこういうのを紹介させていた
だきます。昇給というのがあるんですが、その昇
給の区分が大きく三つに分けられます。真ん中が
普通、１がいいほう、３が悪いほうです。
　例えば懲戒処分となった職員は良好ではない。
これは納得できるんですけれども、育児休業を
取った人は良好ではない。こういうのがまだ大学
の中に残っているので、こういうのを改めたほう
がいいんじゃないかなというふうに思っていま
す。
　これまでのところをまとめると、千秋保育園と
いうのは利用者増、これは効果があったと言って
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いいと思います。
　いろんな制度が作られて利用し始めているん
だけれども、まだ周知が必要かなと。説明会を開
くなどの予定を立てたんですが、誰がやるかとい
うのを決めてなかったので、誰もやってないとい
うことになっています。こういうのを明確にやる
必要があります。
　アクションプランの徹底とか、意識改革が必要
かなというふうに思っております。以上です。

渡部）ありがとうございました。データとしてお
示しして問題のない私ども大学のプラス面、マイ
ナス面をお話していただきました。
　では引き続きまして、アメリカ、日本両方で研
究生活を送られましたドナルド・ウッド先生、ア
メリカと日本の違いなどを含めてお話いただけ
ればありがたいと思います。ではウッド先生お願
いいたします。

ウッド）こんにちは、ウッドと申します。テキサ
ス州の出身ですが、この12年ぐらいは１度しか
帰ってないので秋田のほうが故郷になっている

ようです。研究分野は文化人類学です。学士と修
士はアメリカのテキサス州の農業工業大学でと
りましたが、博士号は東京大学で修得しました。
　初めて文化人類学と日本の研究をしようと決
めた時はジェンダーの勉強をしていました。日本
社会の中で女性の立場はどうなっているのかと
いう問題などについてです。ですから最初からこ
のシンポジウムのテーマに興味を持ちました。
　もう一つ、大学院生活が長く、６年間ぐらいは
大学院にいて、アルバイトをしながら仕事のない
生活が６年間続きました。その間子どもたちが生
まれたので、最初から家庭での男女共同参画に関
わっていたつもりです。
　大学の仕事が決まる前に１年間妻が仕事にで
たので、１年間専業主夫（House…father）をやっ
ていました。だから一人で洗濯、掃除、買い物、
料理などをしていましたので、家事をやることの
立場から少しでも見られると思います。
　たとえば「クレヨンしんちゃん」を見ていると、
お母さんがよく怒りますね。「私の仕事を増やさ
ないで！」とか、よく気持ちがわかります。
　ちょっと洗濯物を外にかけて、近くの店に買い
物に行って、その間に雨がザーと降って、そうい
う気持ちもわかりました。いい経験だったと思い
ます。
　このシンポジウムの目標も興味深いと思いま
す。なぜかというと日本社会が少しずつ変わって
きていると思います。たとえば最近新聞で見た
記事で、１月21日の魁新聞に出た記事によります
と、12歳以下の子どもを持っている父親の75％く
らいは育児と家事に参加していて、料理もしてい
るそうです。ただ電子レンジとかインスタント食
品とかに頼って料理しているみたいです。
　また今月見つけた記事では、60％ぐらいの20代、
30代のお父さんたちが専業主夫をやってもかま
わないというデータでしたが、それには驚きまし
た。日本社会が少しずつ変わってきていると思い
ます。
　ただ仕事場はそれほど変わってないと思いま
す。だからワークカルチャーが変わらないといけ
ないと思いますし、それはこのシンポジウムの一

ドナルド・ウッド氏
出身：米国・テキサス州1995
年―1997年大潟村のＡＬＴ

（英語指導助手）、2004年3月
東京大学大学院総合文化研究
科博士課程修了（文化人類学）。
編集者：編集刊行物Research 
in Economic  Anthropology 

（「経済人類学研究」）ほか。
近年の研究興味：民族（俗）学、経済人類学、秋田の文化
と歴史。



−…196…− −…197…−

−26−

つの大きいテーマなので、良い結果を期待してい
ます。宜しくお願い致します。

渡部）ありがとうございました。それでは行政の
立場から秋田県男女共同参画課の元野様、お願い
いたします。

元野）秋田県共同参画課の元野と申します。今日
は当課課長の山脇が来る予定だったんですけれど
も、県議会の日程でどうしても都合がつかずに私
が代わりを務めます。今日は宜しくお願いします。
　私は秋田県男女共同参画課に来て３年目にな
りまして、本年度は来年度からの５カ年の男女共
同参画の計画作りが大きな仕事でした。
　今日は国際シンポジウムということでござい
ますので、簡単に日本の国際的な位置付けをご紹
介します。
　以前はジェンダーエンパワーメント指数とい
うことで、日本は非常に世界の中でも遅れている
ことを言われてきましたが、ここにきて男女平等
指数で16位とか、いろいろな数字が出てきたもの
ですから、一言で日本が国際的にこれぐらいの位
置だと説明することが難しくなりました。
　ただ性別役割分担意識では日本は50％ぐらい
なので、アメリカ、ドイツが80％超えているのに
対してまだ遅れている。
　それから男女の賃金格差というのも非常に大
きなものがありまして、OECD加盟国の中でも最
下位クラスである。
　それから男性の家事、育児ですが、アメリカ、
ドイツだと１日の中で３時間ぐらい男性が家事
をやっているんですけれども、日本だと合計１時
間くらいということでまだまだこちらも遅れて

おります。
　個別にみるといろいろ遅れている面がございま
して、それが結果的に少子化の一つの要因になっ
ているのではないかということでございます。
　秋田県でどういう取り組みをしているかとい
うことでございますけれども、今の佐竹知事に
なってから、ふるさと秋田元気創造プランという
計画を作りまして、その中で少子化に関しまし
て、「平成25年度で赤ちゃんを８千人誕生させよ
う」という目標を立てております。
　平成16年に秋田県の出生数が８千人割り込み
ました。平成20年度で7400人まで下がり続けて
いるのを、平成25年に再び８千人まで戻そうとい
う目標を掲げております。
　その目標を達成するために県庁内の各部局、た
とえば少子化対策局であるとか、あるいは子育て
支援課、それに男女共同参画課でいろいろ施策を
組んで取り組んでいるところでございますけれ
ども、一つカギになるのが企業の取り組みでござ
います。
　企業の中において、女性が出産や育児を経ても
働き続けられる環境をいかに作っていくかという
ことが少子化を解消する大きなカギになります。
　現在日本全体で働く女性の６割が出産、育児を
機に仕事を辞めるという統計結果がでておりま
すので、これをいかに働きながら子育てをして
いくかという環境を作っていくことがテーマと
なっております。
　本来であればせっかく育てた従業員に辞めら
れるわけですから、企業にとっても非常に損失に
なるわけです。そうであるにもかかわらず育児の
ための休暇や休業を取りにくい雰囲気にあるの
で、そういうところを人材のフル活用により変え
ていけば、企業の業績にも繋がっていくと思うん
ですけれども、なかなかそこら辺の意識が企業に
はできていない。
　秋田県の中でも先進的な企業でありますと、ワー
クライフバランスを充実させて、企業の従業員の
やる気を出して、業績に結び付けている会社がい
くつかあります。大多数の会社はなかなかそうい
うことに気づいていない現状でございます。

元野　隆史氏
昭和39年７月 旧田沢湖生
まれ/平成６年４月県庁採
用/平成20年４月男女共同
参画課/家族は妻と２人の
子ども（中１男と小３女）
/目標は残業ゼロ/子ども
を連れて登山やキャンプに行くのが楽しみ/大仙市大
曲在住
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　そこで県といたしましては、そういう大多数の
企業にもできるだけワークライフバランスである
とか、仕事と家庭の両立支援というのをとっても
らうように、インセンティブの付与を行っており
ます。企業のやる気を出させるために、たとえば
こういうことしたら奨励金をあげますよというよ
うな有効策をとっているところでございます。
　代表的なものですと、「お父さん育休奨励金」
というものがございまして、男性が10日以上の育
児休業を取得した場合、その事業所に20万円奨励
金を出すという制度でございます。
　また取った従業員本人にも５万円、３か月以上
の育休とった従業員には20万円という奨励金で
すけれども、そういう奨励金制度を平成16年から
行っております。
　年によってばらつきあるんですけれども、だい
たい10企業ぐらいコンスタントに支給している
状況でございます。
　それから「仕事と育児・家庭の両立支援奨励金」
というものがございます。男性、女性に関わらず
結婚、育児に伴って仕事を辞めざるを得なかった
従業員を、その会社が正社員として再雇用した場
合、その会社に50万円の奨励金を出そうという制
度で今年から始めております。
　ただ、なかなか正社員として再雇用というのが
高いハードルでございまして、まだ１件という実
績でございます。この正社員の要件をどうするか
というのもまた今後の課題かと思います。
　それから県の入札参加資格について、その審査
の中で育児介護休業法の規定を上回る取り組み
をしている会社や、あるいは男性、女性でそれぞ
れ１名ずつの育児休業者を出した事業所などに
は評点を付与しましょうという事業を平成18年
度から行っておりまして、審査の年には60件ぐら
い該当事業所が出ております。
　また、優良企業のPRなどもしております。い
ずれにしてもいかに事業主のやる気を出させる
かと。働きやすい職場環境を作っていくかという
のが課題でございまして、今後とも取り組んでい
きたいと思っています。以上です。

渡部）ありがとうございました。実は本日のパネ
ルディスカッションは、秋田大学、地方都市秋田
ではすべての人々が自分が自ら選択するワーク
ライフバランスのもとで、生き生きとした仕事と
人生を送るためにはどうしたらいいのか。何が問
題で、それを解決するためにはどうすればいいの
かということを考えていきたいということで開
催いたしました。
　そこでまず私どもの大学の例でございますけ
れども、制度はある程度整ってきたのに十分に活
用されていないのではないか。これは先ほど奥山
先生からデータを示していただいたとおりでご
ざいます。
　それではどうして休暇を取りにくいのか、この
辺から入っていきたいと思いますけれども、奥山
先生、ずばりどういうことだと思いますか。

奥山）二つ問題があって、まず一つ目は労働者側
の問題として、そういう権利を持っているという
意識があまりないということがあるかと思いま
す。
　たとえば年次有給休暇であっても、産前休暇と
かであっても、休みをもらうという感覚がまだ
残っているように思います。
　そうでなくて年次有給休暇というのは労働者
が出せば基本的にはそれは通る、事業主側はそれ
を拒否する権限がなくて、特に忙しい場合だけ休
みの日程を変える、時期変更権を持っているとい
うふうな、自分たちの権利等意識を持つ必要性と
いうのが日本の場合にはあるのではないかと一
つ思います。
　それからもう一つは制度を知らないという人
が非常に多いことです。これは制度を周知するよ
うに事業主側で働きかける必要があるんじゃな
いかと思います。

渡部）ありがとうございます。制度を知らない、
これは実は私もこの事業を進めていくにあたり
まして、アンケート調査をしましたところアク
ションプランは定めた、しかし60％の教職員がそ
ういう制度があることは知らなかったというこ
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とで、制度を知っているかどうかというアンケー
ト調査をしたのは制度を周知するのに少し意味
があったのかなということを感じて、愕然とした
ことはございます。
　これは先ほど元野様からもありましたように、
一つは事業者として努力しなければいけない点
だと思っています。もう一つは権利の問題、権利
意識の問題であります。
　先ほどブック先生のお話の中にもありました
ように、ドイツでは育児休暇ではなくて親時間、
休暇ではなく時間があるということでした。
　それから先ほどのブック先生のお話の中には、
休暇をとるのに周りに気兼ねをするようなこと
ではないというお話ありましたけれども、そうい
う権利意識への点についてドイツではどのよう
なことを日本と比較して、何かお考えになったこ
とありますでしょうか。

ブック）ドイツでは育児休暇の法律とか、全部ド
イツ全国で決められていまして、必ず制度を知ら
ない人はいないんです。会社、大学によって別々
の制度があるわけではないんです。ある会社は法
律で３年間の育児休暇があるけれども、ある会社
は４年でもいいというのはたまにありますが、育
児休暇はドイツ全国であまりかわらないですか
ら、だから知らない人はいないと思います。

渡部）ドイツでは知らない人はいないということ
ですけど、アメリカではこういう権利をとる、行
使するということではウッド先生どうでしょう
か。何か遠慮しているとか、そういうところござ
いますか。

ウッド）知らないという人は労働者の中にいない
と思います。自分の権利だという意識だと思いま
す。結構取ると思います。

渡部）権利の問題が、ディスカッションすると奥
深いもの、あるいは文化の違い、歴史の違いとい
うようなものもありますけれども、やはり男女平
等を示す指数を日本がもし上げるとすれば、一人

ひとりの自分自身の人生を豊かにするとすれば、
権利の問題というのはやはり現在の日本、あるい
は秋田、一つ注意していかなければいけない問題
であると考えられます。
　では、権利を知らないということは実はこの社
会意識の問題で、なんとなくみんながそうである
というようなことと結び付いてくると思います。
先ほどドイツでもやはり育児、とくに小学校に
入ったあと、母親が非常に仕事、研究者の場合で
あれば研究それから子育て、育児の問題、両立す
るのに苦労するというようなことありましたが、
日本ではこれは「小１の壁」と言われまして、子
どもが小学校に上がった時になかなかそこのとこ
ろが上手くいかないということがあります。この
あたりについて、秋田大学の制度を使えばどのく
らいクリアできますか。たとえば病気した時とか。

奥山）残念ながら秋田大学では小学校に入る前ま
でです。そういう意味では県のほうは小学校に
入っていても、子の看護休暇が長くとれたりする
と思います。秋田大学のほうはまだそこまでいっ
てないですね、残念ながら。

渡部）アメリカでは子どもが小学生でお母さんが
研究者ということで、お母さんが苦労するという
こと、あるいは子どもが非常に寂しい思いをする
ということ、ウッド先生、何かありますでしょうか。

ウッド）そうですね、小さい子どもを持っていて
も大学院に入ったりして、修士号とか博士号を取
る人が多いと思いますね。私の母も私が８才ぐら
いに大学院に入って修士号とったんですね。やっ
ぱり夜の授業でちょっとの間寂しい思いをしま
したことを覚えています。「お母さん、行くの？
いつ帰ってくるの？」とかね。そういうことは少
なくないと思います。

渡部）アメリカでは一般的だということでした。
　実は女性研究者が一生研究することは、最近日
本でも社会人の大学院生が非常に増えてきてお
ります。そうしますと小学校だけではなく中学生
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くらいになっても、そういう子育て支援とそれか
ら研究の支援など、両方の仕組み作りをしていか
なければいけないような気がいたします。
　仕組みづくりということになりますと各事業
所や大学ももちろんですが、行政の側でこの仕組
み作りに関して、学童保育も含めて今進んでいる
ようなことありますでしょうか。

元野）今一番働くお母さんが大変だと思うのは病
児保育だと思うんです。県内でも病児・病後児保
育を完備している保育園というのは少ないもの
ですから、そこを増やす努力というのはしており
ますね。まだ十分数ではないです。

渡部）実は秋田大学でも昨年度から病児・病後児
保育を始めました。ただ病児・病後児保育という
のはドイツではあまりない。病気の子供を保育所
に預けるよりは、むしろ看護休暇を取るほうです
か。

ブック）突然何かあった場合の保育場所がテュー
ビンゲン大学にはないです。ハイデルベルグには
そういう保育園があるそうです。

渡部）先ほどのブック先生のデータを拝見してい
ますと、ドイツでは看護休暇、子どもの看病のた
めの休暇、これはかなり充実しておりますね。シ
ングルの場合でも看護の休暇はかなり長いです
ね。

ブック）長いですが、私自身はとったことがない
です。大学だったらわりと自由ですが（看護の休
暇を取らなくても子供を世話するなど）、普通の
会社の方々が取る必要があるかもしれませんね。
 
渡部）子どもが病気の時は休暇ではなくて先ほど
ドイツで言う「親時間」のような形で休めるのが
理想だと思うのですが、現在の日本ではそういう
どうしても休めない時に仕事を辞めなくてもい
いように、さまざまな制度を整えていく。それが
行政全体でできなければとりあえず事業所でで

きるところからやっていく。こういうことも必要
じゃないかと今の話し合いから読み取れると思
います。
　さて大学はもともと研究と教育がその使命で
ございます。そこで先ほどから大学院生に対する
支援あるいは大学院生が子育てをする時、これは
男女を問わずいろいろあると思うんですが、研究
していく上で特に大学院生に対する支援という
のはどういうものがあれば一番いいとお考えで
しょうか。

奥山）保育園だと思いますね。そういう意味では
一応千秋保育園も受け入れ可能になったと思い
ます。一番難しい所はおそらくクリアしたんじゃ
ないかなと思います。

渡部）秋田大学の保育園は大学院生の子どもさん
も大歓迎ということで現在保育しております。
　ウッド先生、大学院はアメリカと日本、両方を
ご経験してらっしゃいますけれども、アメリカと
日本の大学院生で日本に来てカルチャーショッ
ク受けられたようなことがありませんか。

ウッド）さっき言ったように修士はアメリカで取
りました。アメリカの大学院では、子どもを持っ
ている人が少なくないんですね。子持ちの大学院
生が珍しくないし、子持ちの大学院生もかなりい
ますし、また仕事してから大学に戻る人は子ども
持っている。子育てが終わった人も結構います
し、いろいろな人がいます。
　日本に来て東京大学の博士課程に入ったら、
子どもを持っている大学院生は私だけでした。
ちょっとビックリしました。
　別の大学に行くともっと年配の方がいますし、
子どもを持っている大学院生もいますから、日本
の中でも大学院によっても違うと思います。

渡部）ありがとうございます。大学院生は研究の
スタートの段階ですけれども、だんだん研究も進
んできますと、研究者も年をとってまいります。
そこで出てきます問題が介護の問題で、この介護
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というのは職場にとっては育児、出産育児と違い
まして、いつ突然始まって、どれだけ続くかわか
らない。あるいは時には介護をする親が近くにい
ないのに遠距離介護をしなければいけない。こう
いう問題もあります。
　たとえば日本の場合には少し前までは介護も
娘や嫁など、女性がやればいいじゃないかという
風潮がありました。ドイツでは介護の担い手とい
うのは、男性、女性、何か性別の役割分担みたい
なのありますでしょうか。どうしても女性の負担
が重くなるということがドイツではありますか。

ブック）歴史で見れば介護は家族ぐるみでするこ
とでしたけれども、小さい形の家族になってから
女性の分担になったわけです。一人で介護をする
のは非常に難しいですから、３人、４人でやらな
ければいけない場合もあります。

渡部）アメリカの場合は親の介護は娘とか、お嫁
さんというようなことはありましたか。

ウッド）現在アメリカのほうでは、家で面倒見る
よりも施設に入れるか、そのプロフェショナルや
エキスパートに家に来てもらうのが圧倒的に多
いと思います。介護のせいで仕事を辞めないとい
けないという感覚はほとんどないと思います。む
しろ収入が必要で辞められないという感じです。
だから女性がやらないといけないというのはほ
とんどないです。

渡部）少子高齢化ということになりますとこの秋
田県が実は全国一でもあるわけです。女性が一生
働き続けるということになりますと、介護の問題
は避けて通れない。こういう点で介護というのは
女性に限ることなんでしょうか。

元野）今の団塊世代が介護の時期に入るこれから
20年後ぐらいを考えますと、もうとても女性だけ
でできる問題ではなくて、人数が多いというのも
そうですけれども、徘徊したり、あるいは入浴の
負担だとかは体力的にも厳しく、男女問わずやっ

ていかなければならないと考えております。
　先ほど県の奨励金という話は、大介護時代に入
りますので、管理職が介護休業を取った場合に奨
励金を出すというメニューもございます。

渡部）ありがとうございます。もしかすると秋田
県の場合、介護をキーワードにしたほうが男女共
同参画大推進県になる可能性もあるのではない
かということにもなってきました。
　先ほどブック先生のご講演のあと非常に多く
の皆さまからの熱いご質問寄せられましたけれ
ども、時間も押していますので会場からお一人ぐ
らい、どうしても発言したいという方いらっしゃ
いましたら、お願いします。

会場女性A）大学関係者ということで大学に偏っ
たことで恐縮でございますが、ハィディ・ブック
先生のお話の中で、教員になられる時、大学の教
員になろうとする時に出身大学以外の大学を選
ばなければならないといったことがございまし
た。そのお話を伺う中で大学教員の流動性という
視点からご質問させていただきたいのですけれ
ども。
　たとえばバーデン・ヴュルテンベルク州の大学
の数とキャリアをアップする際に他の大学へ移
動をしたりとかすることは一般なのかどうかと
いうこと。その大学の中にあってキャリアをアッ
プしていくのが一般的なのか、それとも他の大学
を選ぶということが一般的なのか。
　それから州単位での政策ですとか、ドイツの中
では州単位で公立の大学が多くあるということで
したけれども、州を越えて他の大学へ移動できる
のか。たとえば育児休暇ですと、それは取りにく
いという雰囲気はないというお話がございました
けれども、そういった場合の代替教員の確保とい
う点からドイツの国ではどんな状況か。さまざま
な質問で恐縮ですけれども、様子をお伺いできれ
ば。

渡部）沢山ご質問いただきましたので、少し分け
たいと思います。一つは大学の教員になる時に自
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分の出身大学ではない所の教員にならなければ
いけないと。そうしますとそれまでの教授資格を
得るまでのキャリアを積むには出身大学では積
めないのか、ということです。

ブック）教授になる場合に必ず他の大学で、同じ
大学ではできないです。
　ドイツにはないのですが、アメリカと日本では
テニュアトラックという制度があるようです。
　自分の大学で教授のポストに応募すると不正
の疑いがあるから、必ず外の大学を応募しなけれ
ばなりません。

渡部）公平を期すためということですね。それか
らもう一つは他の大学に応募する時に他の州の
大学にもいけるかどうかということです。

ブック）もちろん他の州の大学でも問題ないです。

渡部）もう一つ。もし休暇をとった場合、代わり
の教員の確保ができるかということです。休暇を
取った場合に授業を代わりにしてくれる人の確
保ができるかどうか。

ブック）できます。学術振興協会の研究プロジェ
クトの場合は以前、代替要員がないという問題が
あったそうですが、私も３年間の休暇を取ったけ
れども、その間は代替要員がありました。問題な
いと思います。

会場男性A）（ウッド訳）広小路のほうに行けば
閉まって建物が多い。誰も使っていないいい建物
がいっぱいあるので、それをたとえば企業とかが
そういう建物を買って、老人介護施設になどに変
えたらどうでしょうかという意見です。

渡部）とってもいいご意見で秋田県のほうで検討
していただければと思います。
　まだ沢山あろうかと思いますが、時間ももう過
ぎておりますので、ここでまとめたいと思います。
　本日のパネルディスカッションはまず秋田大

学はもちろんのこと、秋田、日本ではもっと権利
意識を持たなければいけない。権利意識を持つ
といってもまずは何が自分の周りにあるか気づ
くこと。権利や制度があることに気づく。そして
自分がそれ使ってみようかという気持ちになる。
そのことが社会を変えていくんじゃないか、その
ように思いました。
　特に権利意識につきましては、いかに私たち
日本人に欠如しているのかということが今日の
ディスカションでわかったことです。これは簡単
なことですけれども、非常に重要なキーワードに
なると考えられます。
　最後に先ほどのブック先生のご講演での言葉を
お借りしまして、「男女共同参画はそれ自体に価
値がある」ということを本日のパネルディスカッ
ションの結びの言葉にさせていただきたいと思い
ます。本日はどうもありがとうございました。
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ドイツにおける男女平等の発展の年表

1865… …Luise…Otto…Peters（ルイーゼ・オットー =ぺーターズ）はライプチヒで「一般ドイツ婦人会」
（Allgemeiner…Deutscher…Frauenverein）設立、女性の教育やすべての職業のアクセスを要求した。

1891… 出産後の四週間の有給休暇などの婦人労働者保護法が導入された。
1900… …BGB（Bürgerliches…Gesetzbuch,…民法）が施行された。夫が単独ですべての家庭の事情を決定す

る権利を有する。この法律では、家父長的原理が記された。
1901… バーデン州（南ドイツ）では、ドイツで始めて女性が高等学校や大学に認められるようになった。
1918… 女性が選挙権、被選挙権を取得した。
1919… 兵士を経済に復帰させるために、女性を解雇するような条例が採用された。
1934/35… 既婚女性の職業制限。女子学生のための入学許可人数制限が規定された。
1937… 軍備拡張のために職業制限が緩められた。女性が軍需工場で働く義務が導入された。
1949… ドイツ連邦共和国基本法第３条第２項に男女平等が導入された。
1952… 母性保護法Mutterschutzgesetz…が制定された。
1957… Rentenreform…年金制度改革が施行された。
1957… …男女同権法の制定。それ以前は、女性は夫の承諾を得た場合だけ仕事を持つことができた（親

族法に基づいた夫の決定権）。
1961… 家族法・扶養法の改革。
1961… …エリザベス・シュワルツハウプト（Elisabeth…Schwarzhaupt）が、連邦大臣になった。ドイツの

最初の婦人連邦大臣。
1968… 母性保護法の改正で、出産前の保護期間は六週間、出産後の保護期間は八週間になった。
1980… 育児ために休業していた女性のための公務員の就職の年齢制限が上げられた。
1986… 連邦政府による育児手当が導入された。
1987/92… 法定年金保険の育児期間の認識の法制定。
2001… …連邦政府の育児手当法の改正。柔軟な拘束条件が設けられた。母親と父親は、出産3年後まで、

パートタイムの仕事する権利を有する。
2002… 暴力防止法が実行された。
2005… アンゲラ・メルケルがドイツの最初の女性連邦首相になった。
2006… …一般均等待遇法（Allgemeines…Gleichbehandlungsgesetz）差別を裁判所に訴えることができるよ

うになった。
2007… …Bundeselterngeld…und…Elternzeitgesetz…連邦両親手当て・連邦両親休暇法。以前の連邦育児手当

は両親手当てに置き換えられた。両親手当ては給料の67%、高くても1800…Euro、少なくとも
300…Euro。支払われる時期は誕生から12 ヶ月まで、一人親（Alleinerziehende）の場合は14 ヶ月
まで。父親も育児休暇をとると、夫婦合わせて14 ヶ月まで両親手当てを貰うことができる。
この余分の二ヶ月を「パートナーの二ヶ月」（Partnermonate）という。

2007… …ドイツ政府の閣僚、フォン・デア・ライエン家庭相の発議によって、2013年までに乳幼児の三
分の一に「保育場所」を提供するように、保育園を増設することが議決された。

2011… 指導的地位の女性比率とクオーター制についての議論がなされた。

http://www.meinhard.privat.t-online.de/frauen/chronik.html参照
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平成21年度採択　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
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」

振興調整費

 

秋田大学 男女共同参画推進室 
 

平成 23年２月 21日 

秋田大学国際シンポジウムに関するアンケート調査 
 
 本日はご来場いただきましてありがとうございます。今後の事業の参考とするため、皆さまのご意見・ご感

想をお聞かせいただければ幸いです。 
 
以下の項目について、あてはまる番号に○をつけてください。 
 
１．性別  ①女  ②男 
 
２．年齢  ①20歳未満 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50代 ⑥60代 ⑦70代以上 
 
３．職業・所属 
 ①学生  ②パート・アルバイト  ③会社員  ④公務員  ⑤NPO 法人職員  ⑥秋田大学教職員 
 ⑦他大学教職員  ⑧その他学校関係者  ⑨専門職（弁護士・医師・会計士等）  
⑩男女共同参画団体関係者  ⑪専業主婦（主夫）  ⑫自営業   ⑬無職 
⑭その他（             ） 

 
４．本シンポジウムをお知りになったきっかけについてお答え下さい。 

  ①チラシ・ポスターを見て  ②新聞・広報誌を見て 
③秋田大学ホームページ・男女共同参画推進室ホームページを見て   ④知人からの紹介    
⑤その他（              ） 

 
５．本シンポジウムの内容について、評価及びご意見をご記入ください。 

４：非常に役に立つ ３：役に立つ ２：役に立たない １：まったく役に立たない 

内容 評価 コメント 

 

全体 ４ ・ ３ ・ ２ ・ １   

基調講演 ４ ・ ３ ・ ２ ・ １   

パネルディスカッション ４ ・ ３ ・ ２ ・ １   

 
６．今後講演会等を開催する上でご希望やご意見等がございましたら、ご記入ください。 
 

ご協力ありがとうございました。ご記入後は会場出口の回収箱にお入れください。 
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１．性別

３．職業

４．本シンポジウムをお知りになったきっかけ
　　について（複数回答）

５－２．本シンポジウム基調講演
　　　　について

女　69％

男　31％

チラシ・
ポスター
　　  41％

その他 7％

ホームページ
 13％

知人からの
紹介 13％

５－１．本シンポジウム全体について

２．年齢 20歳未満 2％

20代 8％

30代 9％

50代 40％

60代 17％

70代 9％

無回答 2％

専業主婦
（主夫）10％

40代 13％

５－３．本シンポジウムパネル
　　　　ディスカッションについて

役に立たない 13％

非常に
役に立つ
　　45％

無回答 10％

役に立つ 32％

その他学校関係者
4％

無回答 4％
学生 2％

無職 10％

自営業 2％

専門職 2％

パート・　　　　　
アルバイト 8％

会社員 13％

秋大教職員
　　　 13％

男女共同参画
団体関係者

13％

他大学教職員  8％

新聞・広報誌 26％

公務員 11％

役に立つ
　   62％

非常に
役に立つ
　　28％

役に立つ
　   62％

役に立たない 6％無回答 6％

役に立たない 8％無回答 2％

非常に
役に立つ
　　26％

秋田大学国際シンポジウムに関するアンケート
平成23年２月21日㈪実施■参加者アンケート（回答数：47）
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■参加者アンケート（回答数：47）
５－１．本シンポジウム全体について

・「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」というテーマの（持続可能）というフレーズに違和感があった！
・仕事の面では役に立つが、個人としてどうかというとあまり効果がないように思う。
・内容が大学の現状中心でしたが、いろいろな取り組みがこころみられていることに興味を感じました。
・ドイツは有期雇用が多いということが日本と根本的に異なる。
・…ドイツの話を聞かせてもらうにあたり、休暇制度・共同参画についてのシステムなどはかわらない。それなのに、

何故日本はもっと後進国なのだろう。
・日本語が十分でなく、理解を深めるためにも通訳をおくべきであった。
・良かった。
・何もわからないまま参加したので、私にとってはむずかしかったです。
・豊かな生活を支援するあり方の中味が聞きたかった。
・質問の時間が長すぎた。
・持続可能な男女共同参画とはどのようなものなのか、いまひとつわからなかった。
・一般の方の参加もあり、多様な方へのプログラムとなっていてよかった。
・質疑応答が多い。全体で目標に進めるべき。
・とても良かったです。進行もすばらしかったです。
・男女共同参画の意識と実践にドイツ・アメリカ・日本・秋田のそれぞれの状況がわかって良かった。

５－２．本シンポジウム基調講演について
・…欧州連合のしばりの中で男女共同参画のおくれを回復させたフランスのように地続き国境国と日本の差を感じ

羨ましく思った
・…マイクの関係か少し聞き取りにくかった。質問等は言語の違いでむずかしいと思われるので初めから通訳等を

つけた方がよかったのでは・・・。
・質問がうまく伝わらず、応答が不一致なような気がしました。
・質疑応答の部分で、言語の問題があり講師の方が気の毒でした。通訳要。
・…何故ドイツの講師を選んだのか疑問です。男女共同参画社会の意識レベルが日本と同レベルということで選ん

だのでしょうか。ドイツの具体的施策をもっと知りたかったです。
・…何故ドイツの教員を呼んで、しかもジェンダー問題の専門家ではない人を、また個人的な体験以外には一般市

民としての情報しか持っていない人を呼んだのか。講師の日本語力が質疑を理解できないようなら最初から通
訳をやとうべき。

・資料の準備は良かったが、頁などの説明がなく、さがすのが大変だった。
・ドイツが進んではいますが、同じような悩みとかあり、同調しました。
・親しみを感じました。国や民族の違いを感じませんでした。
・日本語がよく分からない（質疑応答での）。マイクの音量がたりない。
・もう少しパワーポイントを活用したほうが…。説明が一本調子。
・ドイツの実状がわかって興味深かった。
・日本語がよく分からなかった。
・ドイツと日本の類似する部分が多い。少子化の原因を感じる。
・先生の個人的な経験談を興味深く聞きました。
・諸外国の状況がわかった上で、日本の男女共存を考える必要があることを知った。
・内容が大学に特化したもの。
・講演いただいたテーマ四つの内容が良かったです。
・ドイツの州、国の法制度が進んでいること、国民意識が高いこと（権利行使）。
・国が違うとなかなか理解できない部分もあるが、いろいろな情報を得ることは大切だと感じました。

５－３．本シンポジウムパネルディスカッションについて
・予算を使わずに秋田県が活性化するためにはぜひ首長が男女共同参画推進を（早急に）旗振りしてほしい。
・国際的な話、大学、行政毎の違う観点の話が聞けて興味深かった。
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・…大まかな社会単位、企業単位の改革が主だという話だが、まずは一人一人の意識改革の方が早急に必要なので
は…。

・具体的な話を聞くことが出来、良かった。性的役割の現状についても知りたかった。
・「持続可能な〜あり方」というテーマに対し、あまり深堀りされなかったのは残念。
・やはり日本語での説明はすぐ理解出来て、有難かった。
・良かった。
・ズバリ現場の生のお話で良かったです。
・時間が短いのでは。
・もっと時間があれば良かったと思います。
・もう少し活発な討論があれば良かった。
・色んな意見を聞けました。
・自己紹介が長すぎて、ディスカッションされてない。
・もっと時間がほしかった
・ドイツ、アメリカ、日本の比較、現状を知ることができ、とても有意義でした。
・司会が上手でした。秋大の取り組み；×・○・△が明快でした。
・いろんな方の話が聞けて良かった。これからは主夫経験、大事だと思います。

６．今度講演会等を開催する上でご希望やご意見等がございましたら、ご記入ください。
・三井マリ子さんの「ひげのノラ」にみるような内容の講座を開催してほしい！
・“持続可能な”ということがよくわからなかった。
・…フランスなど進んでる所（男女共同参画も含め育児サポート等）の話がきけたらと思う。少子化（秋田県）問

題をもっと議論し、良い結果につなげたい。そのためにも働く女性への支援が必要。
・…日本の制度（秋田県の子育て支援制度）を司会者も行政担当者もよくわかっていないということがわかった。

秋田大学内のアクションプランを策定する時、もっとわが国の既存の制度とのマッチングを行うことが必要で
はないでしょうか。

・外国の方から話を聞く機会をまた設けてほしい。
・…男女共同参画の言葉は日常新聞でもメディアでも耳にするが、このような形で集中的に考えをまとめるチャン

スを与えられ、有意義な会をありがとうございました。家庭の小さな単位だけではなく、こうした国際的な立
場でみていく機会が欲しいと思います。

・…国際的にどう行われているのかきけるので役に立つ。今後の日本の動向を考える上で。昨年、医学部で行った
時も参加し同じく思った。これからも、よろしく。

・せっかくの講演だったのにパソコンの音が少し気になり残念でした。
・…娘が二人目出産予定で働いているし、どんどんこれからもお願い致します。若い人たちにもいっぱい参加して

ほしい
・…会場からの質問も多く、良かったように思う。どのようなことに関心を持つ人が多いか調べる必要があると思う。
・…基調講演の講師の方への質疑応答ではあらかじめ通訳がいればスムーズで内容の濃いやりとりが出来たのでは

ないかと思います。
・…ドイツでの情報を少しでも知ることができて良かったです。どうもありがとうございます。さらにいいシンポ

ジウム開催ができますよう願っています。
・…日本の社会の中で、男女平等、共同参画を推進していく上で、家族制度がはばかっていることがひとつの事実

としてあると思います。その辺の日本の古さに興味があります。必ずしも正しいとは思えないのですが―。
・また参加したい。
・会場が少し寒かったです。
・…何のために男女共同参画を進めていくのか、視点があいまいであった。持続可能な男女共同参画とは何のこと

だかよくわからない。
・介護をテーマにした講演、企業での取り組み紹介。
・質疑応答の際、通訳をつけていただければと思います。
・…権利意識とっても大切なことです。働く人としても、そして人権として誰もが認められて、生きていく―これ

こそが男女共同参画だと思います。
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	5）　教養教育「男女共生論」

平成22年度　学部講義等支援報告

日 時… 平成２２年１２月２日（木）　１０：３０～１２：００
場 所　… 教育４号館１１１　白神ルーム

講 義　… 男女共生論　「仕事をしながらの育児について」
　　　　　… 工学資源学研究科）奥山栄樹准教授
受　講　者　… 学部生男女５５名
　　　　　　…男女共同参画推進室スタッフ　２名

講 義 内 容
　秋田大学において、初めて男性教員による育児休業を取得した工学資源学部　奥山栄樹准教授が講義をした。
仕事をしながら育児をする場合の休暇・休業制度の利用や問題点と対策について、奥山准教授自らの経験をもとに
解説された。また、男女共同参画推進室が発行した「コロコニガイドブック　～仕事と育児・介護の両立のために～」
も参考資料として学生に配付した。
　奥山准教授は、自分たちがどのような制度を利用できるのか自分で調べて把握し、その制度を効果的に使うことを
考えてほしいと締めくくった。
　学生からの質問で「育児休業を取得する際の周りの反応はどうだったか」に対して、奥山准教授は「何も違和感なく
取得した。いろいろな反応はあったが、世代間の違いを認めてもらえ、不安なく育児休業を取得することができた。」と
答えた。また、学生から「男性の休暇の取りやすい環境が整えばよいと感じた」「夫婦で相談したうえで制度を十分に
生かし、子どもにとって一番良い環境をつくることが大事だと思った」などの感想があった。
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（4）次世代育成事業　

	１）　不思議体験　親子でサイエンス　〜ようこそ！コラーゲンの世界へ〜

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年12月23日(木)…13:30 ～ 15:40

場 　 　 所 ホテルメトロポリタン秋田

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 一般　　学生（小学・中学・高校）　　その他（　　　　）

来 場 者 人数：69名、（内訳　小学生：21名　中学生：6名　高校生：1名
保護者・一般市民：28名　教職員：13名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　ﾒﾃﾞｨｱ取材　ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ　HP　メール発信

その他（県内の中学・高校と教育機関等にポスター・チラシを送付、NHKラジオ等）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
次世代女性研究者育成事業
　「不思議体験　親子でサイエンス　～ようこそ！コラーゲンの世界へ～」

内 　 　 容 女性研究者数の増加を目的として幅広い層に意識啓発と理解を促すため実施した。
1．…講義「コラーゲンやヒアルロン酸って何？　…
　　　　　　　～コラーゲンの本当の姿を知っていますか？～」
　　　　講師　秋田大学医学系研究科助教　吉川　究
2．…実験「コラーゲンって何してる？…～コラーゲンにさわってみよう！～」
　　　　講師　株式会社ニッピバイオマトリックス研究所長　服部俊治　
３．フリートーク　～大学教授や博士になんでも聞いてみよう～

効 果、問 題 点 　県内の小中高生と保護者・一般市民の多数の参加があった。今回は医学系研究科の協
力を得て、若い研究者による講義を行った。また、関連したテーマでの実験は、企業から小
学生向けの講義の実績もある服部氏を招き、身近なものを使用しながら実験を行ったことで、
理工系に興味関心を深めてもらうことができた。また、実験補助やフリートークの時間に女性
研究者を立ち合わせたことで生徒との交流も図られ、保護者や一般の参加者にも女性研究
者への関心・理解を高められたと期待される。アンケート調査の結果も好評であった。

反 省 事 項 参加人数と講義・実験を行うには、少し手狭な会場になってしまったため、会場確保のため
にも日程や時間的な余裕を持って調整する必要があると感じた。

特 記 事 項 特になし
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講義と実験をして
くださる先生たちです。

実験で使われるものが
並んでいたよ。

秋田大学大学院医学系研究科
助教 吉川 究 先生

（よしかわ きわむ）

　コラーゲンは動物の皮膚
にたくさん含まれていま
す。革靴は動物の皮膚から
できていますので、「革靴

を食べた」ということは「コ
ラーゲン鍋を食べた」こと
と同じになります。

 コラーゲンはタンパク
質、ヒアルロン酸やその
仲間たちは糖類がたくさ
んつながったもの。
  さらにコラーゲンの鎖
は3本が絡まっている状
態でした。

　コラーゲンやヒアルロ
ン酸は細胞の外側にあっ
て、細胞を支える働きを
していました。
　人間も家があって、ソ
ファーやベットがあると
快適に過ごせるように、
コラーゲンやヒアルロン
酸が細胞を元気にした
り、水分を保持して潤い
を保つ働きをしているこ
とがわかりました。

ヒアルロン酸やその仲間たちは
体のなかでどういう働きをしているの？

まず、コラーゲンってなに？
どんな姿か知っていますか？

ヒアルロン酸や
その仲間たちは？

コラーゲンやヒアルロ
ン酸は歳をとると少な
くなるんだって。

体のタンパク質の約 3
分の 1 がコラーゲンな
んだって！

白衣の先生たち
がいました。み
んなちょっと緊
張気味かしら? !

ええ！
たいへん！

会場の「ホテルメトロ
ポリタン秋田」には大
勢の親子連れが来場。
私の看板があったこと
に、気づきましたか？

たくさんの
家族がきて
いましたね。

実験で使われるものが

コラーゲン、ヒアルロ
ン酸は体の全身にあり
ます。例えばコラーゲ
ンが多い部分は･･･

骨・軟骨

皮膚

角膜

が〜ん。
そっ、それは
どういうこと

ですか？

受付で資料を
もらいます。

出典：Alberts B, etal.Molecular Biology of the
           cell 5 th .ed.Garland Science,New York 2008

細胞外
マトリックス
細胞を支えている

細胞
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服部 俊治 先生
（はっとり しゅんじ）
通称：もじゃ博士

ゼラチンと
コラーゲンに
ついて学んで

みよう！

ゼラチンを
冷やすと

どうなるかな？

ゼラチンに
触ってみました。

どういう
感触かな？

東京医科歯科大学大学院
医学研究科修了　医学博士
現在は株式会社ニッピ
バイオマトリックス研究所の
所長をしております。

Q.どんなお仕事を
　 しているのですか？
A.コラーゲンを中心とした細胞 
 外マトリックスタンパク質の生 
 化学、細胞生物学的研究です。

Q.趣味は何ですか？
A.水泳と合唱です。

Q.普段の生活と研究は
　 関係する部分は
　 ありますか？ 
A.とにかく好奇心を失わないこと、 
 好きなことにうちこめること、 
 研究を続けることとは実生活を 
 充実して暮らすことに関係があ 
 るかもしれません。

ゼラチンは･･･
●冷やすと固まる
●温めると水に溶ける
●さわるとベタベタする

つまり
コラーゲンは？
●ゼラチンのもとになる
　もの。コラーゲンを加
　熱処理して取り出した
　物がゼラチンです。
●体のなかで接着剤のよ
　うなはたらき
●動物の体のなかにたく
　さんある

膠（にかわ）は昔、
皮を煮て作ってい
たから煮皮（にか
わ）と言いました。

膠は日本画の材料。ほか
にバイオリンをつくる
ときの接着剤としても
使われています。

ゼラチンはゼリーやグミやマシュマ
ロなんかにもはいっているね。
その他に薬のカプセルやカメラの
フィルムにも使われているんだよ。

同じゼリーの材料でも、ゼラチンと寒天が
あるのは知っていたかな？見分ける方法は
溶ける温度が違うところで分かるよ。ゼラ
チンは22度、寒天は80度で溶けるんだ。

　 骨にさわってみたよ

①カルシウムとコラーゲンとで
できている豚の骨。丈夫だね。

②コラーゲンだけでできている
骨だと、むにゅむにゅしたよ。

③カルシウムだけでできている
骨だと、固いけど、ポロポロく
ずれてくるよ。

②コラーゲンだけでできている ③カルシウムだけでできている

　骨を実際にさわってみ
て、カルシウムとコラー
ゲンの両方があるから丈
夫な骨になっていること
がわかりました。
　実際に動物の骨を初め
てさわったので、ドキド
キしました。

休憩タイムは、
ジュースを飲みながら

ホッと一息。
もじゃ博士と何をしゃ
べっているのかな？

気になる〜

何でも
きいて

ください〜

ゼラチンに
さわってみよう

①まず、水に溶かした
　ゼラチン溶液を
　用意します。

②シャーレに①を載せ、
　氷で冷やします。

③ゼラチン溶液はどうなったか？
　さわってみよう。

ゼラチンにさわる
実験の手順

ゼラチンは動物の骨や皮から
抽出して作ります。人の体にも
あります。

ゼラチンは
どうやって作るの？

　氷で冷やします。

③ゼラチン溶液はどうなったか？
　さわってみよう。

日本語でいう
「膠（にかわ）」です。

膠は日本画の
材料です。
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消化を体験！

消化液を
スポイトでとって･･･

温めて3分くらい
ふりましょう。

コラーゲンで
できた

ソーセージの
   皮だって！

ちょっと
お聞きしたい
ことがあるの
ですが…

おつかれ
さまでした〜

最後に
クイズがあるよ。
挑戦してね。

消化液の入ったゼラチン溶液は
固まらなかった。

なぜかな？→解説を見てみよう！

牛肉を食べたら人間は牛になるかな？
なぜならないのか不思議だよね。
体のなかで何が起こっているのか実験してみよう。

どうして
固まらなかったのかな？

　今回消化液として使ったパイナップルの汁と
キュウィフルーツの汁はタンパク質を分解する酵
素が含まれています。ゼリー作りに使うゼラチン
は、動物の皮や骨に含まれるコラーゲンを原料とし
て作られるタンパク質なので、ゼラチンが酵素の働
きで分解されて固まらなくなってしまたんだね。

①まず、消化液を用意します。
　今回は3種類用意しました。

④両手で容器を3分間あたためたあと、
　シャーレの中にそれぞれを入れて冷やします。
　どうなったか、観察しましょう！

②ゼラチン溶液を
　2本用意しましょう。

③ゼラチン溶液1本に
　①の消化液のうちの
　1種類を入れて、
　20回ほど混ぜます。

　消化は食べたものを固
めずにばらばらにするこ
とが分かりました。消化
して、また組み立てられ
て、体を作る材料になっ
ているのですね。

消化って
どうなること？
実験してみよう！

食べ物が消化され
るから、牛肉を食
べたからといって
牛になるわけでは
ないのです！

しょうか〜
…なんちゃって。
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広
ひ ろ た

田 亜
あ り さ

里彩氏
株式会社ニッピ
バイオマトリックス研究所 勤務

秋田大学医学部附属病院
小児外科 勤務

東北大学大学院農学研究科
（修士）修了 株式会社ニッピ
バイオマトリックス研究所
に入社し研究員として勤務
しています。現在3歳9 ヶ
月の息子の子育てをしなが
ら仕事を続けています。

加
か く

来 祐
ゆ う こ

子氏

秋田大学医学部卒業

秋田大学大学院

医学系研究科在学中

現在、子育てをしながら秋田

大学医学部附属病院小児外

科に勤務。医師として働きな

がら、研究もしています。

森
も り い

井 真
ま や こ

也子氏

コラーゲン・ゼラチンなど牛を

原料とする食品や化粧品が普段

の生活の中にたくさんあります。こ

れらの製品の安全性を確保するため、

なぜ牛がBSE（狂牛病）という病気に

なるのかという原因解明につながる

ような研究をしています。また、牛が

BSEにかかっていないかを検査する

ためのキットを開発しました。

テレビで白衣を着てむず

かしそうな作業をしてい

る人を見て「なんだかかっこい

いなぁ」と思ったのが一番最

初のきっかけかもしれません。

高校生になって、専門的なお

仕事のほうが長く続けられる

と思い理系に進みました。

弊社の HP でゼラチンを使っ

たお菓子やお料理のレシピを

紹介していますので是非チェック

してみてください。

どんなお仕事を
しているのですか？

どんなお仕事を
しているのですか？

１日の 2 ／ 3 は、小児外科

で医師として働いています。

腸や胆管が途切れている赤ちゃ

んの手術や、事故や小児がんの

子供たちの手術をしています。

残りの 1 ／ 3 は、今の医療技術

では完全に治すことのできない

病気について、原因や治療法を

調べるための研究をしています。

日本女子大学理学部卒業
株式会社ニッピバイオマト
リックス研究所に研究員と
して入社し、結婚と出産を
しました。現在は仕事と育
児に奮闘してる毎日です。

生まれてくる子供たちの 100
人に１人はなんらかのハンディ

キャップを持っています。皆さんの

周りにも、たくさん病気と闘ったこ

とのある子がいるはずです。現在の

技術で助けることのできない命を救

えるように、完全に治せなくても病

気であったことを忘れるくらいに治

療できるよう、医療が進歩して欲し

いからです。

今のお仕事を
始めたきっかけを
教えてください。

今のお仕事を
始めたきっかけを
教えてください。

大学時代、先生に「反応して

いるものの気持になってみ

なさい。」と言われ、自分のやっ

ている実験の原理（なぜそうな

るのか？）を知りたいと思うよ

うになり、研究が楽しいと感じ

るようになったからです。

今のお仕事を
始めたきっかけを
教えてください。

実験とお料理は似ていると思

います。どちらも基本的には、

決められた分量を決められた時間

処理（調理）することで出来上がり

ます。ただ、新しい発見やもっと

美味しくするにはオリジナルアレ

ンジが必要だと思います。そうし

て出来たものは格別の味ですよ！

実験って
すごく大変そう…

突然ですが
コラーゲンを使った
お勧めレシピは
ありますか？

お仕事をして
良かったことは
ありますか？

医師としては、元気になっ

た赤ちゃんが退院していく

姿が一番嬉しいです。研究では、

病気の治療に役立つかもしれな

い結果が得られたとき本当に嬉

しく思います。本当に患者さん

の役に立つ結果が得られるよう

これからも頑張っていきます。

コラーゲン（ペプチド）は

人にどう良いのかを研究

しています。コラーゲンを化

粧品としてお肌に塗った時や

食品として食べた時、何に効

くのか？なぜ効くのか？を解

明したいと思っています。

どんなお仕事を
しているのですか？

研究者って
白衣を着ていて
カッコよくて
憧れるわ…

株式会社ニッピ
ゼラチン事業部ホームページ
http://www.nippi- inc.co.jp/
gelatin/recipe/index.html
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〒010-8502 秋田市手形学園町1番1号
URL http://www.akita-u.ac.jp/

秋田大学

（4ページのもじゃ博士の解説を見てね。）
ゼラチンの成分であるタンパク質を分解してしまう成分が入っている
からです。同じようにパイナップルを使ってゼラチンゼリーを作ろうと
思っても、固まらないんだよ。パイナップルの入ったゼリーを作りたいと
きは、寒天でつくるか、缶詰のパイナップルを使って作ってみましょう！

Q1の答え3
（3ページの豆知識７を見てね。）
ゼラチンは温度を上げると水に溶けますが、熱に弱いため熱しすぎると
固まらなくなってしまいます。ゼラチンゼリーは22度くらいで溶けるの
で、口の中に入れてとろける食感を楽しめるのですね。

Q2の答え1

まず、ゼラチンを
溶かすための
お湯を沸かします。
ジュースは室温に
戻しておきましょう。
（冷たいとダマになるから）

ゼラチンに
お湯をかけて
溶かします。

鍋にオリーブオイルを
入れてにんにくを炒め、
鶏肉の皮をカリッと
するまで炒めます。

グレープ
フルーツジュースと
砂糖、レモン果汁を
鍋にいれて火にかけ、
砂糖がとけてきたら
火を止めましょう。

2と3を
合わせましょう。

インゲンを入れて
一煮立ちさせたらできあがり。
（パスタやマカロニを入れて、
子ども向けにできます。）

あら熱がとれたら
カップなどに入れて、
冷蔵庫で2時間ほど
冷やしたらできあがり！

2の鍋にトマトの
水煮缶、ケチャップ、
コンソメキューブ、
水を入れて、
中火〜弱火で30分ほど
煮込みます。

森井先生
おすすめ

お家で
挑戦

鶏肉にフォークで
穴を開け、塩・こしょうを
ふって適当な大きさに切ります。

ゼラチンで作ったゼリーは
何度くらいで溶けるかな？

①22度（口の中の温度くらい） 
②85度（あついお茶くらい） 
③42度（お風呂のお湯くらい）

次のうち、ゼリーに
ならない果物はなに？

①みかん
②ぶどう
③キウィフルーツ

クイズ 答えはこのページの下を見てね

TEL：018-889-2260　E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp
URL：http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/

秋田大学では「大学間連携と女性研究者支援 in秋田」（平成21年度採
択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）
というプロジェクトを実施しています。平成22年12月23日に行わ
れた「不思議体験　親子でサイエンス〜ようこそ！コラーゲンの世界
へ〜」は秋田大学男女共同参画推進室coloconiが主催しています。

秋田大学男女同参画推進室編　集
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「不思議体験 親子でサイエンス ～ようこそ！コラーゲンの世界へ～」 

アンケートにご協力お願いします 

 

質問 1. このイベントをどのようにして知りましたか。（一つに○をしてください）  

1. チラシやポスターを見て  ２. 学校・担任の先生から勧められて  ３. 友達に誘われて 

４. 保護者に勧められて    ５. 新聞（広告）やホームページを見て 

６. その他（                                     ） 

 

質問 2. このイベントに参加した理由は何ですか。 （一つに○をしてください） 

1. チラシやポスターを見て、おもしろそうだったから 

2. コラーゲンについて知りたいと思ったから      3. 実験をしてみたかったから 

4. 大学進学に役立ちそうだから             5. 研究者に興味があったから   

６. その他（                                     ） 

 

質問３. またこのようなイベントに参加してみたいと思いますか。（一つに○をしてください） 

1.ぜひ参加したい   2. 内容や時期によっては参加したい   3. 参加しない 

 

質問４. このイベントに参加して良かったと思いますか。(一つに○をしてください) 

1.とても良かった  2. まあまあ良かった  3. あまり良くなかった  4. 良くなかった 

 

   特に良かったと思われたことは何ですか? (一つに○をしてください) 

1. コラーゲンやヒアルロン酸の講義（妹尾先生のお話） 

2. コラーゲンの実験（もじゃ博士のお話や実験） 

3. 質問タイム、フリートークの時間 

4. その他(                                                       ) 

 

質問５. 開催時期はどうですか。(一つに○をしてください) 

1.適当  2. 他の時期がよい（   月頃／理由：                   ） 

 

質問６. ご意見、ご感想をお聞かせください。（自由にお書きください） 

 

 

 

 

 

 

質問７. 性別 １.女  ２.男 

質問８. 所属 １.中学生 ２.高校生 ３.大学生（院生） ４.保護者・一般市民 ５.秋田大学教職員 

       ６.他大学教職員 ７.そのほか学校関係者 ８.その他（               ） 

 

ご協力、ありがとうございました。 

秋田大学男女共同参画推進室  

 

 

平成 21年度採択 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」 

秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in秋田」（次世代女性研修者育成事業） 
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「不思議体験 親子でサイエンス ～ようこそ！コラーゲンの世界へ～」 

アンケートにご協力お願いします（小学生用） 

 

しつもん１. 今日のおはなしやじっけんは楽しかった（おもしろかった）ですか。 

(一つに○をしてください) 

1.とても楽しかった 2. まあまあ楽しかった 3. あまり楽しくなかった 4. 楽しくなかった 

                                     （むずかしかった） 

 

     とくに楽しかったと思ったのは何ですか? (一つに○をしてください) 

1. コラーゲンやヒアルロンさんのおはなし（せのお先生のおはなし） 

2. コラーゲンのじっけん（もじゃはかせのおはなしやじっけん） 

3. しつもんやおしゃべりの時間 

4. そのほか(                                             )        

 

しつもん２. またこのようなイベントに行きたいと思いますか。（一つに○をしてください） 

1.ぜひ行きたい   2. 行かない   3. わからない 

 

しつもん３. 今日のおはなしやじっけんはどうでしたか。おもしろかったことやむずかしかったこと、

ふしぎに思ったことなど、なんでもいいので思ったことをかいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しつもん４. あなたのことについておしえてください。 

１.女の子     ２.男の子 

 

今日は来てくれてありがとうございました。また来てね。 

                              秋田大学 コロコニ  

平成 21 年度採択 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」 

秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」（次世代女性研修者育成事業） 
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不思議体験　親子でサイエンス　「ようこそ！コラーゲンの世界へ」　平成22年12月23日開催

参加者アンケート
１．中学生以上からの回答（回答数３５）

２．小学生からの回答（回答数１８）

チラシやポス

ターを見て 
 

40% 

学校・担任の

先生から勧め

られて 
9% 

友達に誘われて 
3% 

保護者に勧め

られて 
14% 

新聞（広告）や

ホームページ

を見て 
23% 

その他 
11% 

質問１．このイベントをどのようにして知りましたか。 

チラシやポス

ターを見て、

おもしろそう

だったから 
26% 

コラーゲンに

ついて知りた

いと思ったか

ら 
43% 

実験をしてみ

たかったから 
17% 

研究者に興

味があったか

ら 
6% その他 

8% 

質問２．このイベントに参加した理由は何ですか。 

ぜひ参加した

い 
56% 

内容や時期に

よっては参加

したい 
44% 

質問３．またこのようなイベントに参加してみたい 
     と思いますか 

とても良

かった 
60% 

まあまあ良

かった 
40% 

質問４．このイベントに参加して良かった 
     と思いますか 

コラーゲ

ンやヒア

ルロン酸

の講義 
29% 

コラーゲ

ンの実験 
71% 

 特に良かったと思われたことは 
何ですか。 

適当 
82% 

他の時期

がよい 
18% 

質問５．開催時期はどうですか。 

女 
77% 

男 
23% 

質問７．性別 

とても楽し

かった 
78% 

まあまあ楽し

かった 
22% 

しつもん１．今日のおはなしやじっけんは 
   楽しかった（おもしろかった）ですか。 

コラーゲン

のじっけん 
94% 

その他 
6% 

とくに楽しかったと思ったのは何ですか。 

ぜひ行きた

い 
94% 

わからない 
6% 

しつもん２．またこのようなイベントに 
      行きたいと思いますか。 

女の子 
72% 

男の子 
28% 

しつもん４．せいべつ 

中学生 
13% 

高校生 
2% 

保護者 
・ 

一般市民 
47% 

その他 
学校関係者 

4% 

小学生 
34% 

回答者所属 （回答数：５３） 
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中学生以上感想等記述（質問６．）
・…ゼラチンが寒天と違うことや、ゼラチンとコラーゲンがちょっと違うことなど「同じっぽい？」ことが分かりやすく説明
していただきとてもためになりました。

・とても楽しかったです。
・…とてもわかりやすくユニークでとても面白かったです。今日学んだことを生かしこれからの生活に役立てていきたい
です。

・コラーゲンが動物の体に多く含まれていると分かり驚きました。
・…ヒアルロン酸、コラーゲンといった普段の生活にとって身近なものを扱っていたのがよいと思いました。コラーゲン
だけ、Ｃａだけという、今までに見たことのない骨も見れて、また、体の不思議を知りたいと思いました。

・質問タイムに席まで先生方が来てくれたので質問しやすかった。
・準備方、ご苦労様でした。しかし、子ども向けではないですね。
・先生と気さくに話せて楽しかった。
・年齢的にも非常に興味があります。73歳になりますが若さを出来るだけ継続したいと思っています。
・…小学生の子供には少し難しい内容だったかなと思います。でも、お兄さんが親切に教えてくださり楽しい時間を過
ごせました。ありがとうございました。

・…子どもたちにも分かりやすいお話と実験でとても楽しかったです。身近な食事にもいろいろ利用できる粉状のコ
ラーゲンをもっと利用したいと思います。コラーゲンが多方面に活用されているのを知って驚きました。

・とてもわかりやすかったけれど、子供には難しかったようです。
・分かりやすい説明でコラーゲンのことがよく理解できました。
・コラーゲンについてよくわかりました。
・…実験用具や会場の広さ、椅子、テーブルの配置などもう少し工夫いただくともっとしっかり見たり触ったりできたの

ではないかと思います。
・実験が興味深かったです。目で見て変化が分かるので子供たちにも分かりやすい内容だと思いました。
・時間配分が少し残念でした。少しでも理科に興味を持ってもらえればと思い参加しました。今後に期待します。
・…コラーゲンやヒアルロン酸の講義の中で、お話の順序に沿った資料であればもっと見やすかった。資料の一部に

書き込みのスペースがあればなお助かりました。
・…会社の商品紹介は科学実験とは関係ないのではないかと思った。ヒアルロン酸とコラーゲンの違いがわかったの

がよかった。
・…本物の骨を使っての実験が面白かった。コラーゲンだけの骨がなかなか見る機会がないので面白かった。3種類

の骨が面白かった。膠がコラーゲンだったのに驚いた。
・…男女共同参画を目指すのに、クリアファイルの色、自由に選択ナシで、男の子がグリーンで女の子はピンクと決め

つけられるのは好ましくないと思います。

小学生感想等記述（しつもん３．）
・ゼラチンをかためたのがたのしかった。
・ブタの生のほねを見て、けっこう大きいと思った。もじゃ博士の話はわかりやすくておもしろかった。
・パイナップルの消化の実験をしてパイナップルやキウィは消化をたすけることがわかった。
・ゼラチンをひやすとかたまるところがとてもおもしろかた。
・おはなしはむずかしかった。じっけんはたのしかった。
・じっけんがおもしろかった。
・じっけんで、ほねを初めてさわったのでふしぎな感じがして楽しかったです。
・グルコサミンやコラーゲンのことについてとてもよくわかった。実験もとても楽しくためになりました。
・もじゃ先生のじっけんがとても楽しかったです。骨をさわるときは、ドキドキしました。
・コラーゲンやヒアルロンさんの仕組みなどを知った。
・…最初の話がむずかしかった。実験が楽しい。グミ・ゼリー寒天・マシュマロ、実際にこの場で食べてこそ楽しく体

に知識がしみこむと思う。
・ちょっとむずかしかったのは、あたためながらふることです。
・…実際にさわってみるということがとてもおもしろかったです。はかせや先生のお話も、楽しかったです。コラーゲン

やヒアルロン酸が体をつくるということも、不思議に思いました。
・…おもしろかったことは、いろいろなものにさわれたのがおもしろかった。特にほねをさわれたのがよかった。ほねが

やわらかいのがふしぎだった。
・いろいろなじっけんができてよかったです。またやりたいです。
・実験が楽しかったです。
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	2）　サイエンスセミナー　「体のなかのコラーゲンの役割」

開 催 報 告 書

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年12月24日(金)…10:00 ～ 12:00

場 　 　 所 秋田大学医学部細胞生物学講座セミナー室

形 　 　 式
一般公開・シンポジウム・セミナー・講演会・ワークショップ・その他（　　　）

展示物：有（機器・設備　パネル　ビデオ上映　体験型　その他（　　　　））　無

対 象 者 研究者　　学生（大学院生）　　その他（　　　　）

来 場 者 人数：9名、（内訳　研究者4名　教職員：5名）

周 知 方 法 新聞　雑誌　学会誌　ﾒﾃﾞｨｱ取材　ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ　HP　…メール発信
その他（県内の大学等高等教育機関、医師会等に案内送付）

実 施 者
関連サブテーマ

男女共同参画推進担当学長補佐　渡部　育子
次世代女性研究者支援

内 　 　 容 女性の理工系研究者数の増加を目的として実施
　　セミナー「体のなかのコラーゲンの役割　
　　　　　　　～コラーゲン研究からわかること（マンモスを例にとって）～」
　　講師　株式会社ニッピバイオマトリックス研究所長　服部俊治　

効 果、問 題 点 　コラーゲン研究のパイオニアである株式会社ニッピバイオマトリックス研究所長の服部氏か
ら、大学院生・研究者向けに、コラーゲンの特質や研究の先端について分かりやすく解説さ
れ、医学系以外の参加者にも興味深い内容であった。
まず、骨・軟骨そのもの、そこから実験的にカルシウムを除いた残り（すなわちコラーゲン）、
あるいは逆にコラーゲンを除去した残り（すなわちカルシウム）の供覧があり、コラーゲンの
不思議な働きが実感として伝えられた。引き続き、２万—４万年前のマンモスの肝臓、肺、生
殖器や牙から、酸やアルカリ、酵素処理によって実験的に抽出されたコラーゲンを質量分析
によって、アミノ酸レベルで解析することによって、マンモスの体温は現生人類のそれよりも低
かった可能性が示された。コラーゲンからみる生物の歴史の面白さが参加者に伝わって来
た。
　以上のように身近なコラーゲンを材料に興味深い話を聞くことができた。小さな分子から気
宇壮大な世界を覗き見ることができるということは、女性にも十分に理工系の研究を担うこと
ができることの一つの証左と言え、研究をめざす、あるいはすでに研究をすすめている若い
女性研究者にとって大きな勇気付けとなった。

反 省 事 項 特になし

特 記 事 項 特になし
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平成２１年度採択 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」
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」

服部俊治所長のご紹介
職歴

１９８５年６月 東京医科歯科大学難治疾患研究所 助手

１９８９年９月 （株）ニッピバイオマトリックス研究所 プロジェクトリーダー

１９９５年４月 （株）日本皮革研究所 主任研究員

２００９年４月 （株）ニッピバイオマトリックス研究所 所長

なお、２００７年４月～ 東京農工大学 客員准教授

【お問い合せ】 男女共同参画推進室coloconi tel:018-889-2260
E-mail:sankaku@jimu.akita-u.ac.jp

サイエンスセミナー

対象

大学院生
研究者
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妹尾）これより、サイエンスセミナー「体のなか
のコラーゲンの役割〜コラーゲン研究からわか
ること（マンモスを例にとって）〜」と題して、
株式会社ニッピバイオマトリックス研究所の服
部俊治所長をお迎えし、ご講演いただきます。こ
れは秋田大学の男女共同参画推進室と医学部細
胞生物学講座の共催ということで、今日やらせて
いただくことになっています。
　服部先生はここの職歴に書いてありますよう
に、東京医科歯科大学の助手を務められてから
ニッピバイオマトリックスの方に移られて、非
常に様々な研究を展開されていらっしゃいます。
特に最近の一つのトピックスはマンモスですね。
それがフローズンのマンモスとか、それから化石
になったマンモスからコラーゲンを取り出して、
それの解析をして非常におもしろいデータを今
蓄積されつつあるというところで、今日もそうい
うことを中心に話していただきます。
　宜しくお願いします。

服部）宜しくお願いします。
　前半はコラーゲンの一般的な話と、コラーゲン
の変性温度について、ちょっとだけお話させてい
ただきます。
　後半を秋田大学の妹尾先生と一緒にやってい
るマンモスの話の今わかっているデータまでを

話させていただきます。お願いします。
　一般的にコラーゲン、広辞苑的にはコラーゲン
のことがいっぱい書いてありますが、ゼラチンの
方がずっと詳しいです。一般的にはゼラチンがあ
って、コラーゲンというのはゼラチンになる元の
物という程度の認識で言っています。
　一方、生物学的視点でいくと、コラーゲンが非
常にメインにでてきまして、いろいろ構造のこと
も書いてあって、ゼラチンは変性したものがゼラ
チンということだけで、基本的には元が同じです。
　昨日の「親子でサイエンス」イベントの中で、
チャップリンが革の靴を食べているところがあ
りました。「これでコラーゲンを食べているとい
うことになりますが、わかります？」というとこ
ろで、ゼラチン、靴を煮てゼラチンにして食べて
いるということで、コラーゲンそのものではない
んですけれども、コラーゲンが変性、熱にかけて
変性したものを食べているということで、コラー
ゲンを食べているという話になっていました。
　一般的にはゼラチンというものが元にあって、
そのゼラチンの、ニッピにある本の知識だと、こ
れがＣだったり、Ｋだったりしますけど、ギリシ
ャ語とか、古い言葉ではゼラチンのことが、コル
で、コルのもとであるということで、造語ですね、
コラーゲンの方が造語でゼラチンが元。ジェル状
の物がゼラチン。

サイエンスセミナー
「体のなかのコラーゲンの役割

〜コラーゲン研究からわかること（マンモスを例にとって）〜」

◎プロフィール
最終学歴　東京医科歯科大学　医学研究科　医学博士（1985）
主な職歴　東京医科歯科大学難治疾患研究所　助手（1985-1989）
　　　　　株式会社ニッピ・バイオマトリックス研究所（1989-現在）
　　　　　フレッドハッチンソン癌研究所（米国シアトル）客員研究員　（1990-1993）

株式会社ニッピバイオマトリックス研究所長　服部　俊治　氏

[司会]　秋田大学大学院医学系研究科　教授　妹尾　春樹

第一部
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　ですが生物学的にはこのコラーゲンの方が意
味があるので、コラーゲンというものが主な説明
ということになっています。
　今までのコラーゲンの歴史というものはちょっ
と復習させていただきますと、コラーゲンという
のは昔は皮、皮革としてはまず使って、これはタ
ンニン、昔は木の渋ですね、皮に木の渋を擦り込
むとコラーゲンが非常に溶けにくくなって、これ
も実験をすればすぐわかるんですけれども、ゼラ
チンとかコラーゲンはタンニンを入れるとすぐ沈
殿します。すごく溶けにくくなるということで、
タンニンを入れて丈夫にする。これはあとで1800
年代くらいになるとクロムの方がもっといいなめ
し材だということがわかってきて、これが一般的
には靴とか、鞄にはこれが使われています。
　が、また自然回帰でタンニンも出ていますが、
こういうもので皮を腐りにくくする方法として
皮が革になるということがやられています。
　それから中国では昔からこの字を使っていま
して、“膠・こう”とか、“きょう”とか“にべ”とか、
“にべ”は日本語かな。呼んでおります。
　だからコラーゲンの“コロ”とこの“膠”は言葉
は似ているし、シルクロードに繋がったところで
は同じ言葉を使っていたのかもしれないですけ
れども、歴史的には相当古くから使っています。
　昨日はゼラチンをみんなに触ってもらって熱
で溶かして、だんだん冷やすと固まるというのを
見てもらい、そのあと手で触ってもらって実際と
てもねちゃねちゃする、ねちょねちょするという
ことで、糊としてすごく使えます。昔から糊とし
て使っていまして、墨を集めて固める時にも膠を
使っていますし、あと日本絵画は自然の顔料を使
いますけど、紙に塗りつける時には糊としてはゼ
ラチン、膠を使って書くということがありますの
で、そういう使い方が昔からあった。
　さらに日本ではこれのことを“にかわ”と言い
ますけども、これはもともとゼラチン、さっき言
ったように皮を、皮のコラーゲンを煮だしたもの
がゼラチンですので、皮を煮たものとして“にか
わ”という名前で、和語としてはこういう言葉を

昔から使っています。
　その接着剤の流れとしては、このマッチの頭の
所の火薬を固めるとか、いろんな使い方をしてい
ます。
　それから詳しいことは僕もよく知らないんで
すが、“阿膠（あきょう）”という名前で、漢方薬
としても使われているそうです。これは一応阿膠
としてはロバの膠を使っているそうです。なんか
婦人科系の出血傾向を止めるとか、そのような効
果があるということは漢方のインターネット、本
を見ると書いてありますので、なんらかの薬効を
中国人は認めてきたということはあるようです。
　そのあとヨーロッパの方ではゼラチン、これ
はただ煮ただけなので相当不純物も入っていて、
色も茶色かったり、黒っぽかったりします。それ
をもっときれいなゼラチンそのもので純粋にな
るとすごく透明ですので、それをきれいに取って
くる方法をいろいろ開発して、食用としてイギリ
スで特許が最初に出たのがこの頃、150年ぐらい
前らしいですけれども、ババロアを作ったという
のがあります。
　もうちょっと経つと写真用の看板の感光材をくっ
つけるために、やっぱり糊として、ゼラチンが使
われています。この伝統はとても長くて、今はデ
ジタルに変わっちゃいましたけど、現在のフィル
ムに至るまで、このゼラチンが感光材を塗り付け
る時に使われていて、感光材が光にあたって変化
した時の粒子の保持とか、安定性とかが一番いい
ということで、これが使われているそうです。
　うちのニッピという会社も、実際の工場はコラ
ーゲンを作ったり、ゼラチンを作ったりする工場
は富士宮にありますが、もともとある富士フィル
ムにゼラチンを供給するために、富士に工場を作
りました。水をたくさん使いますので、富士山の
湧水を使って、作っています。
　うちの会社がゼラチン作ったのはもっとずっ
とあとですけども、写真用のゼラチンを作ったの
は1940年ころ、第２次大戦ぐらいから作ってい
ます。
　それからゼラチン用のカプセルを今でも、薬の
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ゼラチンとして使われています。ゼラチンのカプ
セルとか、感圧式複写機だから、墨をゼラチンに
封入して、押し付けると墨が出るという形の複写
機とか使われています。
　現代ではもともとコラーゲン、ゼラチンが生体
物資だということを利用して、注射の安定剤と
か、それから化粧品に使うとか、健康飲料に使う
とか、さらには今は再生医療の細胞の基材に使う
とかいうような使い方が今段々増えてきていま
す。うちでもこういうのをやりたいなというとこ
ろで話が進んでいます。
　コラーゲンの研究の歴史において、先ほど言い
ましたようにコラーゲンというのはあとで作ら
れた造語でもともと存在しているのはゼラチン、
皆さん知っていたのは膠とか、ゼラチンという形
で知っていたので、コラーゲンというものがある
か、ないか、これはどういうものか、ゼラチンの
もとになるものは体にあるということはわかっ
ていたけれども、それがどういうものかというの
はそれほどわかっていませんでした。
　古い歴史、古い論文などを見るとSchmittとか、
Grossらは相当有名で、コラーゲン研究者では
我々の上の永井先生の時代では有名ですけれど
も、こういう人達が電子顕微鏡を使ってコラーゲ
ンを見ると、なんか体の中のコラーゲン見ると、
線維状でしかも縞模様のあるものが見えて、こう
いうものが「コラーゲンとして見えるよ」という
ようなことが、この40年代に随分と論文として
出ています。
　この周期構造とかの研究で、Ⅹ線回折という方
法を使って、周期構造の分析や、それからコラー
ゲンの分子というのが、これはコラーゲンの一個
一個の分子が横に200か300並んだ形でやっとこ
の太さになっていまして、全体では数千個の分子
が束になっている様子が見えるようになってい
ます。
　この線維自身にも一定の周期が見えるし、それ
からもっとさらに細かく見ると一個一個の分子
についても、周期構造があるということで、これ
はコラーゲンというのがペプチドという、タンパ

ク質のペプチド、繋がったものがさらに３本集ま
った、三重螺旋構造をしているのではないかとい
うようなことが研究されたのはこの頃です。
　ちょうどこの頃は1952年とか、53年、54年の
頃はワトソンとクリックらによって、DNAの螺
旋構造がわかってきた頃で、たぶん世界的にもこ
ういう微細構造に興味がみんな移った頃だと思
います。コラーゲンについてもそういう螺旋構造
がⅩ線回折でわかるということで、こういう研究
が進んでいます。
　結構有名な論文は二つ、『Nature（ネイチャ
ー）』に出ていて、コラーゲン構造の研究、Click
とRich、この２名はどっちも有名なんです。こ
れ、ClickはWatson・ClickのClickですけれども、
RamachandranとKarthaというこの２人が結構有
名です。
　西洋的にはClickの方が有名なんですけれども、
実際のモデルとしてはRamachandranとKartha、
こっちの方が近いらしいです。この２名はインド
人でして、ゼラチンって、今でもインドから輸入
しているんですけれども、ゼラチンコラーゲンの
研究で、わりと最近までですけど、結構インド人
の研究者というのはたくさんいます。
　構造研究ではかなりインド人が出てきますし、
あと今日の話にはないですけど、コラーゲン関連
では酵素の研究だと、フィンランド人が結構出て
きて、意外と地域性のある研究があちこちにあり
ます。
　ただ並んでいて、お砂糖と同じ、糖鎖と同じで
そんなに長さとかの制御がされているのかどう
かというのもはっきりわかっていない状態で、適
当に長いタンパク質をアミノ酸をくっつけてい
けば、こういう構造になるのだろうというふうに
考えている人もいました。そして一定の構造があ
ると言いだしたのはこのGrossという人間で、こ
のユニットのことをTropocollagen、ユニットと
して存在するというような話をこの頃論文に書
いています。
　研究としては溶かさないとそれ以上の研究が
進まないということで、ちゃんとした一定単位を
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きちっと溶かして、それが一定の単位の物である
ということを証明するというのはなかなか難し
いと思われていましたが、西原という人がもとも
とSchmittの所と、もう一ヶ所に留学をしてコラ
ーゲンの研究をして、日本に帰ってきてからこの
コラーゲンというのを溶かすことができるとい
うことを見つけたのは60年です。
　ちょうど今年がコラーゲンの溶かし方の発見
50周年で、なにかイベントをしようと話していま
したが、間に合わず来年何かなんかやろうと思っ
ています。
　溶かせるということを調べて、しかもタンパク
質なので、蛋白分解酵素を使ったらタンパク質は
壊れますが、なぜかコラーゲンだけは３本鎖のき
ちっとした構造をとっていると壊れなくて、蛋白
分解酵素を使ってタンパクを溶かして精製する
というのは、すごい突飛な発想ですが、こういう
ことで溶かすことに成功してます。
　しかも溶けてきたものが一定の単位の約30万
の分子であって、ただ単に繋がったものではなく
て、一定の分子であるということをここで証明し
たというのは結構大きい仕事に、立派な仕事だと
思っています。
　我々が昔コラーゲンでいろいろお世話になっ
た林先生がという方がおりまして、先生ももった
いないと言っていたのは、今のマトリックス研究
会という、今年（Ｈ22年）秋田で開催したこの
研究会の発表しか文献が残っておりません。大き
い論文には書いておりません。
　ただし特許は日本、アメリカ、ヨーロッパ相当
いろいろとっていますので、そういう意味では権
利は確保したけれども、論文的にはあまり有名に
ならなくて、惜しいことをしたなというふうに思
っております。
　そのあと、コラーゲンというのはタンパク質、
酵素で溶かせないということもありますけれど
も、溶かす特別な酵素があるということを見つけ
てきたのがこの頃です。
　これはGross&Nagaiの仕事です。この永井は妹
尾先生と私、山口先生がいた部屋の教授でありま

して、アメリカで見つけております。
　そのあとコラーゲンというのはもっとほんと
は大きい形でとれてきて、最終的に体で沈着す
る時には30万の分子であるということで、生合
成系を見つけてきたというのはこのKivirikko and 
Prockopのグループです。Kivirikkoがフィンラン
ドで、Prockopがもともとノルウェーでしたっけ。
ともかく北欧です。今アメリカにいます。
　コラーゲン研究者には北欧の人間が多くて、山
口さんが行っていたオールセンという人もノル
ウェーです。
　さらにコラーゲンにも遺伝子があると、ちゃん
とした遺伝子があるとわかってきたのがこの頃
で、今ではコラーゲンは細胞接着としても非常に
重要とか、いろんなことがわかってきております。
　85年の当時では調べていた遺伝子の中ではコ
ラーゲン遺伝子が一番大きい遺伝子だったと思
います。その後70年ごろまでにはコラーゲンの
タイプがいろいろ見つかっていましたが、コラー
ゲンの遺伝子がわかったあとはだんだんコラー
ゲンにもいろんなタイプがある上に、とってくる
よりも遺伝子を調べた方が早いということでい
ろんな遺伝子をどんどん解明していって、山口先
生も８型を見つけるとか、どんどん増えてきて今
29型までコラーゲンがあります。ともかく重要
で、なくなると病気になったりするのが結構ある
ので、相当それぞれマイナーコラーゲンでも重要
なことをしているということはわかりつつあり
ます。
　昨日の話したことは、コラーゲンはゼラチンの
もとになって、接着剤のような働きをするという
ことです。
　体にはいろんな組織があって、そのうちで骨と
か、皮膚、それからアキレス腱、こういうところ
にはコラーゲンがいっぱいありますという話を
して、骨の例を取り出して、見て触ってもらって、
実感していただきました。
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（骨の写真）

　３種類の骨があります。これ（左）が普通の骨
です。触れるかなっていうと、みんな小学生はち
ゃんと触りましたね。
　すごく丈夫な骨があります。普通骨と言うと、
何からできているか。
　カルシウムと言います。カルシウム、見てみよ
うということで、骨をカルシウムだけにしてみた
のがこれ（右）です。逆にコラーゲンだけにした
らというのがこれ（中央）です。
やわらかいです。
　そうするとコラーゲンとカルシウムでできて
いるけど、それぞれ何をしているかというのは想
像できるかなということであります。
　これ（右）硬いけど、こするとボロボロ落ちて
くる。無機質ですから、やっぱり硬いけどすごく
もろい。
　これ（中央）はソフト、しなやかな感じになっ
ていまして、この硬いのをこいつで埋めることで
しなやか、しかもなかなか折れない構造ができて
いて、しかもさっきのゼラチンも糊として使って
いましたけど、生体内でも骨のものをちゃんとく
っつける、糊的な役割。実際にはこの中に細胞が
いっぱい生きています。細胞が生きていくための
細胞と細胞をくっつけるための糊になっている。
　コラーゲンがあって、細胞がくっつかないとバ
ラバラになってしまう。体ができているというの
はそういう糊の役割が大事だということが言い
たくて出しております。
　カルシウムだけだと硬くて、でも折れやすい。
コラーゲンだけだとしなやかです。これが両方と

も混ざって重要な役割をしていますという話を
一つはしました。
　非常に骨がしっかりするのに重要なので、実際
に骨がダメになるといろんな病気が出きて、この
辺は医学部の人の方が詳しいと思います。このコ
ラーゲンがちゃんとできないと骨がバキバキに
折れてしまうような、骨がもろくなる病気とか。
それから関節が異常に曲がる病気とか。
　昨日あった顔の皮がビヨーンとなる妹尾先生
のスライド。あれ自体では病気とは言えないで
しょうけど、他の組織のコラーゲンも弱いので、
血管が弱かったり、心臓にダメージがあったり、
そういうことで病気になるということがありま
して、当然コラーゲンがちゃんとしてないと病気
になります。
　そういうビヨーンとしたようなのはEhlers‐
Danlos syndrome、これはいろんなタイプがあり
ます。コラーゲンそのものがダメだったり、コラ
ーゲンを作る酵素がダメだったり、コラーゲンを
ちゃんと丈夫にするためのちょっとした最後の
一工夫がうまくいかなかったりとか。
　骨が弱くなるのはOsteogenesis Imperfecta。こ
っちの皮膚とかそっちの方に出るのをEhlers‐
Danlos syndromeと言います。
　同じコラーゲンがダメでも、骨に出たり、皮に
出たりするのはなぜダメかというのはわかって
いるのかどうか、よく知りません。
　それからコラーゲン、逆にたくさん作っちゃ
うような病気で線維症とか、肺線維症とか、肝
臓の線維症とか、強皮症とか、こういう病気も
あります。
　これはコラーゲンが多いので、強皮症とか、膠
原病とか、という名前付けられていますが、コラ
ーゲンが悪者というよりもたぶん正常に働ける
細胞がダメになって、そこにしょうがないから
コラーゲンが増えてきて、結果的にコラーゲンが
いっぱいになっちゃった症状が見えるので、線維
症と呼んでいるのであって、コラーゲンが悪者と
いうよりは、仕方なく埋めているような気もしま
す。この辺もお医者さん的にはどういうふうに考
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えているかは、いろんな人がいると思います。
　コラーゲンを減らせば治るかどうか、そこも
微妙で、減らした上でちゃんとした肝臓なら肝
臓の細胞、腎臓なら腎臓の細胞を増やすことが
大事ではないかなとは思います。いろんな病気
があります。
　それから関節のコラーゲンを壊しちゃうとい
う病気もあって、これはリウマチといいます。こ
この関節のツルツルしている所はコラーゲンで、
骨の硬い所とは別のタイプのⅡ型というコラー
ゲンでできている。これで関節がスムーズに動く
のですが、これがどんどん壊れちゃって関節の摩
擦が非常に強くて痛いとか、癒着しちゃったりす
るのがリウマチです。
　それから癌の転移にも関係しています。腎臓、
これ、おしっこを作る所ですけれども、ここでは
Ⅳ型のコラーゲンというのが線維上でもすごい
網目状の構造を作って、そこがろ過する構造を作
っているんですけど、こいつがダメになると腎臓
の病気、アルポートシンドロームとか、いろんな
病気がある。
　それから皮膚にもコラーゲンがいっぱいあり
ます。表皮と真皮という所があります。その間
に基底膜というコラーゲンがありますけれども、
その表皮と真皮を繋ぎとめているコラーゲンと
いうのもあります。
　皮膚は表皮と真皮と別の、張り合わされた組織
です。そこを繋ぎ合わせているいろんな組織、ボ
タンみたいにとめている所もあって、そういうのに
ⅩⅦ型のコラーゲンというのが働いている。これ
がダメになるとひどい水泡症になる。水ぶくれだ
らけで大変な病気になったり、その他いろんな病
気に関係する。ないと病気になることがあります。
　実際のコラーゲンの構造は、先程の人体にある
コラーゲンを見ると、こういう線維構造が見えま
す。この線維構造の中のここにコラーゲンの分子
というのがたくさん並んでいる模式図です。です
が、これ自体もすごく細長い分子からできていま
して、長さが３メートルだとすると幅は２センチ
ぐらいの、すごく細長くて、３本鎖螺旋に巻いて

る。そういう分子がいっぱい集まってできていま
す。これが分子模型です。

出典： 化粧品とコラーゲン　コラーゲンの製造と応用
展開シーエムシー出版　2009年　服部

　この一本一本はタンパク質でアミノ酸の繋が
りです。そのアミノ酸の繋がりを調べると、ア
ミノ酸が1,014個並んでいます。特徴的にはこの
1,014個の所は絶対間違えずに、三つ目にグリシ
ンがある。グリシンというタンパク質、アミノ酸
があるのが一つの特徴。

出典： Matrix Biol.  17, 85-88 (1998) shirai et al

　また、このＰというのが非常に目立ちますが、
プロリンというのが非常にたくさんあります。し
かもこのプロリンの中でも、グリシンから二つ目
のこのプロリン、このプロリンはこの三つ目のプ
ロリンというのは、ハイドロキシプロリンとい
う、これは他のタンパク質にはほとんどないアミ
ノ酸になっています。
　このハイドロキシプロリン、これは遺伝子には
ハイドロキシプロリンというコードはなく、決め
られていなくて、一旦プロリンとしてできたタン
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パク質がコラーゲンの場合にはあとでここの３
番目のところだけ場所を見つけて、プロリンとい
うアミノ酸にOH、水酸基をくっつけるというこ
とをするという酵素があって、ハイドロキシプロ
リンを作っていきます。
　ハイドロキシプロリンの量がたくさんあるこ
とで、さっきの３本鎖コードというのがうまく安
定になっているというのは結構昔から知られて
いる話です。
　それから普通、動物が違うとタンパク質が配列
とか、アミノ酸の入れ替えが随分多いです。例え
ばこのコラーゲンというのは非常に種が違って
もかなり似ていて、これはウシとヒトとマウス
とニワトリでデータベースから調べたものです。
赤い所だけ違っていて、あとは黒い所は全部一緒
で、しかも数もまったく一緒の1,014個の所にな
っています。

出典： Fragrance J. 11月号　52-58　（2001）服部ら

　95％ぐらいのものが一緒で、要するにちゃん
とした３本鎖構造を保つためには非常に規制が
多くて、ちょっとでも外れると進化的にうまくい
かないということがあるのだと思います。非常に
よく配列が保存されています。
　医療用に使う時にも普通は、他の動物の物を打
ったりすると、免疫反応でアレルギーを起こし
たりしますが、コラーゲンの場合非常に近くて、
人に牛のコラーゲン使ったとしても、ほとんど免
疫拒絶などはないということが知られています
ので、医療用にも本当は人の使った方がいいんで
しょうけど、それが簡単に手に入らない時には、

牛とか豚の使ってもほとんどそういう影響がな
いということは知られています。
　コラーゲンというのはさっきの一個一個分子
としてはこういう形をしています。温度を上げて
いくとバラバラ、３本鎖構造がこうやってゼラチ
ンというものになります。さらに壊していくとゼ
ラチンのペプチド、これもコラーゲンペプチドと
言っても間違いではないので、コラーゲンペプチ
ドという名前で呼んでいます。

　こういうふうにすると非常に水によく溶けて、
飲む時もすぐ溶けるし、よく溶けるので飲料に随
分使われています。コラーゲン飲料というものは
これが入っています。
　コラーゲン分子ではほとんど溶けないのです
が、これを溶かしてニッピではこの状態で化粧品
として使っています。
　細胞、これが生体内になるとコラーゲン、この
分子がずっと並んで線維上のものを作るという
ことになります。この分子が、たくさん並んでい
て束になっているという状態です。
　次に一般的な話ですが、いろいろな動物から
コラーゲンをとってみるというのを昔やってい
まして、これとマンモスの話にも関係するので、
ここだけちょっと詳しくやります。Ⅰ型のコラー
ゲン、海産動物から哺乳類までいろいろ取ってき
たコラーゲンを比較したことがあります。
　Hagfish、ヌタウナギという相当下等なもの。
それから軟骨魚類のサメ、シャケ、カエル、ニワ
トリ、ウシ。他にもいろいろあります。電気泳動
という方法で分子を分離して調べますが、ヒト



−…228…− −…229…−

−11−

やウシ、ブタはほとんど同じこういう形で見えま
して、これが1,000個集まったα鎖というものに
なります。これが２個くっついちゃったβ鎖、こ
れは３本くっついたもので、分子量が10万、20
万、30万なんですけどもこういう形で見えまし
て、少しずつ移動度、動き方は違いますが、Ⅰ型
のコラーゲンは似たような挙動を示します。
　それでアミノ酸分析をすると、これはアミノ
酸で、このグリシンというのはさっきの1,000個
中に何個アミノ酸が入っているかというもので、
グリシンは３個目に必ずくるのでだいたい300前
後であっています。あと非常に目立つのがこのプ
ロリンというのは他のタンパク質にはあまりない
のですが、コラーゲンには結構たくさんあります。

出典：Fragrance J. 11月号　52-58　（2001）　服部ら
　　　　 一部改変

　それからこれがハイドロキシプロリンという、
先ほどのプロリンに水酸基OHがくっついたもの
であります。これがコラーゲンに特徴的です。
　特にこのハイドロキシプロリンがどのくらい
あるかによって、コラーゲンの性質がすごく変わ
ってきます。先ほどの３本鎖がほどけてしまう温
度というのは、円偏光二色性という一定の測定法
があって、温度溶液を上げていくと、こっちが３
本鎖のヘリックスの巻き具合ですが、巻いてるの
が温度を上げるとだんだんなくなっていきます。
こういう温度を上げながら光をあてて、３本鎖構
造を調べるという方法があります。

出典※１

これで調べてやりますと、一番低いのがシャケで
すね。20度ぐらいでほどけちゃいます。それか
らヌタウナギというのは25度ぐらい。サメが30
度前後、カエルが35度ぐらい、ウシが42度。ニ
ワトリがウシとほぼ同じかちょっと高いくらい
です。
　ほどける温度は、ハイドロキシプロリンの量と
相関しています。これが少ないと変性温度が低
い。ニワトリが一番変性温度が高くて、哺乳類は
37度位の体温ですけども、体温よりちょっと上
あたりに変性温度があります。
　人が熱出して、42.3度が限界というのはコラ
ーゲンの限界でもあって、関係あるのかもしれ
ません。
　シャケとか、寒い所にいるものは低い温度で変
性します。だから普通に食卓に上がる頃にはコラ
ーゲンは変性しているのかな。カエルとかは変性
動物ですけど、たぶん生きていくための限界の温
度というのはこの辺にあるのではないかなとい
うふうに思われます。
　一般的に海の物だと生きている温度に近い所
に変性温度があります。
　それから淡水魚はわりと高めです。生きている
環境で、海の物は温度によって北へ南へ逃げられ
るけれども、淡水魚は逃げられないから高い方に
順化していると思います。生活環境を遺伝子だけ
で決めると生活環境に対応できないので、遺伝子
移行の酵素活性で変性温度が決まるので、その辺
を調節してコラーゲンの安定性を決めているよ
うに思われます。
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　また、コラーゲンというのは３本鎖構造を中性
において温度を上げていくと、だんだん透明にな
った溶液が白く濁ってきます。白く濁ってくると
いうのはこの分子がどんどん並んで、線維を作る
ということが知られていまして、体の中ではコラ
ーゲンの線維として存在するわけなので、中性で
ある温度で線維になったものが皮膚とか、骨にな
っていることがあります。

出典※２

　この線維化する温度というのもちょっと興味
があって、やりました。例えばウシだと37.8度
から25.6度の所で線維化がおきました。ニワト
リだともうちょっと高い所から線維化が起こり
ます。もっと高くなるとこれは分子が変性してし
まうので、線維化おきませんが、分子が変性する
寸前位の所で一番線維化がおきます。
　一方シャケとかは変性温度よりも低い所で起
きるということで、やはり微妙にサメはこの辺で
変性温度ありますが、それより低い所。逆に今度
高い所で線維化するのは低い温度では変性化し
にくい、ちょうどこの体温あたりで一番線維化を
するということで、その辺も非常によく制御され
ているなというふうに思われます。
　次にこれが遺伝的に決まっているかどうか、と
いうので一つ興味があって、コイを20度と30度
で何カ月か飼って順化させたというコイをいた
だいたことがあります。これは東大のワタベ先生
がやっていたのをいただいて、コラーゲンの分析
をしたものです。

出典※３

　そうすると同じコラーゲンでも低い温度で飼
っていたコイはハイドロキシプロリンが70個ぐ
らいで、高い温度だと80個ぐらいあります。
　遺伝的に決まらずに環境で決まっているよう
に思われます。

出典※４

実際に変性温度調べてもこの差がどの程度反映
されているかわかりませんが、34度と36度、２
度ぐらい変性温度が違って、低い温度の所のもの
は、ちょっと低くなります。
　さらに変性だけじゃなくて、線維化の温度とい
うものも微妙に違ってきて、低い温度の方が低い
所で線維化することがあって、この辺も体の中で
いろんな調節をしていて、特にこういう変性温
度、哺乳類についてはだいたい温度が決まってき
ています。変温動物とかについてはコラーゲンの
変性温度を調べることで、生活環境などがわかる
ということで、コラーゲンだけしかなかったとす
ると、その動物がどのくらいの温度で生きていた
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かとか、体温がどのくらいだったかというのが想
像できるのではないかなと思います。その辺の生
きていた環境までわかるのではないかというこ
とが非常に興味深いと思います。
　いろんな温度で変性温度を調べて、ハイドロキ
シプロリンの量との比較をしました。
　それから線維形成する温度についても調べて
みました。

　だいたいここが変性温度になります。この灰
色の所が50％以上線維化した温度になりますが、
線維性のちょっと下から15度くらいの所で線維
化しました。寒すぎると線維化できないのも、こ
ういう変温動物では何か、これ以上下がったら冬
眠するなどのシグナルになるかもしれませんが、
ともかくわりときれいに線維化と変性温度の関
係がしっかりあることがわかりました。
　次に、様々なタイプのコラーゲンがあります。
この皮膚の様式図ですが、真皮にはきっちりと線
維を作って体を丈夫にする、体の組織を丈夫にす
る、こういう線維形成をするコラーゲンがありま
す。表皮にはコラーゲンはほとんどありませんが、
この表皮と真皮をつなぐ所には基底膜というもの
があって、ここにはⅣ型のコラーゲンがたくさん
あります。このⅣ型のコラーゲンが二次元状にメ
ッシュワークを作って、この人間の体の外側と内
側を分けているということがわかっています。

出典： 化粧品とコラーゲン　コラーゲンの製造と応用
展開シーエムシー出版　2009年　服部

　この単位は非常に細かい線維構造なので、なか
なか見にくいのですが、ここの教室の今井先生が
いろいろ工夫して下さって、やっとこのメッシュ
ワークの中が見れそうだというデータをもらっ
て、大変うれしく思っています。
　なぜかコラーゲンはⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型と、ロー
マ数字で示すのが習慣になっていまして、今ⅩⅩ
Ⅸ型まであります。名前の付いたいきさつもいろ
いろありますが、40年代、50年代ではコラーゲ
ンといえばⅠ型しかありませんでした。1962年
にミラーという人が軟骨から違うコラーゲンを見
つけてⅡ型というのにしました。Ⅱ型があるのな
ら、今までのはⅠ型にしようかということでⅠ型
にして、そのあと皮膚から違うコラーゲンがある
ということでⅢ型を見つけ、今度基底膜でⅣ型見
つけて、Ⅴ型見つけ、というような順番で発見し
た順番に名前が付いていきていました。Ⅵ型、Ⅶ
型ぐらいまではコラーゲンとして、タンパク質と
して見つかってきています。
　ちょうど私が大学にいた頃はたぶんⅤ型か、Ⅵ
型かぐらいまでしかわかっていなかったのです
が、そのあと爆発的に増えてきて、Ⅷ型以降はた
ぶん遺伝子が先に見つかって、そのあとからⅨ型
はものが見つかりましがたが、少なくともⅩⅡ型
以降は全部遺伝子が見つかって、そのあとに今は
ノックアウト動物とか、いろんなものができてそ
の遺伝子がないとどういう病気ができるかを見
たりして、その機能を調べるというようなことが
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進んでいます。
　今ゲノムが全部わかったのでⅩⅩⅨ型以上出
てこないかなと思いますけど、わかりません。
　これは、先ほどの２次元構造を取る基底膜コラ
ーゲンの模式図です。教科書からとってきたもの
です。

出典：The cell fifth edition 2008

コラーゲンが二次元構造をとって、その間に
いろんなラミニン、エンタクチンなどのタンパク
質がくっついて、体をちゃんと作っているという
ことがわかります。
　先程の研究の歴史では1970年代位の所までき
ましたが、そのあとコラーゲンとしてはいろいろ
とわかってきたことは、細胞接着基質、体の中で
も糊の役割をします。ただ単に糊のようにくっつ
けるのではなく、細胞がコラーゲンならコラーゲ
ンを見つけて、そこにきちんとコラーゲンだとい
うことを細胞がわかっていて、細胞の方がコラー
ゲンにくっついていく構造の仕組みがわかって
きたというのが80年代以降のことになります。
　例えばコラーゲンの上で、皮膚の細胞をとって
きてまいてあげると、皮膚の表皮細胞というのが
コラーゲンの上にビタッとくっついて、だいたい
これ一晩12時間ぐらいですがくっついて動いて、
もっと経つと細胞がどんどん増えてきて細胞が
きっちりくっつくということがわかります。
　お皿の上に細胞をまいて、様子を見たのがこう
いう感じになります。この時にはお皿の上に先に
コラーゲンを塗ってあります。コラーゲンを塗っ
ていないとずっと丸い形のままでいて、最後死ん

でしまうものがかなりあって、コラーゲンがない
とうまく細胞がくっつけないということがわか
ってきました。
　一定の装置があるというのがだんだんわかっ
てきて、これはお皿の上にコラーゲンでNIPPIと
書いて細胞をまいてやると、ちゃんとコラーゲン
が塗ったところだけ細胞が集まってきています。
くっついてくれます。

出典：J. Biochem. 125, 676-684 (1999) Hattori et al

　そこにはちゃんとした装置があって、細胞には
インテグリンという、これが1980年代に見つか
ったもので、細胞の表面にあるコラーゲンを察知
するアンテナがあるんですが、そのアンテナがあ
りますよと。くっついた時にはこのアンテナでく
っついていますよということがわかります。
　このコラーゲンを、変性してしまったゼラチン
にしますと、このアンテナが出てこなくて、特に
３時間、４時間、24時間の写真ですが、すごく、
くっつきが悪くなります。しかもアンテナもほと
んど出てこなくて、自分自身でくっつけるものを
何とか絞り出して、出して、それを表面にくっつ
けてから自分がなんとか生きてくっついてくる
という状態です。初めからコラーゲンがあると、
そこに細胞がくっついて広がるということにな
ります。
　一般的にコラーゲンとか、そういうものがある
とインテグリンから、今更に細胞の中に細胞内の
骨格というのがありまして、これはアクチンとい
うファイバー、骨格が繋がっていて、細胞がきっ
ちりと伸びて広がるということが出来ます。
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　人間の体というのは、なにかにくっついていな
いと生きていけないというのが宿命で、くっつか
ずに生きていけるのは血液の中に入っている血
球とか、それぐらいで他の物は何かにくっついて
いないと生きていけないし、増えれないというの
があるので、くっつくというのはすごく大事な体
の細胞の性質、性であるということになります。
　くっつく相手としてはいろんなものが知られ
ていて、このコラーゲンもありますけど、その他
にもラミニン、フィブロネクチン、ビトロネクチ
ン、いろんなタンパク質、細胞外マトリックスと
一般的に呼ばれているのがあって、コラーゲンも
その仲間です。アンテナになる分子というのもい
ろんな分子があって、いろんな組み合わせがあっ
て、この組み合わせで何にくっつくかというのが
決まってきて、細胞の環境でどれにくっつきまし
ょうというのを決めてきたりするということに
なっています。
　コラーゲンの接着と変性の話をまずここまで
にさせていただいて、あとはマンモスの方で何を
やっていたかという話にしたいと思います。

出典※１〜４
4th Pan-Pacific Connective Tissue Societies Symposium 1999 
Ebihara ら
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　それでは妹尾先生達と一緒にやっているマン
モスコラーゲンのことについてお話させていた
だきます。
　2006年に京都の学会で妹尾先生からマンモス
のサンプルで共同研究のお話をいただきました。
昔から古いものには興味があって、論文などもよ
く見ています。恐竜などの化石からDNA抽出し
ます。それからネアンデルタール人からもDNA
抽出して、ホモサピエンスと性的関係があったか
とか、ネアンデルタール人は白人だったか、黒人
だったかというような話もあって、黒くなる遺伝
子がないから白人だったろうとか、いろんな情報
があります。
　マンモスのDNAについても、『Nature』に随分
出ていたりして、相当カバーする遺伝子がとられ
ています。これは遺伝子がPCRという方法で増
幅できて分析し易いし、結構安定だということで
研究が進んできました。
　一方タンパク質は生体内のほとんどを占める
にもかかわらず、すごく重要なのにもかかわら
ず他の細菌や動物のえさになって腐ってしまう。
それからタンパク質は増幅する方法がないとか、
いろいろな理由があって、タンパク質からそうい
う古い化石とか、古いサンプルにアプローチする
ことはあまりなかったというのが現実だと思い
ます。
　でも今回妹尾先生かららったもの、冷凍マンモ
スはある意味新鮮ということで、タンパク質の研
究が行われるのではないかということで、研究を
始めております。
　組織化学的な分析は秋田大学で、生化学的な分
析をニッピで行いました。
　マンモスはこのように系統が分岐して、今残っ
ているのはインド象とアフリカ象だけです。

出典： The Yakut Phenomenon：The World Of 
Mammoths

　本には数千年前まで生き残っていたマンモス
もいたかもしれないと書いてありますが、人類が
ちょうどシベリアにいた３，４万年前ぐらい前か
ら急に減ってきて、一万年ぐらい前には絶滅して
しまったというふうに言われています。
　シベリアではいろんなマンモスが見つかって
いまして、特に冷凍、永久凍土にそのまま埋もれ
たものが結構あって、そのまま腐ってしまったも
のがほとんどなんでしょう。これは、もともと掘
りだした骨だけ残したんですよね。マンモスは相
当化石としても保存状態がいいですし、溶けだし
た所がマンモスがたまに人の目に触れれば見つ
かるということなので。

出典： The Yakut Phenomenon：The World Of 
Mammoths

　この写真は、マンモスの本には必ず出てくる人
で、チコノフさんと妹尾先生が一緒にサンクトペ
テルブルクに行ったもので、ジーマ君とマーシャ
君の皮は剥製みたいな感じになっています。内臓

第二部
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はアルコールにつけてとっていて、この組織の一
部を妹尾先生がもらってきて分析するというこ
とになっております。

　秋田大の分析ではこの肝臓は鍍銀で染まる方
法ですか。

妹尾）どちらも鍍銀で染まっています。線維が細
いと上のように黒く染まって、線維が太いと茶色
く染まっています。

服部）組織学的にもコラーゲンが結構残っている
ということがわかっています。
　肺の組織も肺胞の組織が残っていて、中の細胞
質性の物はありませんけど、細胞外マトリックス
的なものは残っていて、ここを電子顕微鏡で見る

とコラーゲン特有の、コラーゲンが線維になると
一定の間隔が見える縞構造がコラーゲン特有で、
コラーゲンが壊れると見えないので、コラーゲン
がきちんと残っているということがわかってい
ます。組織学的にもわかりました。

　免疫染色もしていただいて、これⅣ型とⅠ型で
染められて、Ⅰ型でも非常によく染まるし、Ⅳ
型でも染まることができるということで、コラー
ゲン的には相当よく残っていて、組織的、形もよ
く残っているというのがわかってきました。

　ニッピではそれの生化学的な分析をしました。
　このマンモス組織は肺組織、肝臓それから生殖
器と書いていましたが、この組織はよくわかりま
せんでした。これは、アルコールに保存してあっ
たものを一部こちらにもいただきました。
　それから象の組織で、これもアルコールに溶か
して保存してあった腎臓と骨です。



−…234…− −…235…−

−18−

出典※１

　それから古くない組織として、新しい組織で象
の物は手に入らないので、これに対応する肺と
か、肝臓、それからコラーゲンのある皮膚などは
対象品として我々が用意したものを使って、分析
をしてみました。
　まず先程言ったようにアミノ酸分析というの
をしてみました。組織丸ごとアミノ酸分析という
のをしております。そうするとマンモス組織で
は、どの組織でもコラーゲン特有のハイドロキ
シプロリンというのが非常にたくさんあります。
グリシンも300に近い、コラーゲンは精製してい
ませんが、そうとうコラーゲンに近いタンパク質
がたくさんあることがわかりました。

出典※２

　一方、これはマンモスではないから絶対同じで
はありませんが、一般的な組織で、とくに肝臓と
かは、普通にはコラーゲン特有のハイドロキシピ
ロリンが非常に少ないです。コラーゲンは10％
以下しか入っていないはずで、長く化石サンプ

ルでは非常にこの率が上がっているということ
で、これはここのマンモスの肝臓が非常にコラー
ゲン多かったというよりは、保存中にコラーゲン
以外のタンパク質がほとんどなくなってしまっ
て、要するにコラーゲンはすごく安定なので残っ
ていたのではないかと思われます。

出典※３

　肺についても、肝臓よりは多いのですが、コ
ラーゲンは非常に少ないですが、マンモスでは多
いと。
　でも皮膚とかは90％ぐらいのタンパク質がコ
ラーゲンなんですけど、皮膚の組織と匹敵するぐ
らい肝臓やどこだろうが皮膚と匹敵するぐらい、
たぶん90％近くはコラーゲンだけになったような
ものとして残っている。他のタンパク質はやはり
分析するのは非常に難しいのですが、コラーゲン
ならかなり残っているのではないかと思います。
　次に実際にこの割合として、コラーゲンの割合
が全体のタンパク質に対するコラーゲンの割合
というのを出してみました。新鮮な組織では肝臓
で10％以下、肺では20％ぐらい、皮膚だと80％
以上。マンモス組織だとどの部分をとっても全体
に残ったタンパク質でのコラーゲンの割合が非
常に高いことがわかります。



−…236…− −…237…−

−19−

出典※４

　これだけコラーゲン残っているんだから、コ
ラーゲンそのものを取り出してコラーゲンの分
析ができるのではないかと思い、いろいろなこと
をやってみました。
　一つはそのまま酸に溶かすという方法。それか
らペプシンというもので溶かして、コラーゲンだ
けを残すという方法をやっています。
　さらにこれはニッピだけしかほとんどやって
いない方法ですが、アルカリ（水酸化ナトリウム）
で無理矢理溶かすということもやっていまして、
これですとだいたい生きているコラーゲンで溶
けてこないものはないというぐらい強力な方法
です。
　普通の新生児のウシだとか胎児のウシだと、こ
の酸だけでほとんど溶けてきます。若いウシはこ
のペプシンで、数カ月のウシだとペプシンでほと
んど溶けてきます。ですが、２才、３才、８才と
かの牛になるとほとんど溶けず、このアルカリと
いう方法を使うとどのウシのサンプルでも全部
溶けてきます。

出典※５

　ということでこの方法でやって調べました。こ
れがコラーゲンで溶けてきたものを電気泳動し
たのですが、全然溶けてこない。ということで非
常にアルカリの方法でも溶けてこないというこ
とで、相当溶かすのは厳しいということがわかっ
てきまして、コラーゲンとしてどの程度完全なも
のが残っているかどうか、このサンプルではわか
りませんでした。
　変性温度の調べ方はいくつかありますが、これ
は熱示唆計というので、温度を上げていくと一定
の所でタンパク質の構造変化をする所で熱の吸
収が変わる、水が凍る時に潜熱があるとか、蒸発
する時に熱を奪うとか、同じような方法で熱の変
化があるので、そこのところで、熱の変化すると
ころを見るという方法で調べています。

出典※６

　コラーゲン自身の変性温度というのは42.3度
ですが、皮そのものを調べると、ヒトでもウシで
も70度ぐらいでコラーゲンの線維がキュッと縮
む点がありまして、ここがコラーゲン分子という
よりもコラーゲンの線維が変化する温度として
わかっています。
　この組織でもこの辺で若干の変化が見られたの
で、なんかやっぱりあるんだろうなと思いますが、
とにかく溶かし出してくるということはできない
けど、何かあるということはわかりました。
　コラーゲンそのものの分析というのはちょっと
難しいということになり、断片でもとれればいい
やということで、先ほどのコラーゲンの３本鎖構
造とかそういうことは一旦忘れて、熱を加えてト
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リプシンで消化してしまうという方法で蛋白質の
断片を片っ端から拾ってきて、それを質量分析計
というので分析するという方法をとってみました。
　質量分析計では、タンパク質の断片になったも
のを片っ端から調べて、信頼度は相当低い所も
ありますが、その配列を調べてそれをデータベー
スと照らし合わせて、出してくれるという方法。
それで調べてみたらかなりいろんなタンパク質
から由来する断片が出てきました。

出典※７

　この配列サンプルでは、いろんなタンパク質が
見えてきたということがわかります。定量性とい
うのは相当低いけれども、上の方に出てくるもの
がたくさんあるということがわかっています。
　これで見てもやはり出てくるのは基本的にコ
ラーゲンで、他の物はほとんどない。１個出てき
たのはこれですね。ヘモグロビンのβチェーンと
いうのは出てきましたので、血液成分はやっぱり
もともとたくさんあるせいか、若干残っている可
能性はあります。
　全体の配列の中の何パーセントぐらいこれに一
致したものがあるかというと、全体のコラーゲン
のうちの半分ぐらいは読めそうな状態。これだと
15％。基本的にコラーゲンのⅠ、Ⅲ、Ⅹもありま
すけど、これになると信頼度相当低いんですけど
も、コラーゲンとしてはやっぱり一般的にあると
いうことがあって、片っ端からまずこれでわかる
ことは何だろうと片っ端から調べてみました。
　見つかってきた、表としては、Ⅰ、Ⅲ、Ⅹ、ⅩⅠ型。

出典※８

　実際に調べる方法は、データとしてはこういう
ピークが出てきて、ピークとピークの間の分子量
を、ここが分子量になって、このピークとピーク
の間が分子量の差で、それぞれの分子量からアミ
ノ酸を調べるという方法で、読めます。Ｃ末から
読むのと、Ｎ末から読むのがあり、Ｎから読んで
いくとQGQGPPG、こういう形で読んで、わかっ
ているデータベースのうちのどれにどの場所に一
致するかというので、どんどん調べていきました。
　これはウシ、ヒトのコラーゲンとの比較ですけ
れども、半分ぐらいの所がヒトのコラーゲンとど
こと相同する場所かというのがわかって、読めた
場所に色を付けてあります。
　信頼度は、これは質量分析の難しい計算をして
いるので私にはよくわかりませんが、この信頼度
として高いものは緑で示し、低い方は赤で示して
あります。こういう配列が出てきました。ここの
灰色の所は読めなかった所になります。

出典※９

　これはα１鎖、α２鎖でも同じように60％ぐ
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らいが見えてきまして、読んでみましたというの
があります。
　結局、アミノ酸の質量分析、これはうまくで
きましたが、コラーゲンの分析がうまくいかな
かった。
　私らの感触では、たぶんコラーゲンの分子は保
存中でもすごく安定していても、抽出は自然界で
の状態ではなくて、発掘後アルコールにずっと保
存してあった、こちらの固定方法のせいで抽出で
きないのではないかと思い、特に固定処理してい
ないもののサンプルをやりたいということがあ
りました。
　そのマンモスの牙のサンプルというのは別に
固定処理していなくても手に入れることができ
ます。この度、妹尾先生よりサンクトペテルブル
グのお土産物屋で買ったマンモスの牙で作られ
た親子のマンモスの彫り物と、県内の中学校に寄
贈されたマンモスの牙の一部を切り出していた
だいたものを提供してもらいました。

（マンモスの牙で作られた彫り物）

　この２種類のサンプルを使って、年代測定を
やってみました。放射性炭素年代測定に依頼出し
ました。結果、お土産が１万2770年前のもので、
中学校の牙が２万9000年前。±140年、150年。
　実験は、マンモスの臓器の形態、コラーゲン、
アミノ酸、質量分析を行って、アミノ酸の比較を
し、報告したけれども、エタノールで保存された
ためだと思いますが、コラーゲン分子としては抽
出はうまくいかなかったので、マンモスの牙を
使ってみたということをやってみました。
　ここにはお土産の牙の結果を書いてあります
けれども、同じ事を中学校の牙でもやりました。

出典※10

　方法としては一番確実に取れてくると思われ
る、アルカリ抽出法を使って、100mgのサンプル
使って、100％残っていれば半分近くコラーゲン
だと思いますが、1/100ぐらいですが、この0.7mg
のコラーゲンがとれました。
　マンモスの牙を１回、脱灰して、ペプシンも
やってみた。ペプシン処理とアルカリ処理をやっ
て、それぞれ抽出したものを電気泳動でとってみ
ました。
　ペプシン処理という方法では何も取れてこな
かったけれども、アルカリ処理では、コラーゲン
らしい、ちょっとバンドがこれほどくっきり、ウ
シの皮膚ほどはくっきり見えないんですけども、
バンドが見えてきて、これがα鎖、β鎖、γ鎖と
いうのが見えてきて、コラーゲンがとれたという
ことになりました。
　中学校の牙も始めはもったいないので、のこぎ
りで切り取った際の屑の粉と、それから中心のと
ころがあって。はじめ粉でやって、その方が抽出
の効率がいいだろうと思って、この粉でやりまし
たがこれは全然うまくいかなくてダメかと思い
ました。なるべく芯の方、中の方を割り出して、
そこを100mgとってやったら同じものがとれた
ので、１万年前だろうが３万年前だろうがとれる
ということがわかりました。
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出典※11

　アミノ酸分析をしてみました。マンモスの牙、
だいたいウシと同じくらいのハイドロキシプロ
リンの量があって、グリシンの量もほぼ1/3なの
で、組織に比べてもきれいにコラーゲンがとれた
ということがわかりました。
　次に、変性温度を調べてみました。アルカリ処
理すると全体に変性温度が下がるので、さっきの
ウシは42度でしたが、ウシで同じ方法でとると
35度であります。
　マンモスの方でも、まず３本鎖構造がきちんと
保たれているかどうか、CDという値で見て、こ
こが227m、波長が円偏光二色性でプラスに出る
と、これは三重螺旋ということで、ほぼきれいな
３本螺旋をまいていることがわかりました。
　３本螺旋が何度で崩れるかというのをここで見
ますと、ウシよりも少し低いことがわかりました。
　要するにハイドロキシプロリンというのは遺
伝子からではわからないから、タンパク質でしか
わからない情報で、しかもこういう変性温度を測
れるようなものがとれたというのがまず一つ大
きい。
　さらに変性温度とさっき話しましたように、体
温とか、環境の温度というのは非常に密接な関係
があるので、うまくすればマンモスの体温の推定
か、環境の推定というのが可能ではないかという
ことで、遺伝子の方をいくらやってもわからない
ことがコラーゲンを見ることでわかるんじゃな
いかというのが、大きい知見だと思っています。
　この少し低い変性温度というのはいろいろ可

能性が考えられて、面白いです。ここの電気泳動
のものを質量分析、MALDI-TOFというので分子
量を測るものでとってみました。
　一般的にウシでとったものは非常にきれいに
分子量、91000というバンドが出てきました。
　マンモスのものは、ちょっとブロードになっ
ています。これは全体にブロードになるかと思っ
たら、きちっとこういうのが一つ出て、もう１個、
10000くらいバンドが出ていることがわかりまし
て、一部切れた分子もあるのかもしれないと思い
ます。
　なので少し低い解釈というのがちょっと難し
いけれども、一つの可能性としてはマンモスの体
温が低かったせいか、ちょっと経年変化で一部切
れたことが影響しているのではないかという二
つが考えられます。
　それからコラーゲンというのは細胞をくっつ
ける能力がありますので、この１〜３万年たった
コラーゲンにも残っているかどうかということ
についても調べました。要するに生きたコラーゲ
ンかどうか、いわゆる生の状態かどうかというこ
とを、細胞の接着実験というのをしています。こ
れはヒトの線維芽細胞にコラーゲンをガラスの
上に塗って、くっつけるという方法です。コラー
ゲンがあればコラーゲンにくっつく接着装置の
インテグリンとか、パキシリンというのもある。
こういうものが出てくるはずです。
　ウシのコラーゲン、マンモスのコラーゲン、こ
れは対象として血清蛋白質ですけれども、細胞が
まずマンモスのコラーゲンにもよくくっつくと
いうことで、ちゃんと生きています。
　しかも接着装置に特有のパキシリンが、細胞の
ふちに点状に見えるのがパキシリンなんですけ
ども、マンモスの場合もちゃんときっちり見えて
います。
　細胞がマンモスのコラーゲンだろうが、コラー
ゲンだよと認めてくっついたということになり
ます。BSAだとくっつかない。
　さらに細胞の中の細胞内の骨格というのが発
達しているかどうかのアクチンというのはちゃ
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んとコラーゲンの上では伸びていますし、マンモ
スでもきれいに細胞内骨格においてはっている
状態があります。要するにコラーゲン、機能的に
も生きているコラーゲンがこのサンプルからと
れたということがわかりました。
　マンモスより、たぶん初めてだと思いますが、
未変性のコラーゲンの抽出に成功して、変性温度
も測れました。さらに、生理的にも生きているコ
ラーゲンをとれました。今、お土産品を使ってこ
こまでわかりました。
　中学校でいただいた牙でも同じことを試みて
います。うまくいけば世界中のサンプルを色々使
うことでもっといろんなことができる可能性が
あって、それは我々がやらなくてもみんながやっ
てくれればいいのですが、こういうサンプルを
使って、当時の生きている状態を少しでも想像
か、再現できるような情報がここから得られてく
ることを期待して、今日の話を終わりにします。
　以上です。

出典※１〜９：Yokosuka science festa 2009桐山ら
出典※10・11：第51回結合組織学会2010桐山ら
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（1）女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会報告書

第１回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2011年2月7日(月)…15:30 ～ 16:10

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室

出 席 者 吉村学長、對馬、妹尾、渡部各委員

議 事 平成22年度第1回女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会

1.… 報 告 事 項 ・平成21年度第1回女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会議事要旨（案）に
ついて

・平成22年度活動実績について
・平成23年度活動予定について

2.… 審 議 事 項 ・…平成21年度第1回女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会議事要旨が確認さ
れた。

・…代替要員制度の構築案について説明があり、各機関保有の情報の提供と運用に関して審
議した。

・平成23年度の活動予定について審議した。

3.… 決 定 事 項 ・…代替要員制度の構築については、コンソーシアム秋田にも協力を依頼し進めていくことが
提案され了承された。

・…平成23年度の活動予定について、プロジェクト最終年度であるため成果を出すための活動
をしていくことなどが提案され了承された。

4.…今後の進め方 ・特になし

特 記 事 項 ・特になし
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（2）女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会報告書

第１回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

第２回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年4月26日(月)…14:30 ～ 15:15

場 　 　 所 本部管理棟第一会議室

出 席 者 女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員…8名

議 事 平成22年度第１回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

1.… 報 告 事 項 ・…平成21年度第3回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会議事要旨（案）の
確認

・平成22年度の事業について
・その他

2.… 審 議 事 項 ・平成22年度の事業については、メールによる提案募集と審議承認とすることを承認された。

3.… 決 定 事 項 ・議事要旨（案）についての承認と、平成22年度の事業について承認された。

4.…今後の進め方 ・特になし

特 記 事 項 ・特になし

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年6月25日

場 　 　 所 持ち回り(メール会議)

出 席 者 女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会委員…15名

議 事 平成22年度第２回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

1.… 報 告 事 項 特になし

2.… 審 議 事 項 ・…秋田大学男女共同参画推進室のホームページのWEBアンケートの実施について、メール
会議で審議した。

3.… 決 定 事 項 ・…秋田大学男女共同参画推進室のホームページのWEBアンケートの実施について承認され
た。

4.…今後の進め方 ・特になし

特 記 事 項 ・特になし
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第３回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年7月5日(月)…14:30 ～ 15:20

場 　 　 所 本部管理棟第二会議室
出 席 者 女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会委員9名

議 事 平成22年度第3回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会
1.… 報 告 事 項 ・講演会 ｢北欧における女性の社会進出｣ の開催について(8月20日)

・シンボルマークの決定及び表彰式について
・コロコニガイドブック～仕事と育児・介護の両立のために～について
・ホームページWebアンケートについて
・セミナーの開催について(8月4日)
・その他

2.… 審 議 事 項 ・平成22年度第1回及び第2回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会
議事要旨（案）の確認

・大学間連携合同シンポジウムの開催について(7月20日)
・下半期の活動について

3.… 決 定 事 項 ・平成22年度第1回及び第2回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会
議事要旨（案）が了承された。

・大学間連携合同シンポジウム(7月20日)の開催が了承された。
・下半期の活動として、国際シンポジウムの開催が了承された。

4.…今後の進め方 ・学内のイベント等の実施にあたってはメール会議等で審議することとした。
特 記 事 項 ・特になし

第４回　女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

プ ロ グ ラ ム 女性研究者支援モデル育成

課 題 名 大学間連携と女性研究者支援in秋田

実 施 日 2010年11月12日(金)…14:30 ～ 15:30

場 　 　 所 本部管理棟第三会議室
出 席 者 女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会委員7名

議 事 平成22年度第4回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会
1.… 報 告 事 項 ・上半期事業報告

・大学間連携事業について
・京都大学合同シンポジウム報告
・次世代モデル育成事業ついて
・コンシェルジュ・デスクについて
・その他

2.… 審 議 事 項 ・平成22年度第3回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会
議事要旨（案）の確認

・国際シンポジウムの開催について
3.… 決 定 事 項 ・平成22年度第3回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会

議事要旨（案）が了承された。
・…国際シンポジウムの企画等及びパネリストを、学内の外国人教員とプロジェクト運営委員か
ら選出することが了承された。

4.…今後の進め方 ・…国際シンポジウムのパネリストの推薦・決定等については、メール会議で審議することとした。
特 記 事 項 ・特になし
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（3）他大学機関等シンポジウム参加・調査報告・来訪記録
（３）他大学機関等シンポジウム参加・調査報告・来訪記録

日時 開催場所 目的
平成22年4月8日（木）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成22年7月23（金）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成22年8月23（月）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成22年9月6日（月）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成22年9月20日（月）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成22年10月5日（火）～6日（水）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成22年10月22（金）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成22年11月5日

本学からの出席者

黒田里美（スタッフ）

中井正宏（人事課　総括主査）

秋田大学
男女共同参画推進室

秋田大学
男女共同参画推進室

岩手大学男女共同参画推進室からの調査訪問（岩手大学男
女共同参画推進室長：菅原悦子氏、課長：石戸谷昌実氏）

妹尾春樹（女性研究者支援モデル育
成プロジェクト運営委員）

渡部育子（男女共同参画推進室長）

ノルウェー王国大使館主催、内閣府後援セミナー「ワー
ク・ライフ・バランスがビジネス成功の鍵を握る？」参加

ノルウェー王国大使
館アークティック・
ホール

弘前大学男女共同参画推進室からの調査訪問（弘前大学男
女共同参画推進室　副室長：高瀬雅弘氏）渡部育子（男女共同参画推進室長）

秋田大学
男女共同参画推進室

秋田県中央男女共同参画センターからのイベント告知訪問

渡部育子（男女共同参画推進室長）

京都大学
女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジ
ウム「未来を築く女性研究者の飛翔に向けて」参加渡部育子（男女共同参画推進室長）

菅原妙子（スタッフ）

中井正宏（人事課　総括主査）

中川　徳子（スタッフ）

秋田大学
男女共同参画推進室

秋田大学教育文化学部の学生４名より、男女共同参画推進
の取り組みについてのインタビュー渡部育子（男女共同参画推進室長）

平成22年度秋田県男女共同参画講演会「仕事も家族もあき
らめない！ワーク・ライフ・バランス」参加

千葉　進（人事課　課長）

中井正宏（人事課　総括主査）
秋田市文化会館

小ホール

黒田里美（スタッフ）

京王プラザホテル
APEC女性リーダーズネットワーク（WLN)会合「女性による
新たな経済活動の創造～人・自然・文化を活かす～」参加

渡部育子（男女共同参画推進室長）

菅原妙子（スタッフ）
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日時 開催場所 目的
平成22年11月26日（金）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成22年12月15日（水）～22（水）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成23年3月2日（火）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成23年3月3日（水）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成23年3月○日（○）

本学からの出席者

日時 開催場所 目的
平成23年3月○日（○）

本学からの出席者

第一回北東北三大学男女共同参画推進室長連絡会議出席

渡部育子（男女共同参画推進室長）

トロムソ大学、オス
ロ大学（ノルウェー

王国）

男女共同参画の支援調査のためノルウェー王国各大学へ訪
問

妹尾春樹（女性研究者支援モデル育
成プロジェクト運営委員）

岩手大学

日本学術会議講堂
日本学術会議主催公開講演会
「学術における男女共同参画推進の加速化に向けて
～アンケート調査結果の分析を手がかりに～」参加

菅原妙子（スタッフ）

岩手大学
北東北地域の大学連携による男女共同参画推進シンポジウ
ム「男女共同参画から多様な人材が活きる大学へ」出席

渡部育子（男女共同参画推進室長）

菅原妙子（スタッフ）

村井麻衣（スタッフ）

渡部育子（男女共同参画推進室長）

村井麻衣（スタッフ）

黒田里美（スタッフ）

和泉浩（女性研究者支援モデル育成
プロジェクト運営委員）

黒田里美（スタッフ）

○○大学

○○大学
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（4）スタッフ活動記録
（４）スタッフ活動記録

４月 １日（木） 男女共同参画推進室　本部管理棟１階へ移動
コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新

７日（水） ノルウェー王国大使館におけるセミナー
「ワーク・ライフ・バランスがビジネス成功の鍵を握る？」参加

15日（木） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
16日（金） 秋田大学　病児・病後児保育室「ことりのおへや」訪問
22日（木） 男女共同参画推進室H21年度活動記録ポスター完成
26日（月） 平成22年度第１回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会
28日（火） 男女共同参画推進室シンボルマーク募集活動開始（5/25まで）
30日（金） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新

５月 ７日（金） 平成22年度第１回大学間連携連絡会議
12日（水） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
14日（金） コンシェルジュ・デスクミニ研修会（次世代女性研究者育成支援事業について）
17日（月） News letter vol.１　全教職員、各機関へ発送
24日（月） コロコニガイドブック（育児・介護休業制度ガイドブック）作成開始
25日（火） シンボルマーク募集締切り
27日（木） シンボルマークデザイン審査会
28日（金） シンボルマーク選考結果発表・受賞者へ通知

コンシェルジュ・デスクミニ研修会（提案書について）
６月 ２日（水） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新

４日（金） コンシェルジュ・デスクミニ研修会（個人情報と守秘義務について）
７日（月） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
９日（水） シンボルマークデザイン完成
11日（金） コンシェルジュ・デスクミニ研修会（育児介護休業法改正点について）
14日（月） シンボルマーク表彰式
16日（水） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
23日（水） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
25日（金） 平成22年度第２回大学間連携連絡会議

平成22年度第２回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会（ﾒｰﾙ会議）
28日（月） 「男女共同参画推進室のシンボルマーク決定」記事　文教速報掲載

「男女共同参画推進室のシンボルマーク決定」記事　文教ニュース掲載
29日（火） 第２回コンシェルジュ・デスク相談員研修会

「個人情報と守秘義務」～困ったこと、迷ったことありませんか？！～
30日（水） News letter vol.2　全教職員、各機関へ発送

コロコニHP更新作業、コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
７月 １日（木） 講演会「北欧における女性の社会進出」ポスター・チラシ発送

５日（月） 平成22年度第３回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会
７日（水） コロコニHP更新作業
９日（金） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
15日（木） 8/4講演会「なぜ女性科学者は少ないのか？」ポスター・チラシ　全教職員、各機関へ発送
16日（金） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
20日（火） 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」

講師　岡崎仁美氏急病により中止
23日（金） 岩手大学より調査視察訪問
27日（火） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新

８月 ２日（月） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
４日（水） 講演会「なぜ女性科学者は少ないのか？」開催
６日（金） 平成21年度科学技術振興調整費の確定調査　
９日（月） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
11日（水） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
18日（水） webアンケート開始
20日（金） 講演会「北欧における女性の社会進出」開催
23日（月） 弘前大学より調査視察訪問
26日（木） 大学間連携合同シンポジウム　ポスター・チラシ　学内、各機関へ案内発送
27日（金） 講演会「なぜ女性科学者は少ないのか？」開催記事　文教速報掲載
28日（土） 講演会「北欧における女性の社会進出」開催記事　秋田魁新報社掲載
30日（月） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新

日　付 実　施　内　容
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９月 １日（水） コロコニガイドブック～仕事と育児・介護の両立のために～　全教職員、各機関へ発送
２日（木） 京都大学合同シンポジウム用報告要旨・ポスターデータ送付

コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
３日（金） News letter vol.3　全教職員、各機関へ発送
６日（月） 秋田県中央男女共同参画センターよりイベント告知の来室

講演会「北欧における女性の社会進出」開催記事　文教ニュース掲載
７日（火） 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」開催
14日（火） 京都大学合同シンポジウム用ポスター完成

コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
20日（月） 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」開催記事　文教ニュース掲載

APEC　女性リーダーズネットワーク（WLM）会合参加
22日（水） 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」開催記事　文教速報掲載
27日（月） 平成22年度第３回大学間連携連絡会議
30日（木） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新

10月 ５日（火）～
６日（水）
14日（木） コロコニHP更新作業、コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
15日（金） 大学間連携ニーズ調査
20日（水） 講演会「北欧における女性の社会進出」活動紹介書完成　各関係機関へ発送
22日（金）
25日（月） 秋田県内８大学へ「男女共同参画推進のための大学間連携に関するニーズ調査」の依頼

国際教養大学、県立大学へ「大学間連携による代替要員制度に関するニーズ調査」の依頼
28日（木） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新

11月 １日（月） 「親子でサイエンス　ようこそ！コラーゲンの世界へ」ポスター・チラシ　各関係機関へ発送
５日（金） 男女共生論受講学生による男女共同参画推進室の訪問とインタビュー
10日（水）
12日（金） 平成22年度第４回女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会
17日（水） サイエンスセミナー「体のなかのコラーゲンの役割」ポスター・チラシ　各関係機関へ送付
18日（木） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
19日（金） 秋田大学男女共同参画の取り組み掲載　内閣府発行　月刊総合情報誌『共同参画』１１月号
22日（月） 「女性教員・若手教員等に対する支援　【秋田大学】」記事　文教ニュース掲載
25日（木） News letter vol.4　全教職員、各関係機関へ発送

コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
26日（金） 岩手大学にて男女共同参画推進室長会議開催、出席（岩手大・弘前大・秋田大出席）
29日（月） 大学間連携合同シンポ「男女共同参画の現状と課題」活動紹介書完成　各関係機関へ発送

12月 ２日（木） 「コロコニガイドブック」を使用した工学資源学部　奥山栄樹准教授による
「男女共生論」の特別講義授業へ参加

６日（月） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
７日（火） コロコニHP更新作業
14日（火） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
15日（水）～
22日（水）
20日（月） ｢基本的な相談の受け方（応用編）」リーフレット　全教職員・各関係機関へ発送
23日（木）
24日（金）

1月 ４日（火） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
17日（月）

ポスター・チラシ完成　各関係機関へ発送
19日（水） 平成22年度秋田大学男女共同参画推進フォーラムポスター・チラシ完成　各関係機関へ発送
24日（月） 「親子でサイエンス　ようこそ！コラーゲンの世界へ」開催記事　文教ニュース掲載
26日（水） News letter増刊号についてのミーティング
28日（金） 平成22年度第4回大学間連携連絡会議

News letter vol.5完成　全教職員、各関係機関へ発送
コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新

２月 ４日（金） 「親子でサイエンス　ようこそ！コラーゲンの世界へ」開催記事　文教速報掲載
７日（月） 平成22年度女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会
14日（月） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
16日（水） 平成22年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム開催
18日（金） News letter増刊号 vol.6完成　全教職員、各関係機関へ発送
21日（月） 国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」開催
22日（火） 信州大学より調査視察訪問

国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」開催記事　讀賣新聞掲載
24日（木） 国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」開催記事　

秋田魁新報社掲載
25日（金） コンシェルジュ・ブログ「コロコニだより」更新
28日～ 岩手大学パネル展「北東北国立三大学連携男女共同参画シンポジウム開催記念　
２日（水） 岩手大学で活躍する女性研究者」にてパネル展示

国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」

秋田県男女共同参画講演会「仕事も育児もあきらめない！ワーク・ライフ・バランス」参加

第3回コンシェルジュ・デスク相談員研修会　「基本的な相談の受け方（応用編）」

サイエンスセミナー「体のなかのコラーゲンの役割」開催
「親子でサイエンス　ようこそ！コラーゲンの世界へ」開催

男女共同参画の支援環境調査のためノルウェー王国　トロムソ大学・オスロ大学を訪問

京都大学　女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウム参加
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３月 ２日（水） 日本学術会議主催公開講演会「学術における男女共同参画推進の加速化に向けて」
―アンケート調査結果の分析をてがかりに―参加

３日（木） 北東北地域の大学連携による男女共同参画推進シンポジウム
―男女共同参画から多様な人材が活きる大学へ―出席

11日（金） 「親子でサイエンス　ようこそ！コラーゲンの世界へ」リーフレット完成
「サイエンスセミナー　体のなかのコラーゲンの役割」活動紹介書完成　各関係機関へ発送

22日（火） News letter vol.7完成　全教職員へ発送

平成22年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム活動紹介書完成
国際シンポジウム「持続可能な男女共同参画のあり方を探る」活動紹介書完成
秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業　秋田大学男女共同参画資料集完成
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（5）製作物

 

地域女性の研究者支援 

のための調査・企画と 

代替要員制度の構築 

 
 

      

     講演会・シンポ 

     ジウム・フォー 

     ラム・FDの 

     企画・実施 

 

 
 
次世代女性 
研究者育成 
  支援 

 
 

支援相談窓口（コンシェル
ジュ・デスク）の設置、コー

ディネーターの配置 

 

•H２２．３  
 男女共同参画に関する意識調査報告書
の発行 

• H２１．１０．１７ 内閣府・男女共同参
画推進室連携会議・秋田大学男女共
同参画シンポジウム実施 

• H２２．２．１９ 平成21年度秋田大学
男女共同参画推進フォーラム実施 

• H２２．３．５ 男女共同参画講演会
「男女共同参画推進を考える」実施 

• H２１ .１２．２３ 
 女子中高生向けセミナー『あなたも、
もしかしたら工学女子？』実施  

• H２２．２ 
 「男女共同参画推進室コロコニ」 HP開設 
• H２２．２．２ 
 コンシェルジュ・デスク相談員研修実施 
• H２２．３ 「ことりのおへや」HP開設 

平成21年度文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業 
秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」 

３月５日 
「男女共同参画推進
を考える」講演会の
様子 

２月19日 
男女共同参画推進
フォーラムの様子 

  秋田大学 男女共同参画推進室coloconi
平成21年度 活動記録 

２月２日 
コンシェルジュ・デスク 
相談員研修会の様子 

お問い合わせ Tel ：018-889-2260 
Fax：018-889-3186 
E-mail：sankaku@jimu.akita-u.ac.jp 秋田大学男女共同参画推進室

〒010-8502 
 秋田市手形学園町１－１ 

10月17日 
シンポジウムの様子 

男女共同参画推進室
コロコニリーフレット 

コロコニホームページ
検索手順（チラシ） 

男女共同参画資料集 

コンシェル
ジュ・デス
クご案内
カード（名
刺サイズ） 

その他の刊行物 

平成21年度活動紹介書 

男女共同参画に関する 
意識調査報告書 

基本的な相談の 
受け方 

Girls プチ Labo 

男女共同参画 
シンポジウム報告書 

男女共同参画推進を考える 男女共同参画推進フォーラム 
実施報告書 

男女共同参画推進室 
コロコニ 

12月23日 
『あなたも、もしかしたら工学女子』の様子 
約30名の女子中高生が参加 

託児室も完備 

coloconi
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 ニュースレター・ホームページ・ブログ 

   

col ocon i
 シンボルマーク 

         

秋田大学 男女共同参画推進室coloconi
  〒010-8502  秋田県秋田市手形学園町１番１号
  TEL:018-889-2260 FAX:018-889-3186 E-mail :sankaku@jimu.akita-u.ac.jp
  URL：http://www.akita-u.ac.jp/coloconi  

秋田大学   平成２１年度採択 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

       

       

       

女性研究者数・比率の増加
     15％→18％

ワークライフバランス
の改善

次世代女性研究者育成

育児・介護休業の取得
しやすい職場環境

     

建物外観 家庭的な雰囲気
のおへや

研修会の様子 小冊子

コンシェルジュ・デスク研修会 育児・介護ガイドブック 

シンボルマーク表彰式 

サイエンス講義 

講演録冊子の作成・配布 

大学間連携合同シンポジウムの開催 

連携連絡会議の開催
 ・第1回 H22.2月
 ・第2回 H22.5月
 ・第3回 H22.6月
共催
 ・秋田県立大学
 ・国際教養大学

講演会の開催 

講演会の開催 

期 待 で き る 効 果 

柔 軟 な 支 援 体 制 の 構 築

県内大学間 連携体制の構築 

意 識 啓 発 活 動

次 世 代 育 成 事 業
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4．全学的な男女共同参画推進体制の充実
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（1）委員会名簿
 

 

女性研究者支援モデル育成プロジェクト管理委員会 

 

 

 

   氏    名 

 

    職      名 

 

   任     期 

 

  備   考 

 

 

◎吉 村   昇 

 

 對 馬 達 雄 

 

 妹 尾 春 樹 

 

  渡 部 育 子 

 

 

 学 長 

 

 理事 総務担当（副学長） 

 

 医 学 系 研 究 科 教 授              

 

 教 育 文 化 学 部 教 授              

 (学長補佐(男女共同参画担当)) 

 

 

 プロジェクト期間中 

 

         〃 

 

         〃 

  

         〃          

 

     

 

 

 委員長 

 

 庶 務 担 当：人 事 課          

 

 ◎印は委員長を表す。 
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女性研究者支援モデル育成プロジェクト運営委員会 
  

   氏    名      職      名    任       期 備  考 

 

◎ 渡 部 育 子 

 

 

   四反田 素 幸 

 

  和 泉   浩 

 

   奥 山 順 子 

 

   阿 部   寛 

 

   妹 尾 春 樹 

 

  金 子 善 博 

 

   鈴 木 圭 子 

 

   上 村 佐知子 

 

   中 村 雅 英 

 

  奥 山 栄 樹 

 

   坪 井 ひろみ 

 

  山 口 留美子 

 

川 畑 智 子 

 

学長補佐(男女共同参画担当) 

 教 育 文 化 学 部 教 授  

 

 教 育 文 化 学 部 教 授  

 

 教育文化学部准教授 

 

 教育文化学部准教授 

 

 医 学 系 研 究 科 教 授  

 

 医 学 系 研 究 科 教 授  

 

 医学系研究科准教授 

 

 医学系研究科准教授 

 

 医 学 系 研 究 科 助 教  

 

 工 学 資 源 学 部 教 授  

 

 工学資源学部准教授 

 

 工学資源学部准教授 

 

 工学資源学部准教授 

 

男女共同参画推進 特任准教授 

 

2010年４月～2011年３月 

 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

 委員長 

 庶 務 担 当：人 事 課   
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5．参考資料
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出典：内閣府発行　月刊総合情報誌「共同参画」11月号
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秋田魁新報社　平成22年８月28日掲載
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讀賣新聞　平成23年２月22日掲載
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秋田魁新報社　平成23年２月24日掲載



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

秋田大学「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」 

平成 22 年度 活動紹介書 

 

発 行  2011 年 3 月 

編 集  国立大学法人秋田大学 男女共同参画推進室 

連絡先  〒010－8502 秋田県秋田市手形学園町１番１号 

TEL   018－889－2260 

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