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は　じ　め　に

　秋田大学の男女共同参画にかかわる取り組みは着実に成果をあげてきました。平成20年3月11

日に策定された「秋田大学男女共同参画推進のためのアクションプラン」、平成21年5月の男女共

同参画推進室の設置、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」による事業の実施が画期となり、ワークラ

イフバランスの理解もより深化したように思われます。男女共同参画推進室では、平成22年度に

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ました。

　今年度のフォーラムでは、男女を問わず、職種を問わず、すべての教職員それぞれがワークラ

イフバランス選択し、充実した仕事と生活を得るためには何が必要かという視点から、新潟大学

企画戦略本部女性研究者支援室長の五十嵐由利子氏を講師にお招きし、講演会「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」を行いました。

　講演では、「新大シッターの保育」という、利用する教職員にとっても、シッターとなる学生

にとってもメリットのある取り組みの紹介をはじめ、「ワークライフバランスという意識を持つ

ことが重要である」という貴重なお言葉を頂戴しました。

　女性研究者支援は政策にも掲げられていますが、この支援を切り口に、男女共同参画は限りな

く推進するものと考えられます。利用できる制度を、すべての教職員が有効に活用し、ワークラ

イフバランスを実現できるよう、男女共同参画推進専門委員会ではよりいっそう努力してまいり

たいと存じます。

　本報告書には五十嵐氏の講演内容と質疑応答を収めました。ご一読いただければ幸甚に存じま

す。   

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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講演  「女性研究者支援を通じて講演  「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」　　　　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  先生五十嵐　由利子  先生

　はじめまして、新潟大学の五十嵐と申しま

す。宜しくお願いします。私はあと１年で定

年なのですが、講演依頼のお話があるとよほ

どでないと断わらないできてしまって、自分

で忙しくしているなとつくづく反省をするの

ですが、でもその中でいろんな方々と交流を

深めることができて、それが研究にも活かさ

れている部分があるかなというふうに感じて

いるところでございます。

　私は男女共同参画だとか、ジェンダーとか、

そういったものを専門にしてきているわけで

はなく、住居学を専門にしてきました。しか

し県の仕事や市の仕事など、あるいは同じよ

うな建築の関係の人達と一緒に勉強会などを

している中で、女性は私１人かあるいはもう

１人いるぐらいでした。それが何の違和感も

なくかなりの期間が過ぎていて、「もっと増

えるといいのにね」というそれぐらいのこと

で、切実に増やさなきゃ、自分から何か行動

を移さなきゃとか、あまりそのように思って

こなかったんですね。ただ女性の先生とか、

若い先生方が困っていることはかなりサポー

トしてあげたいなということで、同じ職場の

中では可能な限りやっていたかなとは思いま

す。

　ちょっと本論に行く前に、16年に大学が法

人化になりましたけれども、15年の時にちょ

うど幼稚園長の最後の任期の直前だったんで

すけれども、「学長特別補佐をやってくれ」

というのを当時の学長が研究室に来られて頼

まれました。

　私自身も女性だからということで、いろん

なことを頼まれているケースもあって、断ろ

うかなという時もあったのですが、私が引き

受けることによってそのあとに続く人がいる

かなという、そんな思いもあっていろんな仕

事引き受けてきて、ここに至ったかなという

気も若干あります。そういう関係で今女性研

究者支援室長ということも引き受けてきてい

ます。
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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

H18H18

H19
H19 12H19 12

H20

19 12

22

22
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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。

20 200920 2009
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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

( 19
17 1817 18
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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

70
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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

2009
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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

2010 82010 8
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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

35 55
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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。

47
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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。

2
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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。
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