
理工系女子
応援講座、開講！

女性技術者・
研究者による

30

学生にとって、卒業後の進路をどうするかは大きな問題です。中でも、
女性の比率が低い理系の女子学生にとっては、自分と同じ理系出身の女
性がどのように働いているのか？　は、特に気になるところでしょう。
そんな理工系女子の悩みに応える講座が、2018 年 2 月 6 日（火）に
埼玉大学大学会館ラーニングコモンズにて開催されました。
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れる職場環境づくりを行う企業等を、
多様な働き方実践企業として認定」す
るものです。2018年2月時点、2,480
社の事業所が認定されています。
講座の開催に先駆けて、埼玉大学　

男女共同参画担当の堀田香織副学長か
ら、「本学の男女共同参画の実現に向
けて現在問題となっているのが、理系
の女性研究者が少ないということです。
今回、県のウーマノミクス課の協力を
得て、県内で活躍している女性研究者
の話を聞く機会を設けられたことを嬉
しく思います。大学に限らず、県内の
女性研究者や技術者を増やすために、
本セミナーが貢献することを期待して
います。」との挨拶がありました。

挨　拶　埼玉大学副学長（男女共同参画担当）堀田香織
講演 1　国立研究開発法人　理化学研究所　永澤生久子 氏
講演 2　ボッシュ株式会社　夏秋久美 氏
講演 3　株式会社エンプラス研究所　稲岡夏希 氏
交流会、質疑応答タイム

2018年2月6日（火）、埼玉県主催、
埼玉大学男女共同参画室の共催で「女
性技術者・研究者による理工系女子応
援講座」が開催されました。
この講座は、埼玉県内で活躍する女

性の方々に、現在の仕事内容や働き方
などを語ってもらうもので、今回は埼
玉県実施の「多様な働き方実践認定制
度」に認定されている国立研究開発法
人　理化学研究所（理研）、ボッシュ株
式会社、株式会社エンプラス研究所か
ら登壇者が招かれました。
「多様な働き方実践認定制度」とは、

「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」
の一環として行われている制度で、「仕
事と子育て等の両立を支援して、男性
も女性も誰もが生き生きと働き続けら

国立研究開発法人　理化学研究所　永澤生久子 氏

ボッシュ株式会社　夏秋久美 氏

株式会社エンプラス研究所　稲岡夏希 氏

プログラム program

埼玉大学副学長（男女共同参画担当）堀田香織

働きやすい環境を実現する企業で
活躍する女性たちが登壇
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用して、今までにない新しいメカニズ
ムでがん細胞を殺すことのできる化合
物の探索を行っています」と研究内容
を説明しました。
永澤氏が、がん研究に取り組み始め

たのは修士（博士課程前期）1年の頃に
遡ります。「天然物から化合物を単離
し、構造や活性を研究するモノトリ研
究に取り組んでいました。有機化学系
の研究室に所属していたのですが、自
分が研究する化合物の生理活性につい
て探究したくなり、その頃から、生物
系の研究室でも研究を行うようになり
ました。」その時に出合ったがん細胞
のユニークさに惹かれ、がんの研究を
してみたいという強い気持ちが生まれ
たそうです。

さらに講演では「研究者の道を選択
した明確な理由はありません。ただ面
白いと感じたものに向かった結果、こ
のような立場になりました」と語ると
同時に、参加した学生に向け「学生時代
は様々な可能性があった方がよい。最
初から自分の可能性を狭めず、偶然の
出合いも大切にしてほしい。面白いと
思うことは、研究をする上で非常に大
事なエネルギー源になるので、面白く、
魅力的に感じる対象を慎重に考えてほ
しい」というメッセージを送りました。
自身の経験を交えながら、様々なこ

とを経験することの重要性を説いた
講演内容は非常に説得力があり、学生
たちも真剣な面持ちで聞き入ってい
ました。

本講座、最初の講演者は日本で唯一
の自然科学の総合研究所として、幅広
い分野で先導的な研究を進める理化学
研究所に所属する永澤生久子氏が務め
ました。
埼玉県和光市に位置する理研の環境

資源科学研究センター　ケミカルバイ
オロジー研究グループで基礎科学特別
研究員を務めている永澤氏は、明治薬
科大学の薬学部出身で、修士まで同校
の大学院で過ごした後、公益財団法人
がん研究会・がん化学療法センターで
3年間研究を続け、博士号を取得した
といいます。
そして、現在の職に就いた2017年4

月から、「約3万種の化合物が登録され
ている理研の化合物ライブラリーを活

可能性を狭めないように、
偶然の出会いを大切に——
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業という職種についても「一般の営業
職とは異なり、顧客が持つ課題に対し
自社の技術力でどう解決するかを提案
する業務です」と解説しました。つまり、
どちらの職種も理系の知識が必要不可
欠で、理工系出身者が活躍できるフィー
ルドは、必ずしも研究の現場だけでは
ないということを示唆したのです。
　講演の最後には「コミュニケーショ
ン能力や語学力を活かしたいと考え、
技術営業やプロジェクト統括という職
種があるボッシュを選びました」と自
身の経験を語り、「それ故、就職を考え
る際には、自分がやりたいことや自分
のキャリアパスなどを慎重に分析して
進路を決めてほしい」と自分を知るこ
との重要性に触れ、話を締めくくりま
した。

い環境が整備されていると話されま
した。
続いて語られた、仕事のやりがいに

ついては、「基礎研究は、毎日研究を続
けた結果、成果が出る瞬間を実感でき
ること、製品の分析では顧客から感謝
されることがやりがいにつながって
いる」と説明しました。
そして「自分自身にとって、働く意

義は人生を豊かにすること」であり、
仕事が新たな自分の発見や人脈の拡
大につながっていることを述べられ
ました。「就職活動は大変だが、自分の
ためになると考えて就職活動を楽し
んで欲しい」と学生たちにエールを送
りました。
講演後には、参加学生が3グループ

に分かれ、登壇者と直接話ができる交

流会が実施されました。学生からは、
就職活動に対する悩みのほか「学生時
代に学んだことが仕事にどのように
生かされているのか？」「博士課程に
進むべきか」「理系で学んだ意義はど
のようなものか？」などの疑問が投げ
かけられました。学生からのたくさん
の質問に、永澤氏、夏秋氏、稲岡氏が親
身になって、そのような質問一つひと
つに丁寧に答えている姿が印象的で
した。
終始和やかな雰囲気で進行した本

講座は、第一線で活躍する理系出身の
女性から直接話を聞く貴重な機会と
なり、講座終了後には「とてもために
なった」という声が聞かれるほど、学
生たちにとって、充実した時間になっ
たようです。

　続いて、登壇した夏秋久美氏が勤め
るボッシュは、日本国内には埼玉県東
松山市などに開発拠点を持つ、グロー
バル規模で革新のテクノロジーや自動
車関連のシステム、パーツなどを提供
するリーディングカンパニーです。
　パワートレイン・ソリューションズ
事業部　CV／OR営業・プロジェクト
統括部門に所属する夏秋氏は、理系出
身ながら、研究・技術職ではなく、船や
建機などのサイズの大きなエンジンを
開発するプロジェクトにて、社内外の
調整などを行う「プロジェクトマネー
ジメント」を担当しています。
　講演では、自身の業務について「製品
の知識はもちろん、エンジンなどの技
術的な知識が必要不可欠」と説明する
とともに、同じ部署に在籍する技術営

3人目の登壇者はエンプラス研究所
の稲岡夏希氏が務めました。エンプラ
ス研究所は、エンジニアリングプラス
チック及びその複合材による高精度・
高機能に特化した精密機構部品メー
カー、エンプラスのグループ会社だと
いいます。
稲岡さんは、同社の分析解析セン

ターで、基礎研究や親会社の製品の分
析などを行っているとのことです。
講演では、エンプラスの事業内容を

説明するとともに、グループ全体の女
性社員の状況などが紹介されました。
稲岡氏は「日本国内の従業員約500

名の内、女性の比率は約14％程度と
女性の人数は多いとはいえません。し
かし、育児休業取得率や育児休業から
の復帰率が高い」と、女性が働きやす

理系で学んだことを活かせるのは
研究・技術職だけではない

仕事は人生を豊かにする糧になる——
そう考えて就活を楽しもう
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Seminar
2018年３月10日（土）、放送大学 埼玉学習センター講堂にて、「女性科学者
の芽育成プログラム特別セミナー」を開催しました。
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Symposium
2018年３月24日（土）、埼玉県立近代美術館講堂にて、国際シンポジウム

「ASIA in Modern」を開催しました。

International Symposium:

ASIA in Modern 
This symposium aims to deepen friendly relations between Japan and other Asian countries, and to encourage 
students to enter the Ph.D. program of Saitama University. In the symposium, female researchers including Ph.D. 
students will make their research presentations in order for the audience to experience the attractive Ph.D. program 
of Saitama University.  

Presentation Language: English   Q&A Language: English and Japanese 

Presenter:   Engr. Ayesha Dilrukshi, Ph.D.   Udayagee Kumarasinghe    Naw Jacklin Nyunt 
Econ. Harumi Kanzawa, Ph.D. 

 MC:         Econ. Naoya Tatsuzawa    Yumi Takahashi 
(Q&A) Interpreter: L. Arts Misaki Sakamoto 
 Receptionist:  Econ. Yumi Kondo    

L. Arts Ami Yashiki    Mamiho Shimizu 

/ Date:       2018 3 24 / March 24th Sat. , 2018  
 Doors Open 13:30 
 Research Presentations 14:00 15:45 
 Celebratory Photo Session 16:00 16:30 

/ Venue: / The Museum of Modern Art, Saitama
9-30-1

9-30-1, Tokiwa, Urawa-ku, Saitama-shi, (in Kita-Urawa Park), Saitama 

/ Organizer 
FeRDSU Female Researchers with D Saitama University

/ Cosponsor 
 Saitama University 
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2017年度にキャリアアップ支援を受けて研究された
５名の女性研究者の方々による研究紹介です。
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している人を特定できてしまう場合があります。一般の人
が電磁的ストーカーなどの被害に遭うことなく、安心して
利用できるサービスが必要です。そのため位置情報保護に
ついて、様々な研究が行われています。現在、本研究ではこ
れまで開発してきた位置情報サービスに対する多様な検索
方式を基にして、より頑健な位置情報保護の方式を目指し、
使いやすい、安心できるユーザを守ってくれる位置情報サー
ビスを開発しています。
キャリアアップ支援経費を頂き、御礼を申し上げます。

支援経費により、本研究に利用する実験用装置を購入する
ことができました。女性研究者として、大変な時ももちろ
んありましたが、自分ができることから少しずつ自信を持っ
て前向きに進歩してまいりたいです。

近年、スマートフォンやスマートデバイスを用いた多様
なサービスが普及しています。位置と時間に関するデータ
を扱う時空間データベースの研究分野では、位置情報サー
ビスの為の高速な検索方式の開発が注目されています。そ
のような検索の中で、人や車などの移動体が、移動しなが
ら同じ検索を繰り返し、検索結果を常にモニタリングする
タイプの検索は、連続検索と呼ばれています。この連続検
索に対しては、従来多くの研究が行われて来ました。連続
検索は、その性質上、多大な演算を必要としますが、効率が
良いと思われる方式は、safe-region と呼ばれる、同じ検
索結果を与える地図上の領域を求める方式です。以前の研
究では、あまり実用的ではないユークリッド距離に基づく
ものや、道路網を移動する距離でも範囲検索や最近傍検索
などの単純な検索が対象とされました。本研究では、旅行
計画という多大な計算時間を要する検索に対する連続検索
方式を対象として、そのためのsafe-region の高速生成法
を提案しました。この検索は、位置情報サービスの他、地理
情報システムや各種計画問題に適用可能なものです。
  一方、スマートデバイスの活発な利用により、位置情報に
関わるプライバシー問題も重要になっています。位置情報
を自動的に収集し分析される悪質アプリも増えています。
人々の移動履歴と個人情報を組み合わせることにより移動

Htoo Htoo

大学院理工学研究科
助教

各種支援実績紹介

大学院理工学研究科における女性研究者の昇任・登用を促進し、女性教員の上位職比率を増
加させるため、理工系女性研究者に対して研究費を支援します。

対象者： 理工系常勤教員（教授職教員を除く）で次の要件のすべてに該当する者。
 ①キャリアアップに意欲を持ち、高いアクティビティをあげている女性研究者。
 ②外部資金等獲得に意欲的に取り組んでいる女性研究者。
支援額： １名あたり 50万円（2017年度）
審　査： 大学院理工学研究科内で公募の後、選考委員会を設け、選考します。

safe-region を用いるルート検査例

キャリアアップ支援
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Ⅲ 各種支援実績紹介

もかかわらず、その構造はまだ明らかになっていません。
その理由の一つとして、測定に適した氷の作製が困難であ
ることが挙げられます。測定のために透明で均一な氷を作
製する必要があるのですが、ただ水を凍らせるだけでは氷
が白く濁ってしまったりするため、そのような氷を作製す
ることは想像以上に難しいです。学生たちの努力もあり、
我々は透明で均一な氷を作製し、その和周波発生分光測定
に成功しました。その結果、氷表面ではバルクと比べて水
分子の向きが揃っている可能性があり、これまでの理論研
究では実験結果を再現できないことが明らかになりました。
氷表面の分光測定は現在熾烈な国際競争の中にあり、我々
はそれを勝ち抜くべく日々研究
に取り組んでいます。
キャリアアップ支援経費に

よって購入を見送っていた物品
を購入でき、大変感謝していま
す。キャリアアップ支援経費に
関わっている方々や、伴に研究
に取り組んでくれた学生たちを
はじめとする所属研究室の方々
への感謝を忘れずに、さらなる
研究の進展を目指します。

私は現在、ヒメツリガネゴケを材料として、オートファ
ジーと老化の関係をテーマとした研究を行っています。ヒ
メツリガネゴケは、光や栄養が欠乏した場所におかれると
老化とオートファジーの両方を行いますが、両者の関係は
まだほとんど明らかではありません。興味深いことに、オー
トファジーに必要な遺伝子を破壊してオートファジーをで
きなくしたヒメツリガネゴケでは老化の進行が早くなり、
さらに最後には死に至ることが明らかになりました。この
ことは、生存戦略としての「老化」の度合いをオートファジー
が抑制していることを示唆しています。私は本研究を通し
て、植物がもつ環境に応答した生存戦略のメカニズムの解
明を目指しています。
また本研究の遂行に際し、キャリアアップ支援をいただ

き、実験に必要な機材の購入に当てさせていただきました
ことを御礼申し上げます。これを励みにさらなる精進を重
ねたいと思います。

筆者が所属する研究室では、光を使って物質の界面の構
造を調べる研究を行っています。界面は液体や固体などの
異なる均一な相（バルク）に挟まれた境界であり、界面を挟
む相と連続しているにもかかわらず、その構造や性質は相
内部とは異なっています。界面では物質の吸着などの様々
な現象が起こり、その構造を知ることはそれらの現象をコ
ントロールする上で重要です。これまで界面の構造を選択
的に調べることは難しかったのですが、近年和周波発生分
光という界面選択的な手法が開発されました。筆者はこの
手法を用いて氷表面の構造を調べています。
氷は地球上でもっともありふれた物質の一つであり、そ

のバルクの構造はよく調べられています。しかし氷表面は
雷雲の形成や雪結晶の成長などの現象と深く関連があるに

植物は環境条件に応答して、「老化」という現象を引き起
こすことが知られています。老化という言葉にはどのよう
な印象があるでしょうか。生体の機能が徐々に衰退してい
き、最終的には死につながるといったネガティブなイメー
ジがあるのではないかと思います。しかしながら、植物は
老化を引き起こすことによって、むしろ生存を有利にする
ことができるのです。例えば、植物にあたっていた日ざし
が何らかの原因でさえぎられて一部が日陰になると、暗所
におかれた葉は緑色を失って枯れていきます。この現象が、
植物が自発的に行う「老化」であり、葉の緑色の退色は葉の
中に含まれる葉緑体の成分を分解することによって起こっ
ています。葉の主な役割は光合成ですので、暗所におかれ
た葉はその役割を十分に果たすことができません。そこで
植物は役割を果たせない葉の構成成分をすばやく分解して
回収し、別の場所に新たな葉を展開するのに利用すること
で、効率よく生存に必要なエネルギーを融通しているのです。
一方で、環境に応答して自らの構成成分を分解する現象と
して、「オートファジー」が知られています。

野嶋 優妃

井上 悠子

Yuki Nojima

Yuko Inoue

大学院理工学研究科
助教

大学院理工学研究科
助教

ヒメツリガネゴケの原糸体をストレス条件下に置いた際の
老化とオートファジーの影響

作製した透明で均一な水
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うに細心の注意を払いながら実験を繰り返すことで実験結
果の再現性を担保し、作業仮説の証明につながったときは
大きな喜びを感じます。一方、正確な実験結果が作業仮説
に即さない場合は、仮説の見直しも必要になります。仮説
から実験プロセスに至るまで試行錯誤しながら進める点
が、研究の難しさであり楽しさだと思います。
現在の職位では、自分の研究だけでなく大学学部教育や

事務的な業務も行います。種類の異なる複数の仕事を正確
に迅速に行うことが求められる難しさがありますが、この
経験が自身のキャリアアップに繋がると考えて日々職務に
邁進しています。

●自分の研究が一般社会にどのように貢献できるか
光合成は、我々の生活に必要な酸素、食物、燃料などあ

らゆるものの起源と言っても過言ではありません。現在
行っている研究は基礎的な分野ですが、光合成の制御メカ
ニズムを明らかにすることで自在な光合成の制御を実現
し、研究成果の一般社会への還元を目指しています。刻々
と変化する自然環境に応じた光合成の制御を可能にするこ
とは、高い収量を誇る農作物やバイオ燃料の作出へ繋がる
と考えています。

有効です。とりわけ、細胞の膜電位の変化を検出できる膜
電位イメージングは、神経活動を高速かつ直接的に観察が
できることから、近年開発が進んでいます。我々は今回、
新規の膜電位センサーを発現するゼブラフィッシュ系統を
作成し、成長過程にある小脳での神経活動の観察に成功し
ました。さらに、神経活動のカルシウムイメージングと 3
次元画像解析により、小脳において神経回路の 3次元的
なネットワークが作られる過程の観察を行っています。
今後これらの解析法を発展させ、脳の神経ネットワーク

が作られるしくみの理解を深めることにより、私たちの脳
のなりたちの一端を明らかにできると考えています。
本研究の遂行にあ

たりキャリアアップ
支援を頂き心より御
礼申し上げますと共
に、これを励みにさら
に邁進して参りたい
と存じます。

●研究紹介
光合成は、光エネルギーと水から炭水化物を作る反応で

す。光合成を構成する幾つもの複雑な反応の効率は、自然
環境要因（温度や光、栄養条件）に大きく左右されます。
光合成に光は必須ですが、強すぎる光は活性酸素種を発生
させるなど有害です。私は、光による害を抑えて光合成の
効率を高く保つメカニズムの解明を目指しています。特に、
光を集める過程と光エネルギーを化学エネルギーに変換す
る過程に着目しており、遺伝子改変技術や生化学的な手法
で研究を行っています。
本研究助成を用いて、藻類培養のためのインキュベー

ターを購入しました（写真）。私の研究では、原核藻類の
シアノバクテリアや緑藻類のクラミドモナスを用いて解析
を行っています。こちらの装置で培養した藻類を用いて、
強光下での光合成の活性変化や光合成タンパク質の動態を
解析しています。

●研究の難しさと楽しさ
研究を行ううえで試行錯誤はつきものです。過去の知見

等から論理的に組み立てた作業仮説であっても、実験的に
仮説を証明することは容易ではありません。ミスがないよ

動物の脳は複雑な形と機能をもち、多様な行動を制御し
ていますが、これが成長の過程でどのように作られるのか、
そのしくみについては未解明です。そこで、体が透明で脳
の活動を生きたまま観察できるなど、発生・神経科学研究
に適した熱帯魚ゼブラフィッシュを用いて、特に小脳に注
目し、行動の制御に重要なニューロン（神経細胞）が集団
（神経回路）をつくり活動を始めるしくみについて、光技
術や行動実験、生理学を組み合わせて研究を行っています。
神経回路の活動の観察には、光を使ったイメージングが

髙橋 拓子

津田 佐知子

Hiroko Takahashi

Sachiko Tsuda

大学院理工学研究科
助教

研究機構研究企画推進室
大学院理工学研究科
助教

セブラフィッシュ成魚

キャリアアップ支援経
費により購入したイン
キュベーター（左）と
培養中の緑藻クラミド
モナス（右上）。寒天
培地上のクラミドモナ
ス（右下）。光合成に
関連するある遺伝子が
欠損すると、強光処理
後の生育が大きく阻害
される。
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ことを目的としています。職場ではパパ育児に関して情報
交換をする機会、時間が取れなくても（現在は育児情報交
換ランチ会などが開催されている）。同じ志を持つパパ達
と交流が可能であります。さいパパ活動は育児情報交換の
みならず、キャンプ、親子料理教室、親子工作教室（写真 2、
パパサークル活動における親子飾り巻き寿司教室）など多
岐にわたります。
研究では、学会、論文投稿等を通して第三者の意見を取

り入れて進めていきます。子育てについては、親やメディ
アからの情報に偏っている現状にあります。そのため、パ
パネットワークを構築し、情報交換を行うことは、自分の
子育て方法を客観視してブラッシュアップする良い機会で
あると思います。
研究も大事だけど家庭も大事です。そんな男性教員をサ

ポートする制度に謝意を表するとともに、さいパパをオス
スメします。
［1］さいたま市「子育てを楽しむパパを応援しています！
http://www.city.saitama.jp/003/001/009/p050144.html
［2］さいたまパパネットワーク（さいパパ）
https://sites.google.com/site/saipapahome/what

我が家は小学校 1年生および幼稚園年中の子供たちの
育児中です。配偶者は看護師として勤務しています。そ
のため夏休みや冬休みなどの長期休み期間中、とりわけ 8
月は小学校・幼稚園が 1ヶ月以上休みとなるため、家庭
で育児を担当する者が必要です。今回、埼玉大学男女共同
参画室「育児・介護支援制度」のもと「2017年度埼玉大
学男女共同参画室研究補助制度」の支援を受け、家庭での
育児および大学での研究の両立をサポートいただきまし
た。すなわち、8月 1ヶ月間、本学学生による 40時間の
研究補助（データ整理、資料作成 )などの業務に関する支
援を頂きました。従来、妻が勤務日の長期休み期間中は、
子供連れで通勤していたのに対し（写真 1、子供たちと学
食ランチ）、このたびの支援を受け自宅での勤務に切り替
えることができました。
さいたま市は子育て支援制度が充実した自治体であり、

子育てパパを対象とした支援も数多くあります [1]。例え
ば、私も参加している「さいたまパパネットワーク（通称、
さいパパ）」があります [2]。さいパパは、さいたま市と
協働で「さいたまパパスクール」を開催し、子育てに関す
る情報をパパ同士が共有するとともに、パパの輪を広げる

上野 茂昭
Shigeaki Ueno

教育学部
准教授

長期お休み中における子供たちと
学食ランチ

パパサークル活動における
親子飾り巻き寿司教室

この制度は、出産、育児、介護中の埼玉大学常勤教員を対象に、本学に在籍する大学院生又は
3年次以上の学部生を研究補助者、又は事務補助者として措置することで、出産、育児、介護
のために制限される研究活動を支援します。

支援対象者： 埼玉大学常勤教員で以下に該当する方
 （1）本人又は配偶者が妊娠中の者 
 （2）小学校 6年生までの子を育児している者 
 （3）親族（配偶者又は二親等以内の親族に限る）の介護をしている者 
 
支援内容：
支援対象者 1人につき、1名の研究補助者又は事務補助者を措置できます。
研究補助者は支援対象者（又はその代理人）の指示に従ってデータ解析や実験補助、資料作成等の研究補助
業務を行います。事務補助者は事務手続き等の補助的な業務を行います。
支援時間：40時間以内
支援単価：研究補助者 1,000 円 / 時間、事務補助者 900 円 / 時間
利用手続き等の詳細は男女共同参画室WEBサイトをご覧ください。

研究補助制度
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な活躍の場が与えられています。例えば、先日、臨時に組
織された選挙管理委員会などの委員では 4人中 3人が 3
歳以下の子供をもつワーキングマザーが選ばれ、赤ちゃん
も一緒に開票作業に立ち会ったりしたこともありました。
研究では、男女共同参画室の研究補助事業によって文献資
料収集や事務作業を軽減でき、時間効率の良い研究が遂行
できる環境にあります。子育ても仕事もどちらも大変では
ありますが、その時に自分のできる最大限の努力を今後も
続けていけたらと思っています。

●後輩の皆さんへ
Facebook の COOであるシェリル・サンドバーグは、

“Do not leave before you leave.” と言っています。今
いるところで最後まで諦めず粘り強く継続するとともに、
ベストを尽くしていくことで次につながっていくのかもし
れません。私も後輩の皆さんと一緒に頑張り続けていきた
いと思っています。

●仕事も子育ても一歩踏み出すことからはじめよう
　「仕事と結婚と出産と」
　私は人文社会科学研究科(経済系)に所属し、主として国
際マーケティング論を担当しています。主な研究テーマは
小売業の国際化やeコマースであり、日系企業の海外進出
や外資系企業の国内市場参入について研究しています。今
では、仕事をもち、結婚と出産も経験してレポートを書か
せて頂いておりますが、大学在学時からこのような将来像
を綿密に計画し、遂行してきたわけではありませんでし
た。大学の恩師に熱心に勧めていただき研究者の道に入
り、前任校に着任しました。これまで周りの方々に助言を
いただきながら研究や仕事のやり方を教わりながら、ただ
ひたすら走り続けてここまで来たように思います。
確かにこのように申すと自分の人生の選択について何も

深く考えていないのかと誤解を与えてしまうかもしれませ
ん。しかしながら、環境変化のスピードが早い現代におい
て、完璧な計画をたてようとして足がすくんで動けなく
なってしまうより、まずは一歩を踏み出すことからはじめ
るというのもよいではないでしょうか。その時々行ってい
る研究や任務に対して一生懸命に最善を尽くそうと、懸命
にもがきながらなんとか続けているあいだに結婚と出産を
経て、仕事と子育てになんとか邁進している今に辿り着い
たように私は思います。

●子育てと仕事
子育てだけでも、仕事だけでも優劣なくどちらも大変な

一大事業です。一時期、道行く人々をみてみんなすごい
なぁ。子供をもつひとをみるとどうやって生活しているの
だろうと、尊敬の念をもって眺めていたことがあります。
この気持ちは今も変わりません。とりわけ子育てでは、親
としていつも 1年生の気持ちで反省することの多い毎日
です。前任校在籍時に国外研究として家族で渡英して以来、
幼児だった娘は英語で会話をするようになり、帰国後から
はこれまで研究外だった英語を使用した教育や海外勤務の
子女に関する研究についても興味を持つようになりまし
た。さらに、専門の国際マーケティング研究についても異
なる視点が加わることで、より一層興味深い研究分野だと
思うようになりました。本学へ赴任後、子育てについては
学内保育施設であるそよかぜ保育室にて、乳幼児期や入試
の際に手厚く預かっていただけることには多く助けられて
おります。また、校務の仕事では私の所属する研究科にお
いて年齢・性別・家族要因などに関わらず、通常通りに色々

川端 庸子
Yasuko Kawabata

大学院人文社会科学研究科
経済系
准教授

イギリスのリーズにて娘と八重桜をみて日本を慕ぶ
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む人が多いです。頼りっきりになるわけにはいかず、可能
な限り帰って、妻のまとまった研究時間を確保するのは、
やはり私の役割です。
問題は毎年夏にやってきます。私達夫婦の専門とする考

古学では、この時期、実習や研究のため、1ヶ月程度の発
掘調査を行います。夫婦で同時期に発掘を行うわけにはい
かず、娘が保育園の頃は、私が発掘現場をもたず、ほぼ専
業主夫をしていました。しかし、娘は今年から親から離れ
てキャンプに行くなど、活動が変わってきました。おかげ
で私も短期間の発掘を行えるようになり、妻は研究時間が
増えてきたので喜んでいます。ただ、娘と触れ合う時間の
短い私としては、親離れを実感してやや寂しく感じてしま
います。男親には切迫感がないといわれても仕方ないかも
しれないです。

きいときには、少し重い荷物を持っているだけでも周りの
方に心配をかけてしまっていました。重量物の運搬や特別
な作業に限らず、簡単な作業も制度利用で補助を依頼する
と良かったと思っています。
今後、育児と研究の両立していくために、機会があれば

また研究補助制度を利用したいと思います。

育児の時間をつくることは大変ですが、実のところ、私
のような文系の研究者は頭の切り換えのほうが大変です。
睡眠時以外は現在の研究課題が頭から離れず、全く区切り
のない生活を送るのが、同業者の大部分であると思いま
す。私の場合、考古学を専門としていますので、大学を卒
業して以降、普通の旅行をしたことがなく、どこへ行って
も博物館と遺跡がついてきます。そのおかげか、娘は博物
館が嫌いになってしまいました。
妻も同じく考古学を専門としており、小学校低学年の娘

と京都に住んでいます。申し訳ないことに単身赴任である
ので、通常の育児のほとんどが妻の負担となっています。
また、妻の勤務先は私立大学なので、埼玉大学より土日出
勤が多いです。そのため、基本的に毎月 2週、多いとき
は毎週末に帰り、料理や買い物、娘の習い事の送り迎えを
します。仕事の多くはデータ化し、持ち運んだり、クラウ
ドにあげたりして、空いた時間で論文作成を行いますが、
低学年の下校は思いのほか早いです。私がいないときは近
くに住む義父母が引き受けて下さるので大変ありがたいで
す。ただし、父母世代はアクティブで、自分の時間を楽し

妊娠中に研究補助制度を利用して、実験に必要な重量物
の運搬や、脚立に乗って行う作業を学生に依頼しました。
妊娠初期に立てた計画では、数ヶ月間でデータを集めて、
妊娠後期にはデスクワークをまとめて行う予定でした。し
かし実験は全く予定通りには進まず、産前休暇に入る直前
まで実験を行っていました。補助制度を利用する前も同様
の作業を学生にお願いしており、快く引き受けてくれては
いましたが、学生が忙しそうな時には頼むのを遠慮してし
まい、自分で重量物を運んでしまうこともありました。研
究補助制度の利用をすることで、遠慮なく学生にお願いで
きるようになり、大変助かりました。妊娠後期でお腹が大

中村 大介

半田 友衣子

Daisuke Nakamura

Yuiko Handa

大学院人文社会科学研究科
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大学院理工学研究科
助教

キャンプ送迎

臨月
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朝の方が静かに仕事できるので、今は仕事がたて込むと朝
3 時頃に起きます。報告書や学位論文などをインターネッ
ト上で共有して、共同研究者や学生さんに夜間に書いても
らい、早朝に私が手を入れると効率的に進むと、最近、気
づきました。
私の故郷は共働きが多く、母親達は皆、夜明け前に起き

て、田畑と家事をし、フルタイムで勤務し、夜はまた家事
をしていました。それと比較して、私は、職場では上司や
スタッフ、事務の方々、学生の皆さん、家庭では主人や子
供達、保育園や学童にも助けられ、男女共同参画室のご支
援もいただいています。理想的な研究と育児の両立にはま
だまだ程遠い私ですが、多くのご支援をいただく幸せを感
じ、心に余裕を持って、明るく朗らかに、人の役に立つ人
間になりたい
と、今はそれが
目標です。そし
て、できれば、
私しかできな
い研究で社会
に貢献できれ
ばと思ってい
ます。

私は 2009 年に産総研でポスドクをしていた時に長男
を出産、2012 年に学術振興会RPD採用中に次男を出産
しました。長男の時の休暇は、産前 2週間、産後 8週間、
次男の時には産前休暇は取らず、産後 3ヶ月で復帰しま
した。産休の間の新生児の世話は不眠不休で、復帰後には
逆に、自由に休憩し、トイレに行ける幸せを感じました。
復帰してわかったのは「家族が病気では母親は働けない」

ことでした。最初は戸惑いましたが、誰でも「自分が体調
不良で休む」のは当然で、この「自分」が私にとっては「家
族全員」なのだと解釈し、出勤・研究するために、家族の
健康管理に気をつけることとしました。「健康は食事から」
と言いますが、買い物時間がないので、食材宅配を契約し
ました。すると、週末の買い物の負担が減り、メニュー決
めが楽になりました。幸い、息子達は健康な親孝行者です。
また、睡眠不足で当初はイライラしましたが、「（睡眠

を）気にしない」ことにしたら、なぜか楽になりました。

池田 美穂
Miho Ikeda

大学院理工学研究科
准教授

実験室にて
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くれた学生が報酬を経て自分の専門を活かした「仕事」を
体験できたことが良かったようです。身に付けたスキルを
頼られ、発揮することに喜びをもって話す表情には、新た
な成長の一面が感じられました。
今回、頂いた助成では、家族の負担軽減に加えて、学生

さんの研究補助業務体験という点でも貴重な機会となりま
した。また、実務の面だけでなく精神的な充足や成長にプ
ラスだったことが大きな収穫で、恐らくこれが本助成の目
指す一つの到達点なのだと感じた次第でした。このような
助成を実現してくださった各方面の皆様に深く御礼申し上
げます。今後、この仕組みがさらに発展することを願って
おります。

私の場合、教育と研究に従事すると没頭を必要とすると
ころがあって、アタマの中が始終仕事でいっぱいになりが
ちです。帰宅もついつい遅くなってしまい、家族（父）と
しての役割が果たしきれない日々の中、本研究助成の事を
知りました。申請書を書くのに「どこからが研究補助員に
頼める仕事なのか」の線引きを考えるのも不慣れで、業務
の分類からして雑然としていたことに気づかされました。
実際に業務の一部を委託して、いつもより早く帰宅すると
息子（5才）は「おっ、早いねえ、どうかしたの ?」と目
を丸くし、息子（2才）にも同様の表情を浮かべられる始
末。それでも、いつもより早い父の帰宅には喜んだ様子で、
それを見た妻も明るい気分になれたとのことでした。量的
な話で言うと、夫婦間での育児配分の偏りを完全に無くす
には、早く帰れる回数がまだまだ必要なのかもしれません
が、ワンオペ状態で毎日全力を出してくれている妻にとっ
ては、「少し気分が晴れること」というのが非常に有意義
なようでした。他方、大学の側では、研究補助に従事して

川村 隆三
Ryuzo Kawamura

大学院理工学研究科
助教

全力で子育て中の妻
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園と学童の送迎ができる人」。難しい依頼ですが、すぐに
複数の候補者のご提案がありました。そして、ファミサポ
職員さんと一緒に提供会員さんのご自宅で面談をし、要望
を伝え、息子と提供会員さんの顔合わせをしました。
2回目以降は事前面談はありません。精算書類の作成も

ファミサポへの報告も提供会員さんにお任せで、私は直
接お支払いするだけの簡便なシステムです。毎回引き渡
しの場所を変えるなど、細かな要望にも応じていただい
ています。
ファミサポの活用で最も楽になったのは「心」です。「早

く用件を終えて、早くお迎えに行かなければ」という気持
ちが軽くなった上に、いつも快くサポートくださる提供会
員さんの笑顔に癒されています。埼玉大のファミサポ補助
事業によって、多くの方にファミサポさんのサポートが届
くことを祈ります。

私は現在、月に 2～ 3回、出張の日の子供たちの送迎
をさいたまファミリー・サポート・センター（ファミサポ）
に依頼しています。良い提供会員さんをご紹介いただき、
子供達は「今日はファミサポさんがお迎え」というと喜ぶ
ほどです。現状、「ファミサポなしに切り抜けられない日」
があると言えます。
私は 2014 年に埼玉大に着任しました。実家は遠方で、

主人は遠距離通勤。2人の子の送迎は私が担当です。最も
大きな問題は勤務時間の制限で、特に出張の日は、9時前
に子供を送って、電車移動と仕事をし、18時にお迎えと
いう厳しい状況でした。長男の小学校入学でお迎えが学童
と保育園の 2箇所になり、さらにプロジェクト採択で私
の出張が増えると、限界を感じ、2017年初めにファミサ
ポに連絡をしました。
1回目のサポート依頼までは 1ヶ月ほどかかります。

まず、書類を郵送し、ファミサポの「依頼会員」になります。
次は「マッチング」で、依頼内容を伝え、マッチする提供
会員候補を探します。私の依頼は「車で 40分離れた保育

池田 美穂
Miho Ikeda

大学院理工学研究科
准教授

ファミリー・サポート・センター事業（ファミサポ）の育児援助を利用する場合に、その利用
料金の一部を補助します。

利用者：埼玉大学の教職員（非常勤職員の場合は社会保険加入者に限る。）
補助の対象となる者：
（1）0歳から小学校 6年生までの乳幼児・児童
（2）身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている満 18歳に達するまでの子

補助の対象となる育児援助活動：
（1）保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ等の保育開始前・終了後・休みの時の子どもの預かり、

および施設までの送迎
（2）病児・病後児の預かり

補助の対象となる支払報酬は、1家庭あたり月 20時間分が上限です。
※ファミサポの純然たるサービスの報酬以外の会費、食費、交通費、キャンセル料等は補助対象外です。
なお、ファミリー・サポート補助事業を利用するには、当該ファミサポに会員登録が必要です。
利用手続き等の詳細は男女共同参画室WEBサイトをご覧ください。

ファミリー ・サポート補助事業

日本海を望むSAにて
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Ⅲ 各種支援実績紹介

す。我が家に来て頂きサポートをお願いする場合もあれば、
サポーターさん宅で育児をお願いする場合もあります。お
願いする時間は数時間の時もあれば、1日中の時も。ほと
んどのことが両者間の交渉によってとても柔軟に決定でき
ます。前日のお願いだって可能です。
先日、私がインフルエンザに罹った際の話です。問題に

なったのが息子（0歳児）の日中の育児でした。普段は民
間会社のベビーシッターさんに自宅で保育してもらってい
るのですが、親が自宅療養している場合はサービス停止と
なってしまうのです。そこで、すぐに連絡したのが上記の
サポーターさんの皆さんでした。「息子を今日・明日の9:00
～ 17:00 で預かってください」と LINE を送ったところ、
直前のお願いにもかかわらず快諾！無事にこの戦場を乗り
切ることが出来ました。
夕方の買い物・夕飯づくりの 1-2 時間だけ子供を面倒

見ておいてほしい。子供達のお風呂入れを手伝って欲し
い。子供の習い事の送迎をしてほしい。自分が病院に行く
間、子供を見ておいてほしい…などなど、ほんの少しのサ
ポートがあれば心の余裕が生まれ笑顔になれます。御自身
の為に利用するのもよし、御自身が残業や週末出勤の日に
ファミサポさんに来てもらってパートナーの御手伝いをし
てもらうなんて利用の仕方もあっていいと僕は思います。

●「笑顔」の救世主ファミサポを活用しよう！
本学の「ファミサポ補助事業」にはじめて申請した時、

競争が激しくて採用は難しいだろうな…と半ば諦めかけな
がらの申請でした。しかし、蓋を開けてみたら、我が家が
初の申請者。現在も我が家含めてたったの申請 2件との
ことです。
この結果に正直、とても驚き、同時に皆さんにもっとファ

ミサポを使って欲しい！と感じています。ご家庭で育児・
介護をなさっている埼大の教職員の方々は沢山いるはず。
それにもかかわらずこの結果ということは、教職員の方々
（もしくはパートナーの方）が頑張って育児・介護を担っ
ているということだからです。頑張ることも大切ですが、
人に頼ることも大切です。
ファミサポは「地域において育児や介護の援助を受けた

い人」であれば誰でも利用できる制度です（共働き世帯で
なくても利用可能）。育児・介護は時に戦場です。疲れ果て、
心の余裕を奪い、家族や夫婦から「笑顔」奪う戦場です。
ファミサポはそんな笑顔を取り戻してくれる救世主です。
市区町村がそれぞれ独自に実施する「ファミサポ制度」

に登録すると、条件に合う近所に住むサポーターさんを役
所が紹介してくれます。サポーターさんは「近くに住む新
しい家族」のような存在です。ヘビーユーザーの我が家は
4人のサポーターさんを紹介いただいており、サポーター
さん達とは LINE や携帯電話で直接連絡を取り合う関係で

長田 健
Takeshi Osada

大学院人文社会科学研究科
経済系
准教授

第二子（長男）の育児を支えてくださるサポーターさん達



2017年度にベビーシッター派遣事業を利用された教職員の方の体験談です。

46

ベビーシッター代補助事業によるチケット金額は、私た
ちが利用した業者では子供 1人を送っていただく料金を
かなりカバーできる金額でした。ただ子供が発熱したりし
ますと、保育園に通えないためチケットが使えなくなりま
す。この事業では大学に事前に利用予定を申請してチケッ
トを発給してもらうのですが、なかなか予定通りにチケッ
トを消化することができず、面倒をかけているなあと申し
訳なく思ったりもします。
この補助事業は国が実施している事業なのですが、あま

り広くは知られていないようです。またこの数年、毎年運
用が大きく変わったり
して、岐路に立っている
事業であるとも思って
います。国の子育て支援
策の一環として、より利
用しやすくより身近な
事業になっていただけ
ればいいなと思ってお
ります。

私の家庭は、夫婦と子供 2人とで暮らしています。子
供たちはともに保育園に通っており、朝の保育園への送り
にベビーシッターを利用しておりました。私は自宅から職
場への通勤時間がかかるので、朝に送りをやっていただく
ことができて、大変助けになりました。
私たちの場合は、ベビーシッター業者やシッターさんと

の相性にも恵まれたように思います。シッターさんはとて
も親身に対応してくださり、子供もかなりなついておりま
した。通園中に子供といろいろお話などもしていただいて
いたようで、何に興味をもったとかいろいろ教えていただ
きました。

齋藤 広宣
Hironobu Saito

総合技術支援センター
技術職員

ベビーシッターを利用した場合にその料金の一部が助成される制度で、公益社団法人全国保育
サービス協会が実施する事業です。利用には本学が交付する割引券が必要となります。

利 用 者：本学に在籍する教職員で文部科学省共済組合員及び厚生年金保険被保険者
対象となる子：０歳～小学校３年生（世話を必要とする場合小学校６年生まで）
割 引 額：１日あたり 2,200 円

②割引券申込書、請負契約書・注文書等の写し提出

〈概略図〉

③割引券の交付

⑧報告用半券の提出

①利用の申込・請負（利用）契約の締結

④サービス提供指示 ⑤サービス提供

⑥割引券提出

⑦報告用半券の返却

（割引後）利用料金の請求

（割引後）利用料金の支払い
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ベビーシッター派遣事業

バギーに乗って通園しました
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Saitama University

文部科学省科学技術人材育成費補助事業
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）

埼玉大学男女共同参画室ダイバーシティ推進オフィス
住所：埼玉県さいたま市桜区下大久保255
電話番号・ファクス：048-767-4011

メールアドレス：diversity-s@gr.saitama-u.ac.jp

埼玉大学　男女共同参画室
ダイバーシティ推進オフィス




