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— メッセージ —

男女共同参画室員

今年度は、ワーク・ライフバランス班での役割を頂戴し、
子育て・介護支援、女性職員昇任等について議論してきまし
た。男女共同参画社会基本法に立ち戻って考えてみると、家

2009年に埼玉大学に着任した時に、当時の上井学長か
ら埼玉大学に男女共同参画室を作りたいので、室員になっ
てほしい、と言われました。私自身、大学組織の右も左もわ
からない中、男女共同参画室の立ち上げにかかわり、以降、

埼玉大学の男女共同参画委員会の委員を努めさせていた
だいているのは今年で2年目ですが、私の参加しているダ

庭や地域社会で生活している人びとを市場に追い立てるか
のような近年の風潮には疑問を感じます。なかでも、「女性
の職業生活における活躍の推進に関する基本方針の変更に
ついて」（閣議決定）では、「我が国が持続的な成長を実現し、
社会の活力を維持していくためには、『我が国最大の潜在力』
である女性の力を最大限に発揮していくことが緊要な課題
であることから、その発揮を経済成長のために不可欠なも
のと」するとあります。市場参加＝社会参加とみなし、経済
規模の拡大こそが社会の成長であるかのように捉える政策
に棹さしてよいのか。市場でお金を稼がなければ生きてい
けない世の中は、むしろ貧しいのではないか、と逡巡する日々
です。労働と生活についての哲学が求められています。

男女共同参画室員をつとめています。2017年度科学技術
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）」に選ばれたことを一つのきっかけに、
男女共同参画、ダイバーシティ研究環境を推進していく上
で、今までなかなか手が回らなかったような仕組みや環境
整備が加速して進んでいると感じています。
労働とジェンダー分野での研究では、組織自体がジェン
ダー化していることが明らかにされています。「これは男性(女
性)に向いている仕事」などといったように組織内で「自然と」
共有されている意味、考え、価値や信念がジェンダー化して
いることを指しています。自分の組織のジェンダー化に気
付くのは難しいことですが、自組織のジェンダー化過程を
検討し、変えていくような力を見出していけたらと思います。

イバーシティーワーキンググループの2019年度のおもな
業績は「埼玉大学ダイバーシティ宣言」を執筆することで
した。そのなかでは埼玉大学は誰もが安心して仕事や研究
できるようなところになることを目標とし、「多様性」と「包
摂」といった理念を唱えていました。しかし、私にとって
2019年度の最も喜ばしいことは、埼玉大学の女性の学生
が自らの立場を考えて改善する「埼女会」というネットワー
クが誕生したことです。埼玉大学の男女共同参画委員会の
一員としてこれからもこのような草の根から始まる動きを
応援していきたいです。
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准教授

Message



5

はじめに

あらゆるレベルの、あらゆる立法や政策において、ジェ
ンダーの視点を盛り込むこと―ジェンダー・ストリーミン
グ（ジェンダー視点の主流化）―は、すでに国際的には広く
認知され、誰もが大切にされる社会の実現において不可欠
なアプローチだとされています。ジェンダーの視点とは、
男女の不平等だけを問題にするものではなく、性による規

附属学校園教員の働き方改革を成功させよう
埼大の附属学校には、近隣の公立学校と比べて、女性教
員がはるかに少ない。女性に敬遠されているからである。
男女平等参画社会にはほど遠い現状は、学校運営にも影を
落としている（宿泊行事で女子生徒の指導をする教員を充
てられないなど）。附属学校を女性教員も気持ちよく働く
ことのできる職場にするためには、附属の教員の働き方改

今年で二年目になります。あちこちで「働き方改革」とい
う言葉を耳にしますが，この活動に携わっていく中で，制
度を知っているのと知らないのとでは，働き方も大きく変

範や慣習、制度などによって生きづらい社会のありかたそ
のものを問題にする視点です。そこでは性の多様性が前提
とされ、人々の多様性が重視されます。　日本では、「女性
活躍」というワードにも表れているように、こうしたジェ
ンダーの理解はまだまだ不十分のように思えます。
ジェンダーギャップ指数（the…Global…Gender…Gap…

Report…2020）が、153カ国中121位という悲惨な状況か
ら考えれば、女性の置かれている厳しい状況の改善は埼玉
大学においても取り組むべき課題ですが、大学においてさ
らに目指されるべきは、性別に関わりなく研究や教育、学
問に取り組める環境、多様性が尊重され、多様性が活かさ
れる環境を整えることだと考えています。そうした埼玉大
学のダイバーシティ環境の推進に少しでも貢献できればと
思っています。

革を進めることが急務である。国立大学の附属学校園では、
公立学校園の教師にはない職務を抱えている。毎年の教育
研究協議会、教育実習生の指導、大学での授業、教職大学院
への対応等である。教師は疲弊の限界を超えた状態が続い
ており、それを心配する保護者が栄養ドリンクをダース単
位で差し入れすることもある。全国の状況をみると、病休
に追い込まれた教師、附属への人事を拒否する教師、過労
のため深夜に学校で倒れた副校長などの例も珍しくない。
埼大附属の教師たちは、「いつかは自分が」という不安を抱
えたまま、それでも生徒のため、学生のために仕事をして
いる。この1～2年に学校行事の見直しは確実に進んだ。し
かし、根本的な部分、大学･学部が身を削り、附属と共に「汗
を流す」協力がない限り、働き方改革は進まない。教育学部
の問題だけではない。埼大附属出身者は埼玉県の経済界に
多大な貢献をしている。附属の扱いを間違えると、大学の
経営基盤を揺るがす問題になりかねない。

わってくると実感しています。私自身もなかなか難しい時
もありますが，是非，男女共同参画やダイバーシティ関連
の事業にご参加いただけばと思います。個人的なことです
が，私は，両親の介護を25年以上つづけています。当時は，
介護に関する制度も知らず，若い自分に突然降りかかって
きた現実に，ただただ戸惑う日々でした。周りを見回すと，
育児などと同様に介護も女性がその多くを担わされていま
した。あれから時が経ち，昔に比べれば良い方向に進んで
いるとは思いますが，まだまだ「男女の差がない」とは言い
がたいと思います。この状況が少しでも改善されるよう室
員として微力ながら貢献していきたいと考えております。
どうぞ，よろしくお願いします。

田代 美江子

首藤 敏元

中島 雅子

Mieko Tashiro
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今年度印象的だった出来事は、祝日授業日の「そよかぜ
保育室」の学生利用が可能となった一件です。ある先生よ
り、「子連れの博士後期課程の女子留学生が、祝日授業日に
保育園や小学校が休みになるため、授業やセミナーに参加
することが難しく困っている」という相談を受けました。
このことを堀田先生、幅崎先生にお伝えしたところ、両先
生および関係する皆様のご尽力により、10/14の祝日授業
日から、学生も教職員同様「そよかぜ」を利用可能となり、
留学生の利用が複数件あったとのこと。さらに今回は実現
しませんでしたが学童のニーズも高いことが分かりました。
これらのニーズは今に始まったことではなく、これまでも
祝日授業日の託児先が見つからず困っていた学生は存在し
たものの、その声が全く教職員側に伝わっていなかったと
考えられます。こういった声を拾い上げて改善策を打ち出
すことは、男女共同参画室の重要な使命の一つであると感
じました。

埼玉大学に赴任し、男女共同参画・ダイバーシティ推進
事業に取り組み、3年目になります。学内外のみなさまに
助けられ、様々なプログラムを遂行することができました。
学内で存じ上げる方が少なく、悩んできましたが、最近で
は、少しずつ、お顔と名前を存じ上げる方が増えてきました。
学外では、彩の国女性研究者ネットワーク企業の方々、県
内でダイバーシティ推進に資する活動をされている方々と
触れ合う機会が増えつつあります。
今年度は新たな取組として、基盤科目「ダイバーシティ論

入門」を立ち上げました。講義の中で実施しているダイバー
シティ＆インクルージョンに向けた活動をする地域の方々
との意見交換は、学生の皆さんにとっても刺激となったよ
うです。嬉しいことに、受講生の中には、ダイバーシティ社
会へと繋がる実践活動に踏み出している人もいます。これ
からも、皆さまと協働しながら、多様性の尊重が本学の礎と
なるよう、一つ一つの問題に関わっていきたいと思います。

男女共同参画室の室員となり、ほぼ２年が経ちました。
この間、様々な企画・イベントに参加する機会を得ました。
一番印象に残ったのが、SUダイバーシティランチミーティ
ング「『困難を抱える学生』をどう理解し、どのように関わ
るか」です。大学に来なくなる学生は毎年一定数いますが、
不真面目が理由ではなく、発達障害が理由で不適合を起こ
している場合も多いそうです。具体的には対人関係がうま
くいかなかったり、講義についていけなかったり、レポー
トの期限が守れなかったり、そのようなトラブルを抱え結
果的に不登校になったりするようです。男女共同というキー
ワードから、どうしてもジェンダーに関する話題が多い中、
このような障害でせっかくの能力が発揮できない学生がい
ることを知り非常に有意義なミーティングでした。男女共
同参画室では毎年様々な企画を実施しています。是非ご参
加ください。私のようにきっと新しい発見があるはずです。

日原 由香子 幅崎 麻紀子

本間 俊司

Yukako Hihara Makiko Habazaki

Shunji Honma

大学院理工学研究科
教授

男女共同参画室
ダイバーシティ推進オフィス
准教授

大学院理工学研究科
准教授

2019年度から室員として男女共同参画室の活動に参加
しております。専門は制御工学で、機械工学科（2018年度
からは機械工学・システムデザイン学科）の教育を担当して
います。ダイバーシティ推進オフィスニュース「みずき」で
も書きましたが、埼玉大学に着任した1988年4月に、初め
て機械工学科に女子学生（2名）が入学したことが教室会議
で話題となっていました。以来、毎年女子学生は入学して
くるのですが、人数は、ほとんど増えていません。一方、同
学科では、ツイニングプログラムでマレーシアから毎年編
入生を数人受け入れていますが、そこでは機械工学を学ぶ
男女の比率はほぼ半々です。どうしてこのような差が生じ
ているのか、ずっと考えてはいるのですが、未だ決定的な
解は見出していません。まずは身近なところから始めて、
ジェンダーの偏りを小さくすることに少しでも貢献できれ
ば、と考えています。

水野 毅
Takeshi Mizuno

大学院理工学研究科
教授
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室員の任期途中ではありますが、2019年12月末で埼玉
大学を離れ、放送大学埼玉学習センターに出向中です。
同じタイミングで妻が退職し、専業主婦になりました。
出産後も子育てをしながら仕事を続けられる女性が増える
ことが、男女共同参画社会のひとつのモデルという認識を
もっていましたが、妻の退職により時間的、精神的な余裕
が生まれ、我々も、子供たちも笑顔が増えたという事実が、
やはり「人（家族）それぞれ」なのだということを教えてく
れました。そして我々が求めるものがその「人それぞれ」を
尊重する社会であるならば、それを阻んでいるのは、妻で
はなく私が退職するという選択が現実的ではないという社
会的、経済的な状況なのだと思います。
多様性多様性と言いながら、徐々に、他者に不寛容な社
会になってきていると感じます。子どもたちが生きづらさ
を感じることのない社会を作っていけるかどうかは、我々
ひとりひとり次第なのだと思います。

2019年度より男女共同参画室員として活動させていた
だいております。　　　
私が就職した1982年は男女雇用機会均等法施行前であ
り、当時は「寿退社」（女性は結婚を機に家庭に入り子育て
を行うために退社をすること。）が一般的であった環境の中
で私が結婚・出産・介護等のライフイベントと仕事をどう両
立させてきたかを振り返ってみたいと思います。今から思
えば我が家は、ダイバーシティとワークライフバランスを
無意識のうちに実践してきたような気がします。「仕事は夫・
家事は妻」という考え方に捉われず、育児・炊事・洗濯・掃除
等は時間がある方がやるというような日常になっています。
このような家庭環境で育った息子も家庭をもつようになり、
息子との会話からも、ダイバーシティを率先しているよう
に思われます。ダイバーシティ推進をするためには、固定
概念に捉われず、お互いを思いやる気持ちや日頃のコミュ
ニーケーションが必要ではないでしょうか。

2020年１月から男女共同参画室員となり、これから室
員として本格的に活動に携わることとなりました。私自身
は、夫婦共働きで２人の子どもを育てております。第１子
が生まれた際には職場内の理解もあり、2週間の育児休暇
を取得させていただきました。その当時と比べて、学内の
子育て支援制度も充実し、育児休暇の取得状況も様々な形
態が見られるようになりました。また、家事や育児との向
き合い方や働き方に対する意識も変わってきているようで
す。その一方で世代間により異なるかと思いますが、まだ
社会ではその意識改革が求められているような気がします。
私自身も考え方を見つめ直す良い機会になればと思います。
男女共同参画室として取り組むべき課題は幅広く様々では
ありますが、室員や構成員の皆さまと協力しながら課題に
取り組んでいきたいと思います。

日吉 哲郎

西袋 和江
工藤 秀和

Tetsuro Hiyoshi

Kazue Nishibukuro
Hidekazu Kudo

放送大学…埼玉学習センター
（出向中）

研究協力部
研究支援課長 広報渉外室

渉外係長

私の専門は教育学で、その中でも「性の多様性」をはじめ
としたセクシュアリティ教育（包括的性教育）の方法などに
ついて研究をしています。
本学でも、性別違和がある学生（トランスジェンダー）
の学内における通称使用等の申し立てへの支援をはじめ、
LGBTQ＋など性的マイノリティの学生の相談（研究相談
を含む）などに取り組んできました。
また、本学の「さいだい交流ひろば」といった学内外の人々
をつなぐ施設とも連携しながら、学内の学生や教職員だけ
でなく、地域の方々とも「性の多様性」などについての学習
会も行ってきました。
そういった専門性を活かして、本学のダイバーシティの
中でも、性別、性的指向や性自認を理由とした差別がなく、
すべてのセクシュアリティの学生および教職員が安心して
学び、働ける環境づくりに力を注いでいきます。

渡辺 大輔
Daisuke Watanabe

教育機構
基盤教育研究センター
准教授
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男女共同参画室の内部には、「理系WG」「ワーク・ライフバランスWG」「ダイバーシティWG」「意識啓発WG」が設置され
ています。各々のWGのメンバーと分掌事項は下記の通りです。

理系WGの会議を2019年5月14日（火）～16日（木）、6
月20日（木）～26日（水）に、メールにて開催しました。第1
回メール会議では、彩の国女性研究者ネットワークセミナー
の訪問先と開催時期について審議し、会議の結果、理化学
研究所、（株）カルソニックカンセイ（現マレリ（株））に依頼
することとなりました。第2回メール会議では、マレリ（株）
の見学候補地として、本社、実験研究センター、生産技術セ
ンターの3か所の中から、訪問希望地を選定しました。
6月6日（木）に開催したワーク・ライフバランスWGの会
議では、裁量労働制で勤務する教職員の勤務時間短縮につ
いて議論しました。具体的には、介護・育児中、病気を抱え
る教員の中には、給与への影響に関わらず勤務時間の短縮
を希望する者もいる旨の情報提供がありました。今年度は、
女性事務職員の管理職昇任に向けた活動を行うことも話し
合われました。また、今年度も引き続き、子育てと介護を
テーマとしたランチミーティングを開催することとし、5
月に子育てランチミーティングを3月に介護ランチセミナー
を企画しました。（コロナウィルスの影響により、介護ラン
チセミナーは翌年度に延期しています。）
ダイバーシティWGの会議は、随時、メール会議にて実
施しました。過年度より検討してきた「ダイバーシティ推
進宣言」案を9月末にとりまとめました。また、男女共同参
画・ダイバーシティを推進する学生団体への協力事業とし
て、図書館内に設置している「男女共同参画室企画　多様
性の絵本」の棚の学生団体の一部使用について、議論を行
いました。
意識啓発WGの会議は、2019年5月30日（木）、10月3日

（木）、2020年1月9日（木）に開催しました。本年度の男女

共同参画室講演会の講師として、金井WGリーダーの推薦
により、東京都健康長寿医療センター研究所研究員の平山
亮氏をお招きすることとなりました。また、2020年度は、
男女共同参画推進に関する意識・実態調査の実施時期とな
ることから、これまでの質問項目の見直し、調査方法の検
討作業を行いました。

※構成員の敬称略。室長とコーディネータ（幅崎）は全てのWGの構成員として活動します。

WG名 構成員 分掌事項

理系WG 日原、水野、本間 彩の国女性研究者シンポジウム、女性限定公募、
キャリアアップ支援等

ワークライフバランスWG 結城、金井、首藤、中島、
西袋、日吉 子育て・介護支援、女性職員の昇任等

ダイバーシティWG 渡辺、BJOERK、田代 障がい者支援、セクシャルマイノリティ支援等

意識啓発WG 金井、田代 男女共同参画室講演会、セミナーの開催等

男女共同参画室
ワーキング・グループ（WG）の活動
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はじめに

本年度の魔女会は、2019年7月30日（火）に行いました。出席者は14名で、議事次第は下記の通りです。

●同シンポジウムの内容の説明の後、第2部「女性研究者・
技術者の管理職への道」をテーマとするセッションで、
本学からは、理工学研究科の川合教授が登壇されること
となりました。
●男女共同参画室よりポスター発表についての協力依頼が
あり、４研究室からポスター発表を行う旨の回答があり
ました。

●魔女会での議論がきっかけとなり、10月14日（月）の祝
日登校日に、試験的に、学生のそよかぜ保育利用を行う
事へとつながりました。

●男女共同参画室より今年度は9月24日（月）理化学研究
所、11月27日（木）マレリ株式会社を訪問する旨の説明
がありました。
●カルソニックカンセイ（現マレリ（株））とは何を研究して
いるどのような会社かわからないため、学生に本セミナー
に行く価値があることを示すためにも、どのような会社
かをフライヤーに記載することとなりました。

●男女共同参画室よりさいたまファミリー・サポート・セン
ター入会説明会・講習会についての説明、同事業が安価
であり、学生も使える制度であるとの説明がありました。

●同制度を新設する上でのニーズについて、男女共同参画
室長より照会がありました。現状では、教員向けの相談
窓口がなく、情報を得る上で困るケースもみられる旨の
意見が出されました。
●ダイバーシティ推進オフィスの相談制度とリンクさせて
メンターを紹介するなど、メンター制度新設に向けた意
見が出されました。これらの意見を踏まえた上で、メン
ター制度開設に向けた準備を行っていくこととなりまし
た。

●本ミーティングも人と人とが繋がる場なので、ミーティ
ングを継続すること、ランチ会やディナーをする機会を
設けるのも良いとの意見が出されました。
●来年度以降（補助金終了後）の支援制度及び男女共同参画
事業についての質問があり、再来年度、新たなダイバー
シティ事業の採択に向けて準備していくこと、来年度は
必要な事業（研究補助制度等）については規模を縮小しな
がら続けていく予定である旨の説明がありました。

●そよかぜでの祝日保育や学童保育は、現時点では、学生
が対象外であることが議論となりました。祝日保育は誰
が申し込めるのか（学生も利用可能か）、どこに申し込む
のか、費用等を含め、人事課へ問合せをした上で、整理す
ることとなりました。

日時 …2019年7月30日（火）　 場所 …埼玉大学　研究機構棟第2会議室

理系女性教員の会（通称：魔女会）

1. 「第３回　彩の国女性研究者ネット
ワークシンポジウム」について

2. 彩の国女性研究者ネットワーク訪
問セミナー

3. 説明会・講演会開催情報

5. メンター制度のニーズについて

6. その他

4. お子さんのいる学生の祝日授業日
の保育について


