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Ⅰ　キックオフフォーラムの概要

　科学技術振興機構（JST）の「女性研究者研究活動支援事業」の採択に際し、2011年12月7日
（水）（15時～ 17時）に、「女性研究者研究活動支援事業キックオフフォーラム」（以下、フォーラ
ム）（主催：男女共同参画支援室）が開催された。フォーラムでは、竹内伸子・男女共同参画推進本
部員による「女性研究者研究活動支援事業」本学の取り組みについての概要説明と、東京家政学院
大学の天野正子学長、首都大学東京の江原由美子副学長、本学の村松泰子学長による「女性の視点
を生かす大学経営」をテーマとした三者鼎談（進行役：本学副学長・大竹美登利）が行われ、学内
外から76名が参加した。このフォーラムは、これまで毎年二回男女共同参画推進本部によって開催
されてきた、男女共同参画フォーラムの第12回目のフォーラムにあたり、FD研修会としての指定
を得た。

プログラム
女性研究者研究活動支援事業キックオフフォーラム

「女性の視点を生かす大学経営」

実施日 2011 年 12 月 7 日（水）　15:00 ～ 17:00

場所 東京学芸大学　S410 教室

形式 一般公開：フォーラム

対象者 本学教職員、他大学教職員など

来場者
人数：76 名
内訳　本学学生：18 名　本学職員：17 名　本学教員（常勤）：25 名
本学教員（非常勤）：1 名　他大学・機関：15 名　

周知方法 HP、ポスター、ちらし

主催 男女共同参画支援室

内容

司会　濱田豊彦
15:00		挨拶　男女共同参画推進本部副本部長　及川英二郎（人文社会科

学系人文科学講座　准教授）
15:10		「学芸の森が育てる女性の力」－女性研究者研究活動支援事業の取

り組み－　男女共同参画推進本部員　竹内伸子（自然科学系数学
講座　教授）

15:30	鼎談「女性の視点を生かす大学運営」
	 東京家政学院大学学長　天野正子
	 首都大学東京副学長　　江原由美子
	 東京学芸大学学長　　　村松泰子
	 東京学芸大学副学長　　大竹美登利（進行役）
16:55	閉会の辞　男女共同参画推進本部副本部長　及川英二郎
17:00	終了
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Ⅱ「女性研究者研究活動支援事業」本学の取り組みについて（竹内伸子）

Ⅰ ライフイベントと研究活動を両
立させるための諸支援

Ⅱ 男女共同参画に向けての意
識啓発活動

Ⅲ 女性研究者の増大および裾
野拡大に向けての支援

男女共同参画
支援室

学芸の森が育てる女性の力
国立大学法人東京学芸大学

 

学長

男女共同参画推進本部
（本部長・本部員）

男女共同参画支援室

両立支援部門

保育事業の充実
勤務条件緩和施策
学内勤務緩和施策

育児休業中の研究活動支援
育児・介護者への研究支援

意識啓発
部門
ＦＤ研修

フォーラムの開催
白書の刊行

女性教員の会（∞の会）
男女共同参画に関する調

査・公表

裾野拡大
部門

女性研究者採用講座へ
の優遇措置等

理数系に強い女子学生
を増やす施策

女子院生・学生への研究
環境支援

女子学生増加策

支援相談室

事業所内保育所

学芸の森
保育園
授乳室

室長
主任研究員
コーディネーター
研究補助員
スタッフ カウンセラー

メンター事務補佐員
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両立支援部門

保育事業の充実
勤務条件緩和施策
学内勤務緩和施策

育児休業中の研究活動支援
育児・介護者への研究支援

意識啓発
部門
ＦＤ研修

フォーラムの開催
白書の刊行

女性教員の会（∞の会）
男女共同参画に関する調査・公表

裾野拡大
部門

女性研究者採用講座への優遇措置等
理数系に強い女子学生を増やす施策
女子院生・学生への研究環境支援

女子学生増加策

①ライフイベント中の
研究活動等の停滞

の解消

②同僚の無理解の
解消

③教員採用公募への
女性研究者の増大

女性研究者等のニーズと支援

 

 女性研究者を採用した
女性教員比率が極端
に低い講座にインセン
ティブとして研究補助
員を配当する。

 育児・介護支援を充実
させることにより、出産・
育児・介護期間中の研
究環境を保証し、その
期間中の女性研究者
等の講座に研究補助
員を配当する。

(1)全学の女性研究者の在
職比率を引き上げる。

(2)女性研究者の競争的資
金獲得を高める。

女性研究者
の研究促進

女性研究者
の採用推進

公募書類に男女共同参画の主旨
に則った旨を表記

応募者・採用者数における女性比
率の調査
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 女子学生比率の増加をはかるポ
ジティブ・アクション（授業補助員
の配置・女子大学院生への助成
金の配分）の実施

 メンター制を整備し、学生のロー
ルモデルを提示し、研究継続を
支援する仕組みを整備する

 女性学・ジェンダー関連授業の拡
充

(3)女子大学院生・学生の研究・学習
環境を整え、女子学生比率が低
い教室を減らす

 

 学内保育所「学芸の森保育園」の開設
 子育て期にある大学教員の夜間授業の担当免除
 ベビーシッター費用の補助
 授乳室の設置
 センター試験時の保育室開設

現状・実績

今後の計画

両立支援部門が中心と
なり、現状調査、問題
点を検討し、対応する

相談室（カウンセラー配置）

メンター
制実施

育児・介護
支援

カウンセ
リング

情報の提
供
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今後の計画

意識啓発部門が中心に
進める

ハンドブック作成

女性教員の会（∞の会）

OPGE通信・
白書

ＦＤ研修・フォーラム開催

男女共同参画に関す
る調査・公表

 

今後の計画

裾野拡大部門が中心に
進める

理数系に強い女子学生を増や
すための施策 女性研究者採用講座への優遇措置

等

女子学生比率が低い教室を減らす施策

女子大学院生の自然科学系の研究に助成金

卒業生を招き、講演会を開催

学部生と大学院生との交流会

「フロンティア科目」の拡充
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（大竹）　それでは鼎談を開
催いたします。女性の視点
を生かす大学運営という内
容で皆さんにいろいろ語っ
ていただきたいと思います。
このテーマを設定致しまし

たのは、本学の学長は女性なので、そのことを
生かしてこのキックオフフォーラムをしたいと
いうことでこういうテーマにさせていただきま
した。女性学長副学長は、今は必ずしも珍しく
はなくなってきましたけれども、あまり多くは
なく、その中で、東京家政学院大学の天野先生
と首都大学東京の江原先生においでいただきま
した。今日は皆様のこれまでのご苦労や今それ
がどのように大学運営に生かされているかとい
うところをお話しいただければと思っておりま
す。いろいろ言いたいことをぜひこのときにお
話しいただければと思います。
　それぞれ有名な大学なので大よそはおわかり
かと思いますが、大学の状況によってそれぞれ
の女性の立場とか、あるいは学長の立場という
のが少し違ってくるかと思いますので、まずそ
れぞれの大学の特徴を少しご紹介いただきたい
と思います。まず天野先生からお願いいたしま
す。ちなみに天野先生は本学の経営協議会の委
員でもいらっしゃいます。それではよろしくお
願いいたします。

（天野）　天野でございます。
東京家政学院大学は74校ある
私立女子大の一つです。一方
で高校生の女子大離れ、もう
一方で女子大の共学大化が進
んで、いま、私立大学に占め

る女子大比率はわずか12％です。同じ法人内に

共学の筑波学院大学と併設中学・高校がありま
す。今から88年前の関東大震災に見舞われた
1923年、千代田区市ヶ谷に誕生しました。創立
者は大江スミです。あの時代にイギリスに3年
間留学して科学としての家政学を学んで、東京
女子高等師範、今のお茶大で教鞭をとっていた
方ですね。2009年に私が学長に就任するまで、
学長並びに理事長はすべて男性でした。
　学長になった経過が村松さんや江原さんとは
全く違うわけで、今日、ご参考になるお話がで
きるかどうか心配です。というのは、東京家
政学院大学で経験を積んだ末に学長に選ばれた
わけではなく、いわば本当に未知の世界に降り
立った落下傘学長というのでしょうか。初めて
東京家政学院大学にやってきて、就任してから
2年 8か月がたったばかり。まだ分からないこ
とばかりなのですね。
　長い間、本学は人文学部と家政学部の 2学部
体制をとってきましたが、昨年から現代生活学
部 5学科体制（現代家政、健康栄養、児童、生
活デザイン、人間福祉）に移行し、キャンパス
も市ヶ谷と町田という2キャンパス体制を開始
したばかりです。学部学生総数は1,728名。本
当に私立女子大の外部環境は厳しいですね。
ずっと定員割れをしてきたのですが、都心回帰
もあって、この 4月から定員をオーバーするま
でになりました。大学院は修士課程のみの共学
で16名（1学年の定員10名）です。
　専任講師以上の教員総数（85名）に占める女
性教員比率は43.5％です。私が調べたところで
は、2010年現在で私立女子大の女性教員比率は
40.5％ですから、若干高い。国公立の大学に比
べて、私立女子大に女性教員比率が高いのは専
攻分野の関係ですね。レジメに参考までに専門

Ⅲ　鼎談「女性の視点を生かす大学経営」

 東京家政学院大学長 天野 正子
 首都大学東京副学長 江原 由美子
 東京学芸大学長 村松 泰子
 東京学芸大学副学長（進行役） 大竹 美登利

2011年12月7日　15：00 ～ 17：00
東京学芸大学　Ｓ410教室
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分野別、設置形態別の女性教員比率を載せてお
きましたので、参考にして下さい。
　職位別に占める女性教員比率は教授33.3％、
准教授57.8％、講師62.5％となっており、これ
も私立女子大学平均より若干高いといえます。
ただし、助教は83.3％、助手は100％女性で、
実験実習系の大学の問題点を示しています。職
位が下がるほど女性比率が高くなるのは国公私
立に共通した傾向ですね。新制大学になってか
ら、この点での流動化はありません。
　役職者は学長を除いて13名中女性が 5名で
38.5％を占めます。それまで家政学部長のみ女
性でしたが、学長に女性が就任したら、結果と
して新学部の現代生活学部長、旧学部の学部長
が全部女性になりました。これは一つの大きな
強みと考えています。
　どのような人材を育てようとするのかです
が、私学にはそれぞれの建学理念、建学スピ
リットがあります。それを基本に、一方で時代
の変化と要請を敏感に受けとめながら、教育の
目標や内容を見直し、少しずつ変えていかなけ
れば生き残れない。家政学を総合科学としての
現代生活学へととらえ直す。同時に、「生産・
効率」本位の視点ではなく、「生命・生活の質」
を重視する生活者の視点から、現代的な生活課
題に的確に対応し、新しい生活を提案できる専
門職業人と、生き難さを抱えている人たちの生
活支援のプロの養成を目指しております。勤務
校の状況は以上の通りです。
（大竹）　では、続きまして首都大学東京の江原
副学長、よろしくお願いいたします。

（江原）　江原と申します。
本日の 3大学はそれぞれ
国立、公立、私立という
内容ですね。その中で首
都大学東京は私立でもな
く国立でもない、東京都
が設置者である公立大学

です。ご存知のように、首都大学東京は、旧都
立 4大学（都立短大・科学技術大学・保健科学
大学・東京都立大学）を統合して 7年前に発足
しました。4年間、西沢潤一という人が学長を
しまして、2年前に原島文雄という方が学長に
なられました。その原島学長の時に、女性副学

長をということで私が副学長になったのが 2年
前でございまして、私は 2年任期の今 2期目に
なります。
　統合によって、本学はだんだん理系色が強く
なっています。元の都立大学では人文学部が結
構人気だったのですが、首都大学東京になりま
してから 2つの理系大学を統合して理系色が非
常に強い大学になりました。さらに、公立大学
法人としての首都大学東京は、その他に産業技
術大学院大学と都立高専を含んでいますので、
2大学 1高専を持つ公立大学法人首都大学東京
となるとさらに理系色が強くなるんですね。
　教職員数でございますが、首都大学東京だけ
でみますと現数708名、女性教員が106名で女
性教員比率大体15％となります。何でこんなに
多いのかというと、実は健康福祉学部というと
ころに女性教員が42名もいらっしゃいまして、
何と本学の女性教員の半分は健康福祉学部にあ
る看護系大学の女性教員です。したがって、女
性教員率15％と他の国立大学より高いと威張っ
ておりますが、実のところ、健康福祉学部以外
は大変低い。人文系はそうでもないんですけれ
ども、法学系・経営学系・理工系、都市環境学
部、システムデザイン学部ですと 5％程度かそ
れ以下しか女性教員がいないという現状です。
他方、学生の中の女性比率は、首都大学東京学
部7,090、大学院2,328、全9,418の学生のうち、
女性は3,127ということでございますので、大
体30％が女性である。というわけで、女性教員
比率が非常に低いということが問題になってお
ります。細かくは資料を見ればわかるので、説
明はしませんが、一般的に言えるのは職位の高
いほうにあまり女性はいない。学芸大学とご一
緒に女性研究者研究活動支援事業に今年採択さ
れましたが、本学が提出した事業計画では、女
性教員比率が低い理系学部系では採用人員数の
30％を女性にするということにしました。これ
までは5％位だったので、何か仕掛けをしない
と30％にはならない。そこで、何か特別枠みた
いなものを学長が持つようにして、それで女性
の良い方を採る場合にそれを使えるというよう
なメリットを学部学系に与えようと考えていま
す。特に女性比率が少ないところ、都市教養学
部の理工系、システムデザイン学部（元の科学
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技術大学）、都市環境学部という部局では、採
用人員の30％を女性にするということを計画し
ております。女性教員比率が低いところでお話
を伺うと、教授会メンバーは 1人だけだとかい
う話も出るんですね。あとの女性は皆助教だと
か。それでは女性教員の声は大きくならない。
なので、ぜひ学芸大学と情報を交換したり有効
な施策というのを一緒に考えたりして事業を進
め、教員の意識を変革していきたい。そういう
情報をいただきたくて本日伺っております。今
後ともよろしくお願いいたします。以上です。
（大竹）　ありがとうございました。それでは続
きまして東京学芸大学の状況を村松学長のほう
から紹介していただきたいと思います。学内の
先生方、今参加している方々の多くはご存知か
とは思いますが、本日、他大学からも何人かい
らしてくださっておりますので、一応比較でき
るように簡単に紹介していただければと思いま
す。よろしくお願いします。

（村松）　今回の支援事
業を申請した後、第一
次選抜の後にヒアリン
グがあって、私も行き
ましたが、ヒアリング
会場で学芸大の前に江
原さんがいらして、首

都大も応募したということがわかった次第で
す。今、そちらでは学長枠をつくるというお話
をうかがいましたが、いろいろお互いに学びた
いと思います。本学からも学んでいただけるこ
とがあるといいのですが。
　本日は、各地から本学以外の方にも来ていた
だいているそうですので本学をご紹介します。
本学には保育園があります。このキャンパス全
体を学芸の森と呼んでおり、「学芸の森保育園」
という名前です。そして幼稚園、小中高校、中
等教育学校、特別支援学校、さらに学部、修士
課程、教職大学院、博士課程をもっている教育
の総合大学と称しています。人材養成目的の主
眼は教員養成ですが、学部には教員免許を取ら
なくても卒業できる教養系があり、生涯学習社
会で活躍してもらえる幅広い人材育成もしてい
ます。
　附属学校園のことも男女共同参画の視野に

入っておりますけれども、まず大学の話をしま
すと、学生数は学部で約5,000人、大学院が900
人です。附属の児童生徒が約6,000人ですので、
大学の学生と附属学校園の児童・生徒が数でい
うと半々ぐらいで、大学教員の数と附属の教員
の数も同様です。
　学生の女性比率については、国立大でも教育
学部は一般に女性が比較的多いところです。さ
きほど天野さんがお示し下さった専門分野別の
女性教員比率でも、教育はやや女性が多いとこ
ろですが、学生に関しましても国立大学の教育
学部は 5割以上が女性です。地方の国立大学の
教育学部だと女子が 6割を超えているところも
あります。これ自体がジェンダー問題を含んで
いるのですが、とりあえず学芸大学の話をする
と、学部では学生数約5,000のうち、54％が女
性です。大学院になると、修士で58％、教職大
学院は全体数が少ないんですけれども、今は男
性の方がやや多く、博士課程も54％が女性で、
つまり、かなり女性が学んでいるところです。
　これを教えている教員のほうはどうかという
と、今年の 5月現在で20％を一応超え、20.2％
ということになっています。職位別に見ると、
助教は自然科学系だけにおり全部男性です。
全学では講師以上に女性がおりまして、講師
43％、准教授21％、教授16％となっており、ほ
かの多くの大学と同様、ランクが高くなるに
従って女性比率が少ないという状態です。この
20.2％という数字について、例えば大学の教学
に関する最高審議機関である評議会で20％を超
えましたと堂々と報告があったりするので、国
はまずは30％を目指しているのであって、20％
で満足してはいけないんですよということを
言っています。
　そして、もう 1つの問題として、やはり分野
による偏りがあります。東京学芸大学は学部で
いうと教育学部のみの単科大学ですが、学系
というのが 4つあります。教育科学分野を中心
とする総合教育科学系と、教科に関して人文科
学・社会科学分野で国語や英語、社会科の先生
などを養成している人文社会科学系、主として
理科や数学の先生を育てている自然科学系、そ
して音楽・美術・体育の先生などを育てている
芸術スポーツ科学系で、それぞれの学系で教養
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系という先生以外の人材を育てているコースも
あります。その中で自然科学系の女性が非常に
少なくて、いくつかの委員会などで女性の先生
を選出して下さいと言うと、ほんの少人数の中
で回さざるを得ないような状態があり、非常に
問題になっています。ですから、今回のこのプ
ロジェクトのメインターゲットは自然科学系で
すので、今日も来て下さっている自然科学の先
生は、ぜひ女性を増やすことを目指していただ
きたいと思っております。ただ、自然科学だけ
ではなくて芸術やスポーツも、女性が必ずしも
多くないというような状況がございます。
　それから、附属の教員については、トータル
すると 3割強が女性ですが、一般の公立校と少
し違う特徴があります。公立校ですと幼稚園
は圧倒的に女性の先生が多く、小学校は 6割以
上が女の先生、中学になると 4割、高校 3割と
なっているんですけれども、本学の附属では小
学校は30％しか女性の先生がいません。これで
も、比較的最近 3割まで伸びてきたのです。司
会をしている大竹先生は、附属小学校の校長先
生時代に一生懸命女性を増やすことに努めて下
さいましたが、現在女性の先生の割合が一番高
いのは幼稚園と特別支援学校です。中学も 3割
程度で全国平均より低め、高校は 3割で全国平
均とほぼ同程度かもしれません。あと事務系の
職員もやはり 3割ぐらいです。ただ、事務系職
員も若い年代では女性が非常に支えていますけ
れども、管理職についてはこれまでも何人か女
性の課長さんはいらっしゃいますけれども、ま
だやはり少ないという状態かと思います。最初
の話はそんなところでよろしいでしょうか。

＜これまでのキャリアについて＞
（大竹）　ありがとうございました。女性管理職
があまり多くない大学の中でそれぞれに運営に
力を注いでいらっしゃるということになるかと
思います。先生方はそれぞれのパワーで大学で
ご活躍いただいていますが、多分そのパワーは
これまでのキャリアの中で育てられたのではな
いかと思います。どういうキャリアを重ねてき
てこういうパワーが築かれたかということを、
特にこれからキャリアを積んでいく方々にアド
バイスになるようなことも含めましてお話しい

ただければと思います。天野先生からでよろし
いですか。

（天野）　女性研
究者のキャリア
を語るには、世
代経験が大きく
反映しています。
私は村松さんよ

り6、7歳上、江原さんよりゆうに10歳は上で
しょう？　女性が大学に進学すること自体が困
難で、高校で私よりはるかに優秀な仲間が短大
や高校で終わっている世代です。私自身、各駅
停車で乗り継ぎの「ローカル線型」研究者キャ
リアをたどってきました。逸脱したキャリアを
たどってきたな、と。でも、女性のキャリアは
一筋縄ではいかないという見本のようなものか
なと思いまして、今日はその報告をしたいと思
います。
　まず、学生時代は研究者になろうなんて思っ
てもみなかった。1961年、大学卒業時、お茶大
には、旧帝大にはどこでもある大学院がなく、
あったのは専攻科のみ。まず、ロールモデルが
身近になかった。大学を卒業して高校の社会科
教師を5年間した後、1966年、28歳で、しかも
既婚で大学院に進学したようなレイト・スター
ターです。
　少し横道にそれて恐縮ですが、当時、川崎市
立の高校で現代社会と倫理の教師をしていまし
た。60年安保世代ですからノンポリの私でもほ
とんど毎日国会デモに参加し、3、4年生の頃
はまともに勉強していません。自分に身につい
たわずかな知識も吐き出すばかりで、本当に 4
年目ぐらいから鶏ガラのようになっている自分
に気づき、ともかく自分に栄養分を与えるまと
まった時間がほしいと思ったのですね。当時、
大学院生であった夫の就職が決まり、一つの財
布で食べられる条件ができた。それが大学院進
学の動機でした。修士課程で 1人、博士課程で
1人子供を出産して、日本育英会の奨学金はほ
とんどミルク代で消えてしまった。35歳で就職
した後も夫の地理的移動にともない一緒に移動
し、そこで就職口をみつけて、これまで 6つの
大学を経験しました。1人で子育ては絶対した
くないと当時から思っていたので、別居の選択
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肢はなかったの
ですね。
　女性の研究者
キャリアを語る
には、重要なポ
イントがありま
す。 ま ず 一 つ
は、大学院の研
究室文化が大切
なのですね。東
京教育大学の大
学院社会学講座
への進学は卒論

との関係で職業や労働に関心があり、つきたい
教師がいたから。定員 5名のうち、女性の院生
は私 1人でした。既婚の院生の初登場に、先生
方は随分戸惑われたように思います。1人目の
子供を出産したときに「休学します」と指導教
官に伝えたら、「やっと泳ぎをマスターしかけ
たのに、ここで中断するとまた初めからやり直
しだな」と。手間のかかる院生だなという、そ
ういう感じはありましたけれども、否定的な感
じはありませんでした。
　私にとって幸運であったのは、一つは当時の
社会学教室が村落社会学の有賀喜左衛門の伝統
を引き継ぐ独自な学風を持っていながら、院生
には自分が本当に面白いと惚れたテーマをやっ
てもいいのだよ、という雰囲気をもっていたこ
と。それから先生方が自分の研究に忙しい脂の
乗りきった年齢で、ほとんど指導もされない代
わりに干渉もされず、好きなようにやれたこと
ですね。
　先生といえば、私を研究という営みに切れ
そうで切れない細い糸でつなぎとめてくれた
のは、私が出産のために休学すると伝えたと
き、当時、日本社会学会の会長だったと思いま
すが、中野卓先生のひとことですね。「子供を
育てることも社会学を学ぶことだよ」と。怖い
先生で、自分の意見と違ったらチョークをパッ
と投げる厳しい先生でしたけど、ポロッと言っ
てくれたひとこと、これが効いたのです。多く
の場合、強力な男性同窓会ネットワークが女性
を排除し易い傾向はあるとしても、いや、男性
にもいろいろあるぞ！というのが私の実感です

ね。
　研究室における指導教官と指導学生という個
別の強いつながりが希薄かどうか、とくに学部
からの内部進学者と外様の学生を区別するよう
な雰囲気はないか、外部の研究会への参加を積
極的に促すようなオープンな雰囲気があるかど
うかも、女性研究者を育てるうえで重要です。
その点では、東京教育大学の社会学講座が戦後
初めて新設され、ともかく後継者養成を急ぎた
い、何か研究テーマを持って成果を出してくれ
そうな学生は男女の別なく大切にしたい、とい
うような研究室文化は、私にとって居心地がよ
かったです。
　「女性ならでは」の経験としての第二は、何
度も地理的移動をしたということでしょうか。
1973年、博士課程を中退して、夫の勤務地の名
古屋へ。初めての土地です。運のよいことに、
南山短期大学の人間関係学科が新設にあたり設
置時に出す書類を急いでいたため、本当に運良
く専任講師として就職できた。初職として、と
もかくどこかへもぐり込むことが大切でしたか
ら、とくに女性の場合は。その頃、女性が研究
職や大学でポストを得るには「運良く」という
言葉がつきまとっていた時代なのですね。
　ただ、南山短期大学の人間関係学科は講義方
式よりも 4、5泊ぐらいの合宿体験を重視する
斬新な授業スタイルをとっていたので、まだ子
どもは小さかったし、そのときにはいつも東京
の叔母に加勢を頼んでいました。保育園も今ほ
ど一般化していなかったから。5年たって女子
大としては珍しく社会学科のある金城学院大学
へ異動し、合宿がなくてほっと一息つく間もな
く 4年目に、夫が再び東京へ。私も一緒に移動
して、その後の 2年間は東京と名古屋間を 2泊
3日で週ごとに通うはめになりました。当時の
女性研究者は私だけではなく、単身赴任という
人が多かったと思います。男性にとっては当た
り前の勤務校の異動が、女性の場合はいつも同
居か、別居して単身赴任かを迫られる。「女性
ならでは」の経験でしょうね。
　1984年に千葉大学文学部社会学科に移り、
やっと東京の自宅から通えるようになりまし
た。そしてお茶の水女子大学の人間文化研究科
へ、定年退職後、東京女学館大学国際教養学部
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へ移って、そこで副学長・学長を経験して、今
の東京家政学院大へ。異動の連続でした。見方
を変えれば、新幹線特急ではなく各駅停車の鈍
行に乗って、途中の車窓の景色を見ながらス
ローペースで歩んできたのは、それなりに自分
には合っていたな、おもしろかったな、とは思
いますが。女性特有のコースとして固定される
点に問題がありますね。
　最後に、女性研究者の参入しやすい大学と参
入しにくい大学があるということです。どんな
タイプの大学に参入しやすいか。私学の短大と
女子大。規模でいえば、教員数200人から400
人規模の小・中規模大学ですね。専門分野でい
えば人文系や教育系です。逆に入りにくいのは
理工系や法経系。当時は、女性の参入しにくい
分野の「知」が高い学問的なステイタスを与え
られ、逆にこうした「知」が伝統的に男性性と
結び付けられ、女性の排除の理由になっていた
ように思います。逆に、新設学科や新設学部は
入りやすい。文部省の設置審にかけるので、女
性が参入していく一つのチャンスでしたね。そ
れから、大学のカリキュラムに女性学やジェン
ダー論の導入を図ろうとする大学は入りやす
い。初職の南山短期大学は、学科長がR.A.メ
リットさんというアメリカ人で、70年代中ご
ろ、女性学という分野に率先して挑戦していこ
うという空気があり、女性研究者にオープンで
した。
　女性研究者に居心地のよい大学とそうでない
大学という点でいえば、居心地のよかったのは
教授会のメンバー構成に、出身校とか性別とか
世代とか国籍に大きな偏りがなく、多様性に富
んだ大学ですね。逆に居心地が悪かったのは、
男性教員の多くが東大教員予備軍のたまり場に
なっている学部や大学。教員文化がややもすれ
ば権威主義的でした。
　もう一つ、さまざまな大学を経験して気づい
たのは、平等な環境とされる共学で、共学の名
に値する教育が行われているのだろうかという
疑問でしたね。80年代半ばの共学大学は、文学
部を例にすれば、女子学生が 5割以上を占めな
がら、卒論指導も大学院への進学指導について
も、男子学生を「第一の存在」として扱う「隠
れたカリキュラム」が健在でした。当時は女子

学生の就職が厳しく、女子学生を対象とした就
職指導の必要性を提案したら、その役割がす
ぐ、わずか数名の女性教員に回ってくるような
現実がありました。まあ、いろいろ経験したと
いうことでございます。ごめんなさい、時間が
ちょっと長くなって。
（大竹）　もっとお伺いしたいところはあるので
すが、時間がありませんので、次に江原先生か
らお願い致します。
（江原）　私は天野先生から何歳ぐらい下になる
のかよくわからないですが、お話を伺ってい
て、年代によって、生まれた年によって、やっ
ぱり経験したことがかなり違うように思いま
す。
　私は1952年生まれです。敢えて対比的に言
えば、私は、天野先生から対極のキャリアを生
きたのかなと思います。最初から研究者志望で
大学院に進学し、東京大学の博士課程を中退し
て、今いるところの都立大学の助手に入りまし
た。26歳でした。ドクター 2年の段階で就職
が決まりました。当時はそういう方もいらした
んですけれども、やはり女性は 3年までいる方
のほうが多かった。女性はなかなか就職がない
とやはり言われていました。なので幸運だった
と思います。今でも覚えているのは、関西の大
変著名な社会学の先生に就職が決まったと申し
上げた時のことです。その先生は私を前にして
「女が？」って言うんですよね。びっくりしま
したね。女性はなっちゃいけないのかというふ
うに思いました。「女がねえ」とこう下から上
に見上げるんですよ。何度も。きっとその先生
は本当にびっくりされたんだと思います。そう
いう意味で女性がごく普通に男性と同様、就職
を始めた最初の頃のケースだったんじゃないで
しょうか。
　大学院はもう既に先輩に何名か女性がいらっ
しゃいました。なので、その意味でももう当た
り前のような感じを持っていました。直近では
上に天木志保美さんとか、今静岡大学の副学長
をやっている、舩橋惠子さんとかいらっしゃい
ましたし、噂では私たちの前に、京都の女性が
受けて京大を選んで東大を蹴ったという話もあ
りました。それが上野千鶴子だったと。本当か
どうかはわかりませんが。そういう意味でかな
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り社会学のほうには女性院生何人もいたので、
あまり不安はないなと思ったんですね。就職が
厳しいとは思っていましたけど、でも、疎外感
ではなくて、ごくごく普通という気分でした。
　ただ、上野さんから聞いた話ですが、彼女は
就職するとき非常に京都で苦労したんですね。
その意味では、関東の方が、やや意識が進んで
いたのかなと思います。でも、関東でもすぐ就
職が決まるというのは、やはり珍しかったんで
しょうね。今都立大学になぜ留まっているかと
いうと、その半分ぐらいの理由のところに、他
大学で女性を採らなかった時によく都立大学は
女性を助手に採ってくれたなあという思いもあ
るんですね。やっぱりその恩を感じてる。で
も、実は、都立大の助手には、その後一度も女
性が採られていない。その意味では許せません
ねぇ。
　というわけで、なかなか女性の教員の就職は
今も難しいですが、その頃もそうでした。その
意味では私は幸運で、助手をその後 3年やっ
て、そのままお茶の水女子大学のほうにお話が
あって移りました。そこに10年いまして、その
後また戻ってしまいまして今のところに移って
いるということでございます。変化もあります
が、まあかなり真っ直ぐだったと思います。
　教員の大学選択として、私の場合一番大き
かった要因は、社会学科がちゃんとあるかどう
かという要因でした。それで教員の負担も相当
違うんですね。やっぱり少ないところは厳しい
ですね。社会学は人数多くないと教えきれない
ほど広い大きな分野ですので（学芸大学も結構
社会学の先生がいらっしゃる。数としては相当
多いように私は思っておりますけれども）、少
ないところだと理論から数理統計から調査実習
も 1人 2人で教える。それは本当に死に物狂い
なんですよ。非常に関心がばらついている学生
を前に、社会学を 1人で教えるというのは辛
い。というのもありまして、やっぱり社会学の
教員がいっぱいいるところがいいと思ってま
す。ですが、とにかく就職ではあまり苦労して
いません。
　私が女性教員として一番苦労したと今思って
いるのは別のことです。今だに人生において最
大の危機であり、あれ以上の危機は経験したこ

とがないと思うことがあります。子どもを出産
したんですが、出産した子どもが先天性心臓病
だったんですよ。手術を 3回ぐらい 1歳までの
間に受けないと命は保証しないよと言われまし
て、その間は保育園に預けてはだめだと言われ
ました。これは最大の危機でしたね。もうどう
しようと思いましたね。もちろん保育園に預け
てすぐ復帰する予定で出産したんですが、やっ
ぱり計画通りにはいかないんだよね、子どもっ
てね。それはそうですよね。本当に精神的にも
参りましたし、要するに毎日結構厳しいわけで
す。子どもを預けられないだけではなくて、何
か病気をしたらすぐお医者さんに診せないと相
当危険率が高い子なので不安もありますね。何
度病院までタクシーで夜中に連れていったかみ
たいな暮らしを 1年することになるんですが、
その控えていた手術はそのとき全国で 8回しか
やってなくて、成功率が 8割とか言われている
ような数の手術だったんですね。だから、10人
いると 2人が死ぬというような手術で、そうい
うのを 1年後に控えて子どもを育てて下さいと
（こういうことを医者が言うかと思いますね。
出産したばかりの新米の母親にねぇ）。これは
相当タフなことでしたね。私にとって生まれて
初めてのタフな経験で、それをどうやって乗り
切ろうかということで辞めるか辞めまいか悩み
ました。当時は育児休暇はなかったので、要す
るに戻るか戻らないかですよね。辞めるという
手もあったですけれども、逆に今度は何という
のかな、逆に死ぬか生きるかみたいな話だった
ので、やれるところまでやって、それ以上無理
ならその時いつでも辞めればいいという気にな
りました。もうだめならだめでいいから、とに
かくやっていこうと思いまして、それでだめ
だったらそのとき、いよいよというときに辞め
ればいいんだから、そのときまでやれるだけや
ろうという感じで 1年ぐらい過ごしました。
　結局手術は成功しました。その間は東京女子
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医大に 2か月ほど子どもが入院していましたの
で、その間ずっと病院にいました。病院から
お茶の水女子大学にタクシーで通い、またタク
シーで帰って、同じ都内でしたからそんなにか
からない。それで直通でお茶大の前でタクシー
を拾って東京女子医大に行って、東京女子医大
の前でタクシーを拾ってお茶大に行って、その
間だけ母に来てもらってというのを週何回か
やって、とにかく数か月そんな暮らしをしまし
た。その後この子は元気になっちゃいまして、
もう30近いんですがまだ大学院生やっていま
す。いまだに大学院生ですけれども、まあ問題
なく育っております。
　そのくらいしか苦労してないです。その後は
人並みの苦労しかしてないんですが、でも最初
のあの時の思いというのは忘れられませんね。
親以外に子どもを助けるものが、子育ての手助
けになるものが実際には全くないんだという、
そのどうしていいかわからない問題に直面し
た。 それが今こんなことをやっている最大の理
由だなと思いますね。もちろん学部時代から専
門以外にそれなりに関心持ってウーマンリブの
活動なんかにも行っていたし、女性問題につい
て書いたこともあるんですけど、決定的になっ
たのはあの経験ですね。いまだにその経験は自
分の原点であり忘れたくない。女性研究者支援
事業みたいなことをやっているのも、そういう
経験が誰にもあるんだなという思いがあるから
だと思います。その時辞めるか辞めないかとい
うのは、ほんのちょっとの差なんですね。ほん
のちょっとの差で辞めないで済む、やれるとこ
ろまでやってみようと思えるような支援があれ
ば、辞めない人が増える。それでもやれない時
もありますよね。でも、支援があれば、少しで
も皆さんの持続する可能性が広がるのではない
かという思いもありまして、このお仕事を引き
受けました。
　なんて言ったらいいんでしょうね。同僚にも
障害のあるお子さんを成人する年齢になるまで
20年近くほとんど 1人で面倒見ながら、いろい
ろな方々の支援を得ながら仕事を続けていらっ
しゃる方とかいらっしゃいます。すさまじい苦
労ですね。彼女の話では、障害のある子、それ
も重い障害を持った子の母親が仕事を続けられ

る環境は全く整っていないということです。何
もかも母親任せのこの国の子育て環境を何とし
ても変えないと男女とも幸福になれないと思い
ます。だから、女性研究者支援なのだと思いま
す。

（大竹）　ありが
とうございまし
た。多分、相当
壮絶な人生だっ
たのではないか
と思いますが、

それを人並みに苦労しましたとさらりとおっ
しゃれるのはすごいと思いました。では、最後
に村松先生、お願いします。
（村松）　私はお二人のような修羅場をくぐると
いうことをして来なかったし、シンプルな人生
を暮らしているので短く話します。私にとって
研究者としての一番の難関は研究者になろうと
思ってなかったということでしょうか。中間の
世代というご紹介が既にありましたけれども、
私が大学を卒業したのが1967年で、私の周りに
は女性の研究者のロールモデルはほとんどいま
せんでした。同期に、偶然本学で同僚になった
直井道子さんという友人がいましたが、私たち
の上にはほとんどいませんでした。私が大学時
代に接した女性の先生は、中根千枝さんという
怖い文化人類学者が唯一でした。ほとんどロー
ルモデルにはならなかったので、大学院に残っ
て研究者になるという道は全く考えられません
でした。また、高度経済成長期で女性は大学に
行っても卒業したら専業主婦になる時代で、私
の同期の女子学生たちも結構そういう道を選ん
でいました。
　私は大学の 3年ぐらいから将来ずっと何か職
業をもちたいという気があり、私の選択は何を
したいかというよりは、ずっと仕事をしてい
くには何をしたら良いのだろうというものでし
た。当時、私は社会学でも教育ではなくてマス
コミュニケーションを専門にしていたので、Ｎ
ＨＫに入りました。ただし、当時ＮＨＫは大
卒の女性を採用しておりませんで、大卒の女
性は、私の 2年後ぐらいにアナウンサーとし
て 2人ほど採ったのがほぼ最初でした。ただ私
が入りたいのはＮＨＫの研究所だったものです
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から、大学 3年のときからそこにアルバイトに
行ったり、大学の先生などの縁も頼って、卒業
後数ヶ月してからもぐり込んだので、正規職員
ではなくて非正規職員を経験しております。1
年半非正規職員で暮らしたのち、結局そのＮＨ
Ｋの研究所に24年 9か月おりました。私はこの
大学に来て今年20年目なんですが、私の学長の
任期が終わってもＮＨＫ歴よりは短いことにな
ります。
　そういうわけで私のプロフィールで学歴だけ
見ると博士課程を終わったのが1984年となって
おり、私がこの 3人でいちばん若いかのように
見えますけれども、これは社会人学生でした。
大学院に行ったのは、ＮＨＫの研究所のほとん
ど男性である同僚たちが、ここは定年までいる
ところではなく、研究所のトップ層は記者など
を経験した人が来てなるもので、研究に目覚め
たんだったら大学に行く道を考えたほうがいい
と忠告してくれたからです。マスコミュニケー
ション研究の専攻がある大学で、なおかつ、職
場に籍を置きながらこっそり行ける近い大学を
選んで、大学院に30代の後半から40代にかけ
て行ったという次第です。ここでは、土曜日の
授業に出席して、あとは来なくてもいいよとい
うような優雅な時代でしたので、なんとか単位
を取得しました。
　東京学芸大学に来たのは、まだ公募が義務づ
けられていなかった時代です。本学の社会学研
究室は伝統あるところなのですけれども、私
は、社会学の教員で最初の女性でした。メディ
ア論の担当者というポストで、なおかつ、推測
にすぎませんけれども、そのときの社会学の方
たちの中にそろそろ女性でもいいんじゃないか
という考えがあって私を呼んでいただいたのか
なというように思っています。その後、私が教
授をやめてから社会学研究室に女性はいませ
ん。今後、今回の事業の枠組みで女性を採用す
ることができたらいいと思っているところで
す。
　その後、この大学に来てからはそう大きな障
害を経験することはありませんでした。私は選
択の道が分かれたときは基本的にチャレンジ
する方向をとってきているのですが、結婚に関
してだけはチャレンジをしませんでした。自分

の道を変えるんだったら結婚しないという道を
選んできたので、シンプルな人生です。もっと
も、ＮＨＫ時代に 1年間休職してアメリカの研
究所に行ったり、田部井淳子さんと一緒に女性
だけで中国に登山に行って40日間休んだこと
があり、ＮＨＫを辞めるときに、ああいうこと
は女だからできたんだよねとか、女じゃなけれ
ばできないよねなどと言われましたが、その種
のことはチャレンジをしてきました。ただ、現
在、学生に対して、私にはいなかったロールモ
デルのような立場になってみると、いろいろな
経験をしていると言えたほうがよかったかもし
れないと思うときはありますけれども、多様な
生き方があっていいというメッセージを伝える
ことにしているという次第です。

＜大学運営について＞

（大竹）　ありがとうございます。多分もっとい
ろいろ話していただくと良いと思いますが、時
間もありますので次に行きたいと思います。皆
さんのいろいろな経験の中でそれぞれの力量を
育まれて今学長、副学長という重要な学校経営
のポストに就かれて、またそこでご苦労されて
いらっしゃると思います。その辺りのところを
お話いただければと思います。
（天野）　この、「女性の視点を生かす大学運営」
の「女性の視点」という言葉に少々ひっかかり
ます。私にはさまざまなライフイベントを抱え
込んでいる人々の視点といいかえた方がぴった
りしますね。必ずしも女性だけでなく、男性も
いるし、病んだ家族を抱えた人とか、外国籍の
教員とか、いろいろです。
　といっても話が進みませんので、「これ、女
性の視点？」と自問自答しながら、大学運営の
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経験をお話します。すでにふれた通り、外部か
ら落下傘でやって来たものですから、大学運営
に慣れてきて大局的な意味でどんな問題がある
かが分かってくるのに優に 1年はかかるし、学
長がやる気なら協力しようじゃないかという教
員文化ができるまでにやはり 1年半ぐらいかか
りました。それに私学の場合、学長は教学サイ
ドの責任者ですが、教育・研究活動の安定のた
めには、なによりも財政基盤の確立ということ
で、この 2年間、私のエネルギーは学生募集に
戦略的に関わっていくことに使われました。そ
の意味では、大学の運営に女性としての体験を
どう生かすかは、今、始まったばかりなのです
ね。
　ともかく着任した 4月に教員集会を開いて、
「東京家政学院大学をどのような大学にしたい
のか」という、学長の所信表明をしました。内
容としては、一つは、「初めに教員ありき」で
はなく、まず「初めに学生ありき」の大学づく
りを、もう一つは、「女子学生のみ」という教
育環境のメリットを積極的に生かし、その一方
で女子大のデメリットを克服していく「女子大
ルネッサンス」の実践を、ということです。そ
のなかに、「女性教員や女性管理職の積極的な
活用によって、さまざまな分野における多様な
役割モデルを提供できる大学」という一項目を
おいています。
　すでにふれましたが、3人の女性が学部長に
選ばれて意思決定過程に参画していることは、
私が何かをしたというより、女性が学長になっ
たことの波及効果です。ということは、男性の
役職者を「自然」と受け入れていく教員の心的
メカニズムに亀裂が生じたということです。人
事を含んで大学運営の大きな方向性を決める部
局長会議や、法人と折衝する運営委員会に私を
入れて女性が 4名参画しているのは、小さな大
学だけに、その意味は大きい。具体的に一つ挙
げれば、教室で行われる授業やゼミの状況、教
員と女子学生の関係、学生文化など、それらを
一番熟知しているのは学部長ですから、学部長
を中心に、ゆるやかな学長・学部長ネットワー
クを育て、情報交換と協議を重ねながら、大学
運営に関する問題点を洗い出していく。もちろ
ん、そのネットワークに男性の役職者の参加も

大歓迎ですが・・・ね。抽出した課題を部局長
会議の審議事項に設定して、協議し提案してい
けるという点では、私自身、心強いし、本当に
少しずつですが成果が出始めていますね。
　第二に、先ほどふれましたように、本学の場
合、助教、助手に女性比率が高い。それも本学
出身者の比率が高い。先輩たちが母校の教員
の一翼を担っていることは、学生たちへのロー
ルモデルの提供という点で重要ですから、助
手・助教を研究者としてどう育てていくかは、
今、直面している大きな課題です。女性だけで
なく、男性の若手研究者を含めて、研修日を設
け、大学院後期課程への進学や学位取得を促す
一方で、科研費の間接経費を若手研究者の研究
費支援に充てております。大体 1年に 5、6名、
1人当たり40万円程度の助成をしております。
　また、助手が所属学科や所属研究室の指導教
官との個別の、ややもすれば身分的な関係を持
つ傾向がみられますが、それを防止するため、
学部長のもとに緩やかな助手・助教のネット
ワークを作り、日頃疑問に思っていることや悩
みをシェアし合う機会をもつことで、助手や助
教のかかえている問題点を把握するようにして
おります。
　女性教員の採用にかかわる今後の課題として
は、女性にみられる複合的キャリアや多様な
キャリアパタン、レイト・スターターなどを配
慮した、どのような教員選考基準の規定をつ
くっていくかですね。
　このフォーラムに出るにあたり、女性若手研
究者にとって学長が女性であることのメリッ
トって何だろう？と学部長に聞きましたら、彼
女いわく、出産・育児期の彼女らが出産後のポ
ストとか昇任を気にしないで、あるいは同じ学
科の教員のまなざしを気にしないで、安心して
育休を取れるようになったこと、女性のライフ
コースが内部に抱えこんでいる問題を、女性の
学長だったら分かってくれるという安心感では
ないでしょうかという答えがかえってきまし
た。女性の学長ができることは、本当にささや
かなことですが、そのように女性同士励ましあ
う関係から改革がはじまると考えています。
　ワーク・ライフ・バランスですけれども、わ
が大学は小さな大学で、学内保育園なんて夢の
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また夢。東京学芸大や首都大学東京は恵まれて
いるなあ、と。ともかく国公立は恵まれていま
すね。ですから、せめて会議時間の設定の工夫
ですね。まず会議日を明確に各週の定められた
曜日に設定し、遅くとも 7時以降、延びないよ
うにするとか。また、どの大学でも実験系の男
性教員に見られがちな、研究室に長時間滞在す
ることを美徳とするような教員文化や慣習があ
りますが、それにどう働きかけて変えていくか
も大切な課題ですね。
　教育や研究をするうえで、女性教員が働きや
すい大学環境って、男性教員にとっても働きや
すいのでは？と思います。
（大竹）　ありがとうございました。江原先生、
お願いいたします。

（江原）　女性の視点かどうかというのはわから
ないんですけど、とにかく女性が意思決定の場
にいるということが大事なんじゃないかなとい
うふうに思っています。私はあんまり女性らし
くないんでしょうけど、でも、皆が何か女だと
思って見てくれる。だから、いるだけでちょっ
と多様性に配慮しようという気になる。それが
大事だと思います。昨日も管理職や事務方と飲
んでいたんですけれども、そういう集団に入る
と女性は大体私 1人なんですよ。つまり、私が
いないといつも男性ばっかりで大学のことを話
しているということになる。そういうことが当
たり前の大学ってどこかおかしいですよね。お
かしくないですか。おかしいと思うんですよ。
私が何か言うと何か浮くんですけど、でも 1人
でもいると、そうか女性がいるんだなと思って
くれるみたいです。なので、しょうがない、と
りあえずいるということが大事だと考えてま
す。
　入ってすぐやったことは、育休・産休の教員

がいる学系・研究室へのRAや非常勤の配分で
す。育休と産休を取られた先生は一応公務員に
準じていますから（正式には公務員でなくなっ
たんですよね、独立行政法人になったので）、
当然育休・産休を取れるんです。ところが取っ
た後にちゃんとRAとかTAとか非常勤とかも
らえるかどうかがはっきりしてなかったんです
ね。調べたら人事課は取れるようになっている
と言うんですよ、要求があれば出せますと。要
求があれば出せますってどういうことかという
ことですよね。要求がなければ出せないのか、
そもそも要求してよいということが皆に知ら
されているのかと言うと、「いや、していない」
と人事課は言うんです。「何でですか？それが
わからなくちゃ困るでしょ？」と聞くと、「い
や、広く知られると予算オーバーになると困る
ので知らせない」という返答なんです。そんな
ばかなことあり得ないでしょう。もし必要なら
ばもらえるということは、人事のほうではそう
いうポストのお金を持っているわけです。で
も、それは申請がない限りは出さない。申請で
きるとはどこにも書いてないので申請しない人
もいるわけ。すると研究室のほうでは女性が助
教でいなくなっちゃうと困る、だから女は採用
しないという話になってしまうわけですね。育
休取っちゃったから困るとか。ちゃんと申請す
れば代替要員の雇用にかかる費用を出してくれ
るという話を聞き付けたので、それをちゃんと
大学の全教員に明示化するということをやりま
した。言うか言わないかで全く意味が違うと。
制度があるかないかじゃない。それを皆が知っ
ているかどうかだと。制度を利用するかどうか
は知っているかどうかによって効果は百倍も違
うんだからちゃんとやれと言ってやっと。1年
かかりました。そうすると皆取れるとわかる。
皆が知っている。そうすれば予算もだんだん出
ますよ。今までだって取ろうと思えば取れたの
にそれを隠していたわけです。
　こういう風に、実は制度はあるのに利用され
ていないことがあるというのが、管理職になっ
て気づいたことの一つです。制度も大事です。
お金も予算も大事ですが、実はあっても使われ
てないものって山ほどある。皆に情報を公開す
ること。これが大事です。それからいつも私が
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心がけているのは、会議では必ず誰が聞いてく
れようが聞いてくれまいがいつも同じようなこ
とを言うことです。留学生のためのライティン
グ支援て、必要だよねというのを年中しゃべっ
ていたら最近できました。それから女子学生向
けのキャリア支援て、必要だよねえとか、女子
学生向けの健康支援て、必要だよねとか、まだ
これはできないんですけど、何かある度ごとに
そんなことを話します。それから性暴力に対す
る防止研修みたいなものをやるべきだというこ
とも何度も話してます。危ないですよとか言う
のを聞いてくれようが聞いてくれまいが話して
います。何かそういう話を聞いてきたときに、
必ずその関係の人に情報を入れておきます。い
つか何とかなるだろうと思って。大学は、すぐ
には問題に取り組めないことが多いですが、逆
にチャンスがあればやれる、そのチャンスを逃
さないために、いつも言っているわけです。
　あと女性管理職の意義というと、やはり女性
とかケアとか、そういう問題に対するセンシテ
ヴィティティですかね。会議の中で一度こんな
ことがあったんですね。学長がダイバーシティ
は中期計画事項だと言っている、ダイバーシ
ティを重要視するとか、外の記者なんかにも
しゃべっている。ところが、その中期計画のま
とめを今年度と来年度以降というように事務局
がまとめたんですね、資料を。そうしたらそこ
にダイバーシティが入ってないんです。つまり
すっかり忘れられているんですね。なので、私
が質問しました。本学の中期計画でダイバーシ
ティは重要事項ではないのかと。そうしたら、
「申し訳ありません、抜かしました」と。事務
局が謝ったんですね。こういう意外と小さいこ
となんですけれども、1回 1回確認する人が必
要なんです。そういう方針があっても、方針が

だんだんちゃんと実現していくのか、それとも
消えるかということは、常にそこに目を見張っ
ている人がいるかどうかの問題なんです。な
ので、管理者に女性が入っているということ
は、そういうことにいつも気がつき何か言わな
ければいけないときに言うということを意味す
るんです、大事ですよね。事務局のペーパーに
はいつの間にか抜けていて、だれ 1人指摘しな
いで、あれ、ダイバーシティ推進は重要項目の
一つではなかったんだろうかと疑問に思うよう
に、いつの間にか抜けていたりする。そのあた
りが怖いところなんです。なので、やっぱり単
に男性だろうが女性だろうが、一応管理職の人
ならば皆同じだよということだけではなくて、
いつも自分が問題関心としてそういうものに目
を向けられるような多様な視点を持った人が管
理者に入っていたほうが、万遍なくいろいろな
問題に関心がちゃんといくと。中期計画を立て
るときは一生懸命いろいろなことを考えるけ
ど、実際にやるときには落ちているということ
にならないのではと思います。
（大竹）　ありがとうございました。もっともっ
と聞きたいのですが、時間が無くなってきまし
た。最後に村松先生には短めに、これから学芸
大学でどのように女性の視点を生かすかという
さわりのところをお話していただきたいと思い
ます。
（村松）　お二人のお話に私の言いたいことがか
なり入っていました。やはり見えるようにする
ということが非常に大事だと思います。数日
前に女性のネットワークのメーリングリストで
入ってきた情報によれば、韓国でたまたま女性
ばかりの判事の法廷が開かれたそうです。性犯
罪を専門に担当するのだそうですが、被告の男
性が法廷に入っていったら、そこに 3人とも女
性の判事がいて、ギョッとしたそうなんです
ね。今までは反対だったわけですよね。男性ば
かりの判事がいることがごく当たり前とされて
きて、女性がいないということが残念ながら不
思議でないという場合が非常に多いのだろうと
思います。
　もう一つだけエピソードをお話すると、前
に共学の大学にいた先生が女子大学に赴任し
て、女性の学生を前に話をしようと思ったとき
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に言葉が出なくなったそうです。今まで共学の
大学で女性と男性を相手に講義をしていたわけ
ですが、男性向けの話しかしてこなかったとい
うことに初めて気がついて、女性しかいない場
では話ができなかったということです。男性の
先生です。気づいたというのはすばらしいこと
だと思います。そういうことって非常に多いと
思っています。そういう意味で私は日頃いつで
も女性、女性と強調しているわけではないので
すが、常に世の中には女性と男性、外国人だと
か障がいのある人だとかいろいろな人がいると
いうことを意識するようにしています。それを
考えていると先ほど江原さんがおっしゃったよ
うに、そういう視点が抜けている時に、そこは
ちょっと考えないといけないんじゃないかとい
うことを言えるのではないかという気がしてい
る次第です。
　とくに、本学が主として養成している学校教
員は女性の多い職業です。女性の多い職業に就
く人たちを育てていく人が圧倒的に男性です。
現在、私は中央教育審議会の委員をしており、
そこで学校教員の養成制度の改革を議論してい
る特別部会に参加しているのですが、教員のこ
とを議論しながら30人の委員のうちに女性が 3
人しかいないんですね。私は教員養成系大学を
背負って話をしなければいけないのに、私が発
言しないと女性の話が出てこないのでそれも言
わなければいけない。1人 3分で意見を述べて
下さいと言われる中で両方詰め込まなければい
けないということをやっています。
　先日は中教審の別の大学分科会に出ました
ら、こんなすばらしいことをやっていますとい
う報告がありました。産学協働人財育成円卓会
議をつくりました。財産の財で人財と書くんで
すが、ここがしようとしていることは、新しい
日本社会における成長・質的転換モデルを見出
して、社会を健全にするリーダーとなる人たち
を育てるという話です。21世紀の社会を担う
人について議論する会議の構成メンバーが、大
学の学長が男性12人、企業側から男性20人で、
これが堂々と大学分科会の資料に出てきている
んです。私が言わなければだれも何も言わない
ので、大学分科会の話ではないなと思いなが
ら、これはないんじゃないでしょうか、21世紀

の日本社会で女性の力を使わないでどうするん
ですかというような発言をしました。気がつい
たときに言わなければいけないということがあ
ると思います。
　もう 1つだけ、江原さんが 1人でもいること
が大事だとおっしゃったんですけれども、複数
いることはとても大事です。私が学長になった
ときにしたことの 1つが執行部の中に女性を増
やすことで、大竹さんに副学長をお願いしまし
た。学芸大学の男女共同参画推進本部、あるい
は人権問題に関する委員会などは、私と大竹さ
んがペアでずっとこれまで10年以上やってき
たかなという感じがします。あうんの呼吸でこ
のタイミングで保育所の話を出せば通るとか、
1人ではできなかったことを 2 人になることに
よってできたことがかなりあると思っていま
す。さらに本学の男女共同参画を進めていきた
いと思っています。
　教育内容についても、教員養成の課程の中に
ジェンダーの視点を入れなければいけないと
思っています。かつて私は教員養成に関する国
の審議会などの外側でNGOとしてそういうこ
とを働きかけるロビイング活動をしていたこと
があるのですけれども、女性がエンパワーする
というのはやはりいいことだと思います。今そ
ういうことを審議する委員会の内側にいて、ま
た女のことを言うのかと思われつつも発言でき
るわけです。外部からのロビイングは無視もで
きるけれども、中で正委員が言ったことは全く
は無視はできません。今、第二期の教育振興基
本計画を作っていますが、そこでも日本社会が
抱える問題点が列挙されている中に少子高齢化
とか格差の増大などは出てくるのですが、ここ
に男女共同参画の遅れというのを問題点として
入れないと、教育政策の方向性の話につながら
ないのではないかと発言しました。今後を見届
けたいと思っています。以上です。
（大竹）　ありがとうございます。本学の経営に
どうしていくかという踏み込んだところまでは
お話いただけませんでしたが、今後いろいろな
ところで発言していただければと思います。こ
こで質問をしていただこうと思っていたのです
が、もう時間がありませんのでやめにします。
代わりに、今日、学長経験者で、かつ、日本の
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女性の中心的な人材で、仕分けでは国立女性教
育会館を死守した神田道子先生が来て下さって
いますので、感想を述べていただいて終わりに
したいと思います。
（神田）　今日このような会議が開かれたこと、
本当に嬉しく思っております。私が学長を務め
たころには政策も進んでおりませんで、本当
に大学の中でも 1人きりでしたし、外でも特に
共学大学では女性の学長はいなかったと思いま
す。やはり進めていくためには、一つはシステ
ムを作っていくことがどうしても必要。そのシ
ステムを見事にどこの大学でもお作りになって
いるということは本当にすばらしいことだと
思っております。その背後には国の政策があ
り、その政策を進めてきた今までの歴史がある
と思います。それからさらにそのシステムを動
かす計画が見事に出来上がって、多分この後は
これを実際に動かしていく人が力をもってやる
ことだと思うんですが、どうしても必要なのは
1人ではできないということで、力を皆が出し
合って協働してやる必要があります。そして、
さらにその周りにそれを支援し支え一緒に動い
てくれる人をどれだけ作れるのかということが
必要であり、課題になります。それは学内で作
るということと同時に、学外にも作っていくこ
と、それがとても必要だと私は思っておりまし
て、今日のこの会がそういう機会になるといい
なと思っております。
　それから、女性の視点ということですが、私
は皆様のご経験というのは、これは男性がやっ
てこない経験、その経験に基づいて見るという
ことが視点になってくる。その経験はお話の中
でもありましたように本当に困難ですね。やっ
ぱり男性が作り上げた社会の中で女が普通に生
きようとすると、その経験は困難な経験です。
その困難な経験を踏まえて大学運営のこれから
を考え、行っていく。そうすれば、男の人もい
いんじゃないか。つまりその困難な経験は女性
だけのものではなく、それを乗り越える状況を
つくることは、男性にとっても必要なことか
ら、そういう点で女性の視点は必要であり、そ
れに基づいた大学の運営なのではないかと私は
思っております。女性の視点というのは大切だ
と思っています。

（大竹）　ありがとうございました。女性の視点
というのをどういうふうに考えるかというのも
またいろいろこれから議論になるところかと思
いますけれども、それぞれの先生がおっしゃっ
たところで多様な経験を多様な社会に、まさに
ダイバーシティな社会の中で生かしていくとい
うことかなと思いました。それから、村松先生
は複数いることが大事よとおっしゃっていまし
た。学内だけではなくて、外にもいることを活
かし、趣旨の中に学長・副学長ネットワークみ
たいのができたらいいですねみたいなことを書
かせていただきましたが、今回のフォーラムが
そこにつながっていけば、大変うれしいと思い
ます。
　これで鼎談を終わらせていただきます。あり
がとうございました。

〔了〕
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Ⅳ　キックオフフォーラム掲載記事
　朝日新聞記事（2011年12月 8日朝刊「むさしの」）より転載。
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Ⅴ　キックオフフォーラム参加者アンケート
１．アンケート調査用紙

東京学芸大学　男女共同参画フォーラムについてのアンケート（2011年12月7日）

1 ．このフォーラムをどちらでお知りになりましたか。いくつでも○をお付けください。
　（ア）ポスター、チラシ
　（イ）学芸大学のＨＰ
　（ウ）新聞等知人、友人の紹介
　（エ）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2．今後も、男女共同参画についてのフォーラムを予定していますが、その時にも参加を希望なさいますか。
　  ぜひ参加したい
　（ア）内容に関心があれば参加したい（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）
　（イ）参加しない
　（ウ）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3．本日のフォーラムの感想はいかがでしたか。
　（ア）もっと詳しい話を聞きたかった（具体に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　（イ）参考になった
　（ウ）わかりにくかった
　（エ）あまり参考にならなかった

4．その他、意見・感想がありましたらご記入ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5．以下のことにも、もしよろしければお答えください。
　（ア）性別： 男性　・　女性

　（イ）年齢： Ａ20歳未満　Ｂ20歳代　Ｃ30歳代　Ｄ40歳代　Ｅ50歳代　F60歳代以上
　（ウ）住所： Ａ小金井市　Ｂ小平市　Ｃ国分寺市　Ｄ都内　Ｅその他（　　　　　　　）
　（エ）職業：Ａ本学学生　Ｂ本学教職員　Ｃ他大学教職員　Ｄ他大学学生　Eその他（　　　　　　　）

ご協力どうもありがとうございました。
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２．「女性研究者研究活動支援事業キックオフフォーラム－女性の視点を生かす大学運営－」
アンケート集計結果

1．このフォーラムをどちらでお知りになりましたか。いくつでも○をお付けください。 

1. このフォーラムをどちらでお知りになりましたか。いくつでも○をお付けください。 

 

 

2. 今後も、男女共同参画についてのフォーラムを予定していますが、その時にも参加を希望なさいま

すか。 

 

 

3. 本日のフォーラムの感想はいかがでしたか。 

 

4. その他、意見・感想がありましたらご記入ください。 

私は物理を専攻していますが、物理分野に女性研究者が少ないことは確かです。しかし、高校レ

ベルで既に女子生徒は男子生徒に比べて物理嫌いが多く、成績も平均で男子より女子の方が低い

実態があります。これが改善されない限り、女子の物理進学者は増えないし、必然的に研究者率

47%
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0%
0%

もっと詳しい話を聞

きたかった

参考になった
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あまり参考にならな

かった

2． 今後も、男女共同参画についてのフォーラムを予定していますが、その時にも参加を希望なさ
いますか。

 

1. このフォーラムをどちらでお知りになりましたか。いくつでも○をお付けください。 

 

 

2. 今後も、男女共同参画についてのフォーラムを予定していますが、その時にも参加を希望なさいま

すか。 

 

 

3. 本日のフォーラムの感想はいかがでしたか。 

 

4. その他、意見・感想がありましたらご記入ください。 

私は物理を専攻していますが、物理分野に女性研究者が少ないことは確かです。しかし、高校レ

ベルで既に女子生徒は男子生徒に比べて物理嫌いが多く、成績も平均で男子より女子の方が低い

実態があります。これが改善されない限り、女子の物理進学者は増えないし、必然的に研究者率
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3 ．本日のフォーラムの感想はいかがでしたか。

 

1. このフォーラムをどちらでお知りになりましたか。いくつでも○をお付けください。 

 

 

2. 今後も、男女共同参画についてのフォーラムを予定していますが、その時にも参加を希望なさいま

すか。 

 

 

3. 本日のフォーラムの感想はいかがでしたか。 

 

4. その他、意見・感想がありましたらご記入ください。 

私は物理を専攻していますが、物理分野に女性研究者が少ないことは確かです。しかし、高校レ

ベルで既に女子生徒は男子生徒に比べて物理嫌いが多く、成績も平均で男子より女子の方が低い

実態があります。これが改善されない限り、女子の物理進学者は増えないし、必然的に研究者率

47%
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きたかった

参考になった

わかりにくかった

あまり参考にならな

かった
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4．その他、意見・感想がありましたらご記入ください。
私は物理を専攻していますが、物理分野に女性研究者が少ないことは確かです。しかし、高校レベルで既に女子
生徒は男子生徒に比べて物理嫌いが多く、成績も平均で男子より女子の方が低い実態があります。これが改善さ
れない限り、女子の物理進学者は増えないし、必然的に研究者率も上昇する筈がありません。

女性研究者のニーズへの支援（保育事業や育児休業中の活動支援など）はとても良い取り組みであると感じます。
しかし、「女性研究者の積極的な採用」については、達成目標（女性研究者の在職比率を高めるなど）を達成する
目的に疑問を感じます。そもそも研究者採用でもっとも重視されるべきは、学生に対ししっかり専門の学を授け
ることができるかどうかであり、本来性別は関係ないはずで、例えばただでさえポストドクターの就職難の中、
力ある男性研究者が採用されないというような事態が生じるとすれば、本末転倒ではないでしょうか。また、そ
のような本来の目的から離れた制度があったとしても、結局各講座から採用されることは考えにくいですし、も
し力が同等な男女で、制度により無条件に「女性である」という理由で女性が採用されるならば、それこそジェ
ンダーではないでしょうか。「女性が少ない」という状況は「女性が研究しにくいバリアが存在する可能性がある」
という事で、結果や数字に対するアプローチよりも、問題が生じる要因を探り、啓発・支援していくことが重要
と感じます。鼎談をうかがい、先生方が大変ご苦労なさってられたことをひしひしと感じましたが、果たして現
在もその頃と同じ社会情勢やバリアの種類であるのかについても、もっと検討すべきと考えました。

天野先生、江原先生、村松先生のお話が具体的で大変興味深くお話しをきかせていただきました。仕事の関係で
最後まで聞くことができませんでしたが、次回もこのようなフォーラムを開いていただけましたら、ぜひ参加し
たいと思います。

女性は、子育て、家事などがあり、働きにくいこともあると思いますが、そういった事をとっぱらって男性と同
じように働いていける環境があれば良いなと思います。

勉強不足で、女性視点とは何かから考えなければいけませんでした。男女の人数の平等を目指す理由、何が利益
になるのかから勉強していかなければと刺激をいただきました。

授業の時間と重なっていて、最後まで聞けず、残念だった。本学の職員における女性の比率について知れて良か
った。

女性はこれからもっともっと社会的に認められて活躍できる場所が増えてくるように思います。女性はキャリア
を重ね、ライフイベント毎に支援を受けられる。でも男性はそうではない。決して、男性もライフイベントがな
いわけではないと思う。女性の視点から男性を支援できる視点を入れてもらいたい。

大変に勉強になりました。

本学の男女共同参画においても、首都大学東京のように diversity の視点をとり入れてほしい。

大変参考になりました。

私は修士 2年、社会学で、来年から都内女子校附属中高で現代社会、倫理を教えます。先生方の生き方が本当に
参考になり、また目標にもなりました。女性として、男性がもっていない視点を持っていることを誇りに思いた
いと思います。女性であることに自信が持てましてありがとうございました。

休日の開催であれば参加できるという地方の友人がいました。御検討ください。

参加者数が少ない。動員をかけるなり、工夫が必要だったのでは。話の内容的には、女性教員がもっと参加する
内容だったと思う。

本事業は女性研究者を増やせばよいというものではなく増えた結果どんなことが良かったか、その結果を数字で
求められている。そのあたり（効果）の議論を今後期待したいです。

具体的な経験のお話しが大変興味深く、また参考になりました。短い時間の中で、資料をまとめるなど工夫して、
もう少し詳しく聞けたり、討論的なものを聞けたりできたら、さらに良かったと思います。

女性の視点（≒困難な経験を持つ全ての人）に基づく問題点の改善のための具体的な方策についての話し合いが
聞きたいと思った。

ライフコース（ヒストリー）のお話しがとても興味深く思い、それぞれのお話をもっと聞きたいと思いました。後半、
時間が足りなかったのが残念。今後、多様な世代の方のお話しも聞きたいです。ありがとうございました。もう
少し聞き手が集められればすばらしい内容だっただけに残念。

豊富な経験をそれぞれお持ちの御三方の話を良い雰囲気の中で聞くことができました。特に村松学長の話を（学
芸大生でありながらあまり直接聞くことがなかったので…）聞けて、またその内容が大学教員の経験よりも実務
が長いというもので、興味深く思いました。御三方共非常にパワフルで刺激になりました。ありがとうございます。

皆様の活動推進を応援します。
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“人材”を人財と呼び換えるのはすばらしい！新人研究者群を“裾野”俗習（つまらない固定概念）から脱出すべし。
新人はフロンティアなり。古参は必ずしも“頂上”ではない。

女性の視点を基軸にすることで、その他の男性も含めたアカデミックの世界の人権にかかわる問題にも注目をさ
れるようになることを期待します。

教育分野外、企業マネジメントの分野で仕事をしております。勇気づけられました。これだけの内容（貴重）な
のですから、教育分野外への広報をもっと積極的にされたらどうかと思います。

もっと大勢の参加があるかと思った。勿体ないと思いました。→ HP等で内容等を公開するようにしたらどうか。
少し寒かったです。

5．以下のことにも、もしよろしければお答えください。

（ア）性別：�男性　女性

本事業は女性研究者を増やせばよいというものではなく増えた結果どんなことが良かったか、そ

の結果を数字で求められている。そのあたり（効果）の議論を今後期待したいです。 

具体的な経験のお話しが大変興味深く、また参考になりました。短い時間の中で、資料をまとめ

るなど工夫して、もう少し詳しく聞けたり、討論的なものを聞けたりできたら、さらに良かった

と思います。 

  

女性の視点（≒困難な経験を持つ全ての人）に基づく問題点の改善のための具体的な方策につい

ての話し合いが聞きたいと思った。 

ライフコース（ヒストリー）のお話しがとても興味深く思い、それぞれのお話をもっと聞きたい

と思いました。後半、時間が足りなかったのが残念。今後、多様な世代の方のお話しも聞きたい

です。ありがとうございました。もう少し聞き手が集められればすばらしい内容だっただけに残

念。 

豊富な経験をそれぞれお持ちの御三方の話を良い雰囲気の中で聞くことができました。特に村松

学長の話を（学芸大生でありながらあまり直接聞くことがなかったので…）聞けて、またその内

容が大学教員の経験よりも実務が長いというもので、興味深く思いました。御三方共非常にパワ

フルで刺激になりました。ありがとうございます。 

皆様の活動推進を応援します。 

“人材”を人財と呼び換えるのはすばらしい！新人研究者群を“裾野”俗習（つまらない固定概

念）から脱出すべし。新人はフロンティアなり。古参は必ずしも“頂上”ではない。 

女性の視点を基軸にすることで、その他の男性も含めたアカデミックの世界の人権にかかわる問

題にも注目をされるようになることを期待します。 

教育分野外、企業マネジメントの分野で仕事をしております。勇気づけられました。これだけの

内容（貴重）なのですから、教育分野外への広報をもっと積極的にされたらどうかと思います。

もっと大勢の参加があるかと思った。勿体ないと思いました。→HP 等で内容等を公開するように

したらどうか。少し寒かったです。 

 

5. 以下のことにも、もしよろしければお答えください。 

（ア） 性別： 男性 女性 

 
  

34%

66%
男性

女性

（イ）年齢：�Ａ20歳未満　Ｂ20歳代　Ｃ30歳代　Ｄ40歳代　Ｅ50歳代　F60歳代以上
（イ） 年齢： Ａ20 歳未満 Ｂ20 歳代 Ｃ30 歳代 Ｄ40 歳代 Ｅ50 歳代 F60 歳代以上 

 
 
（ウ） 住所： Ａ小金井市 Ｂ小平市 Ｃ国分寺市 Ｄ都内 Ｅその他（       ） 

 
 
（エ） 職業：Ａ本学学生 Ｂ本学教職員 Ｃ他大学教職員 Ｄ他大学学生 E その他（       ） 

 

0%
29%

12%
11%

34%

14% 20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

5% 6%
3%

63%

23%
小金井市

小平市

国分寺市

都内

その他

29%

43%

14%
0%

14%

本学学生

本学教職員

他大学教職員

他大学学生

その他

― 24 ― ― 25 ―



（ウ）住所：�Ａ小金井市　Ｂ小平市　Ｃ国分寺市　Ｄ都内　Ｅその他（　　　　　）

（イ） 年齢： Ａ20 歳未満 Ｂ20 歳代 Ｃ30 歳代 Ｄ40 歳代 Ｅ50 歳代 F60 歳代以上 

 
 
（ウ） 住所： Ａ小金井市 Ｂ小平市 Ｃ国分寺市 Ｄ都内 Ｅその他（       ） 

 
 
（エ） 職業：Ａ本学学生 Ｂ本学教職員 Ｃ他大学教職員 Ｄ他大学学生 E その他（       ） 

 

0%
29%

12%
11%

34%

14% 20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

5% 6%
3%

63%

23%
小金井市

小平市

国分寺市

都内

その他

29%

43%

14%
0%

14%

本学学生

本学教職員

他大学教職員

他大学学生

その他

（エ）職業：Ａ本学学生　Ｂ本学教職員　Ｃ他大学教職員　Ｄ他大学学生　Eその他（　　　　　）

（イ） 年齢： Ａ20 歳未満 Ｂ20 歳代 Ｃ30 歳代 Ｄ40 歳代 Ｅ50 歳代 F60 歳代以上 

 
 
（ウ） 住所： Ａ小金井市 Ｂ小平市 Ｃ国分寺市 Ｄ都内 Ｅその他（       ） 

 
 
（エ） 職業：Ａ本学学生 Ｂ本学教職員 Ｃ他大学教職員 Ｄ他大学学生 E その他（       ） 

 

0%
29%

12%
11%

34%

14% 20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

5% 6%
3%

63%

23%
小金井市

小平市

国分寺市

都内

その他

29%

43%

14%
0%

14%

本学学生

本学教職員

他大学教職員

他大学学生

その他
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