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回答数 6 3 36 14 34 11 104
学生数 23          13        83        30         92        31         272
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（教員は54%）
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理学系研究科大学院女子学生を対象とした
「男女共同参画」に関するアンケート 集計結果

（平成16年10月21日実施、11月5日回収）

A. 回答者の身分等の情報
B. 女子大学院生の比率について
C. 女性教員比率について
D. 学内の施設・環境について
E. 女性の社会参画について
F. 進路等について
G. 男女共同参画について
Ｈ. 理学系研究科の取り組みについて

質問事項（昨年度の男子学生にほぼ準拠、Ｈは新規）

平成1７年１月１９日
理学系男女共同参画ワーキンググループ



１）学年
M1 M2 D1 D2 D3

D
4

無
回
答

２）未既婚

３）子供の人数

４）家族形態

５）所属専攻・・・前ページ参照

６）日常的に研究に
使用している建物

Ａ．身分等

７）経済状況

８）高校時代の学
校での女性比率

<25 26～50 51～75 100%

９）大学の所属学科
(学部)での女性比率

<25 26～50 51～75 100%

１０）所属研究室の
女子大学院生比率

未婚

離

既

0

０人 無回答

１人

一人暮らし 家族と同居

新１ ２ ３ ５
化
本

化
西

化
東 旧１

その他 無回答

学振 奨学金 ＲＡ アルバイト 親のサポート
貯
金

そ
の
他

パートナーのサポート

～ 9 ～19 ～29 ～39 ～49 ～59 ～69 100%



１１）所属専攻における女子大学院生の比率は低過ぎるか？
ＹＥＳ(27) ＮＯ(72)

ＹＥＳ(39%) ＮＯ(59%)

ＹＥＳ(5%) ＮＯ(85%)

１４）それは女子大学院生にとってPositiveな影響か？

ＹＥＳ(22%) ＮＯ(59%)

１５）それは男子大学院生にとってPositiveな影響か？

１２）女子大学院生比率を高める場合の程度

10～19 ～29 ～39 ～49 ～59%

１３）学生の女性比率が低い場合、院生の教育・研究指導に影響を及ぼすか？

B. 女子大学院生の比率について

無
回
答

教官・男子学生調査では
ほぼ半々（前回の女子学生
調査では質問にない）

男子学生はYESが30%，
教員はYESが25％

男子学生はYESが25%，
教員はYESが17％

男子学生はYESが22%，
教員はYESが13％



ＹＥＳ
(17%)

ＮＯ
(81%)

１６）教育・研究に関して、女性であるために優遇されていると感じたことがあるか？

YESの場合，それはどのような時か？（抜粋）

１７）教育・研究に関して、女性であるために冷遇されていると感じたことがあるか？

ＹＥＳ(12) ＮＯ(87)

YESの場合，それはどのような時か？（抜粋）

・何に関しても目立つ、一概に冷遇とは言えないが、居心地の悪い事がある。

・指導教官も女性慣れしない為扱いが悪い。

・野外調査のメンバーを決める際に男性優先だった（体力的なもの）。

・仕事をさせない、また、女性である為に実験が下手だという 。

１８）優遇・冷遇される原因の一つは女子大学院生が少ないためであるか？

ＹＥＳ(42) ＮＯ(46)

YESの場合，それはどのような時か？（抜粋）

・男性スタッフが女子学生の扱いに慣れていないとき。

・女子大学院生が少なく、何かあるとどうしても目立つため、実験や行事等で日常的に感じる。

男子はYESが4%，
★女子前回は40%

・肉体的にきつい作業からはずしてもらえるなど、体力的な問題に
関すること。
・顔、名前を早く覚えてもらえる，研究発表の際に人の注目をひき

やすい、など少数者が注目される際のpositiveな効果。

男子はYESが7%，女子

前回（ただし、設問が若
干異なる）は12%

男子はYESが27%，
女子前回は36%



１９）その他，研究・教育に関連して上記以外の男女差にかかわる問題（抜粋）．

・差別は特に感じないが、男子９０％以上の中での生活というものは、本人にとってしんどいもある。人間関係
の形成にやたらと労力をさかねばならないことが多い。

・女性側から話し掛けたりopenな態度を示さないと、男性だけでかたまったグループができがちである。（男性
以上の労力が必要である。）

・指導する側が男性の場合がほとんどなので、周囲が変に誤解したり、相手の一方的な感情のもつれでこじれた
りして、女子学生側は研究しにくい環境になる。

・教官に女性が少ない事が女性特別扱いの一要因になると思う。

・大学院では、女性のほうが結婚か就職か大学に残るかという問題を男性よりシビアに考えなければいけない（
D論をとる頃は３０歳くらいになるので、ただでさえ院生は経済的にも社会的にも不安定な立場で研究か就職か
で悩み深いのに女性は出産を踏まえた人生設計をも考えることを周りから要求される）点、また研究者としては
自身が女性を意識しすぎても無視してもいけないというバランスを考えるという点でも精神的に負担が多い。

・自分の研究室ではないが、夜遅くに作業・ミーティングをするのが普通になっているところもある。帰りを考
えると、早い時間にして欲しいが、女の子が少ないとその危険性に気付いてもいないのだと思う。

・研究を行う上で、力仕事が出来ない分どうしても人から遅れをとる。

・独身では特に問題ないが、出産・育児に関しては理解がないため厳しいであろう。育児等をあきらめる覚悟で
しか研究が出来ない。

・女性がたとえ少なくても、常識的な男性が研究室にいれば問題なくやっていけると思います。誰も常識を持っ
ていない場合、少し大変かと思います。

・修士課程の女子学生は少ないと思わないが、博士課程に進む女子学生が少ないのが気にかかる。

・女性教官（特に教授）が増えれば学生も増えると思う（将来への希望が持てる）。

・男性に「言葉によるセクハラ」の知識が無く（若しくは、認識のレベルが低く）「結婚しないの？」「彼氏は
いるか？」といった言葉を平気で言う研究者がおり、研究生活の中で不快に思う事が多い。

・産休制度及び育児バックアップ体制の不備。

・対遇の差はあまり感じないが、評価のされ方（書類などにされない日常のものも含めて）の中には、女性であ
ることを意識されすぎたものを感じる。



２０）世界各国と比べて日本の理学系研究科の女性教員比率が低いことの認知

２１）女性教員が少ないことは、教育上問題がある

ＹＥＳ(48) ＮＯ(51)

ＹＥＳ(56) ＮＯ(41)

・将来の展望がわかりにくい。

・将来、研究者としての展望をもちにくい 。

・学生達の間で、女性は教員になりにくいのではという先入観がでる可能性がある。

・社会的背景は容易に動かし難い。そんな中で、女性学生の真の悩みを知る男性研究者はほんの一
握りにしかならず、打ち明けても理解できないことが容易に考えられる。悩みが解決されない学生
は、無難な就職の道を選ばざるを得ない。女性教員とは言わないまでも、女性学生の持つ未来の不
安を解消できる経験があり助言が可能な立場のひとはもっと増えるべきである。

・研究者として、教員は学生の手本や目標になっているが、女性研究者が少ないと生活スタイル等、
学ぶ相手が少ない。

・女子大学院生にとって、目指す女性研究者が周囲にいないため将来像として女性研究者を描きづ
らい。

・今後女性の研究者が育っていく土台がつくれない。

・女子学生のモデルとなる存在が少ない。ということ。また、その存在の少なさから、その道へ進
むのは困難だと敬遠されがちだということ。

・女性に共通の悩みばかりではなくそれぞれ個人に対応した“女性であるがゆえの”悩みに対して
自分が答えを見つけたい時に学べるモデルケースが少なすぎる。

・・・・・・上記のようなロールモデル、ライフプランに関するもの多数、他に施設・健康の問題の認知など。

YESの場合，それはどのような場合か？（抜粋）

C. 女性教員比率について

男子はYESが
33%
教員はYESが
96%男子はYESが
28%
教員はYESが
57%



２２）女性教員が少ないことは、研究を発展させる上で問題がある

ＹＥＳ(36) ＮＯ(55)

・女性教員が少ないということは、身近にロールモデルがいないということになり、有為な女子学
生の進学意欲を低下させることになる。
・優秀な女性が早々と研究職をあきらめているのならば、サイエンスの発展にもマイナスに作用し
ていると思う。
・優秀な女子大学院生がいても、現在の女性教員の少なさを見て研究を離れていく場合があると思
う。
・優秀な女性が研究者としてやっていくことをさまざまな問題を理由にあきらめるのは、もったい
ないと思うので。能力には差がないのに結果的に女性教員が少ないということは、女の人が生活と
研究を両立しにくい現状だということ。研究の発展に貢献しうる人材を逃していると思う。
・一概には言えないが、一つの物事に対する解決方法を得ようとするとき、女性と男性ではアプ
ローチが異なることが多い。社会的背景を持って異なると考えられるこの違いは肯定されるべきで、
研究において全ての可能性は試されるべきである。しかし少数派の意見は理解を得られにくく、機
器など必要環境さえ整えられない場合がある。
・教育上問題があるとは考えないが、現在女性教員が少ないことは、今の教員世代における女性の
優秀な才能を活かしきれなかった証拠で、学術の発展上の損失であると思う。
・女性教員が少なく雇用も少ない場合、有能な女性研究者の研究発展を妨げることになると思う。
・女子学生が能力を100％発揮しようとしなくなる可能性がある（がんばってもしょうがないと思
う）。
・男性と女性で、やはり着眼点や考え方、研究方針の立て方、実験の向き不向き（体力勝負か、手
先の器用さが必要か、集中力が必要か）があると思う。男女で補うとさらに発展すると思うのだが。
・極めて不自然／人口の半分にあたる有能さ（潜在能力）を持つ人間を不用意に切り捨てている
（人材がもったいない）。
・優能な人材発掘の可能性を1/2にしている 。

YESの場合，それはどのような場合か？（抜粋）

男子はYESが
24%
教員はYESが
15%



２３）女性教員比率を高めるべきだと思う

２４）女性教員比率を高める場合の程度

ＹＥＳ(72) ＮＯ(26)

0 10 20 30 40
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100

0

女性教員
比率(%)

回答率(%)

男子はYESが
51%
教員はYESが
73%



２５）施設や建物設備について、男女が共に学ぶ場として困る点や改善すべき点がある

D.学内の施設・環境について

ＹＥＳ(43) ＮＯ(56)

☆トイレが少ない、等トイレの問題が２０数件。
☆次いで、休憩室・仮眠室、更衣室、育児に関する施設が多数。・・・以下、参照

・研究室ごとに仮眠場所を設置している場合があるが、人数上、男子学生がメインになるので、女
子学生のための場所を教室などで別に設けてもらえるとありがたい。
・研究室に寝泊りする際に女性のために他人の目につかない仮眠室もしくはついたてがほしい。
・更衣室がない。シャワールームも現実として男子専用となっている（３号館） 。
・女性用の宿泊部屋がほしい。さすがに床や椅子の上では寝にくい。個人のロッカーがほしい。女
性は服がかさばるから。
・更衣室は欲しいです。夏の作業後、男性は研究室で着がえていましたが、女性はトイレで着替え
ざるをえませんでした。
・理・１号館には、シャワー室・仮眠室が無い。研究を行う上で、実質上、泊まって実験せざるを
得ない事は度々あるが、これらが無い為に、男性は実験できても、女性は帰宅せざるを得ない。
・男女の問題ではなく、更衣室、休息室が現在はない。その方が問題であるように思う。休憩室
（ディスカッションルーム）は男女の問題ではないと思う。
・子供のおむつを替えられる場所があればいいと思います。
・赤ちゃんに授乳することができるような女性用の控え室があると良いかと思います。他にも生理
痛でつらい時に休めたりする場所としても使えるかと思います。

YESの場合，それはどのような場合か？（抜粋）

前回はYESが41%（設問はやや異なる）
男子はYESが15%
教員はYESが73%（要改善の認識）



２６）施設や設備以外のソフト面で、男女が共に学ぶ場として困る点や改善すべき点がある

YESの場合，それはどのような場合か？（抜粋）

・夜間、帰宅時の周辺環境の問題（警備・街灯など）が多数。
・泊り込みで研究する際、女性が休む部屋があると嬉しい。
・トイレに防犯ベルが置いてあるが、音が鳴るだけでは不安なので押したらどこかに連絡が行くよ
うなボタンを設置してほしい（理５）。
・女性用の医療設備をもうけてほしい。保健センターは男の先生が多くて話しづらいことが多い。
・柏キャンパスはまだ夜暗くて危険そう。駅・バス停も近くはない。
・休日や夜間・早朝など人の少ない時間帯の安全面が不安。特に夜間、外から中の様子が見えるた
め。外に明かりが少なく。夜中に一人で歩く時、こわい。
・研究室のHPに、学生の氏名・所属・メールアドレスなどがWEB上で公開されているところがあ
る。これは、男女に関係なく、個人情報保護の観点から問題があると思う。
・結婚・就職等の人生設計の困難さや少数者としての女性という立場のため、女性の方が精神的負
担が大きいことを踏まえて、女性が行きやすいカウンセリングルーム、心療内科等を作って宣伝し
て欲しい。
・全くずれた意見かもしれないが、秘書の方が女性ばかりである点が気になる。男子学生との会話
が多い方がいることが気になることもある。

ＹＥＳ(15) ＮＯ(79) 前回はYESが44%（設問はやや異なる）
男子はYESが12%

２７）その他，学内の施設・環境に関連して上記以外の問題．
・警備員が巡回のときに女子トイレにはいるのはやめてほしい。
・ホルムアルデヒドを扱う際に吸うことがないように、十分にドラフト増やして欲しい。
・大学関係者が使える託児所が欲しい。また、大学の近くに、関係者の宿舎が欲しいです。
・研究室内で「女は～だから」「女のくせに」等の発言が（一部で）平然となされているのは
大問題。大学や院の講義でこうした発言に対する認識をあらためさせるか、または指導教官が
もっと気をつけるべきでは。（学生がポスドクに意見するのは難しい場合もある。）
・喫煙場の問題：作るなら作るできちんとしたものを設えてほしい。



２８）女性が仕事を持つことについて

結婚前ならフルタイム職業でも賛成
結婚後はパートなら賛成

子供がいなければ賛成

その他

E. 女性の社会参画について

・実際に経験しないとわからない。
・仕事場の他の人に負担が掛からないという状況ならば賛成。
・どのような状況でも賛成ですが、本人の希望を尊重する。
・その人その人の状況に合っていれば賛成。
・性別、既婚、未婚に関わらず、どういった状況であっても、必要が生じた時にいつでも
職業をもてるような社会であって欲しい。
・状況が許すのであれば。
・個人の自由，・個人の考え方次第。
・子供を不幸にしなければ賛成。
・本人の希望、必要性があればどのような状況でも賛成（ａと同？）。
・個々人の置かれている状況によるので、他人の選択を“賛成”・“反対”と評価できるとは
思えない。“自分については”賛成。ただし、“勤労は国民の義務”のはずだし、多額の税金
をつぎ込まれている国立大学の学生はその教育投資分を社会に還元する義務はあるはず。
そもそも 初から働くつもりがないのに公共の資金を使って高等教育を受ける資格がある
だろうか、という疑問は持っている。

その他

70%

結婚前ならフルタイム職業でも賛成
結婚後はパートなら賛成

子供がいなければ賛成

結婚後は反対

その
他

＜男子学生＞

どのような状況でも賛成

どのような状況でも賛成



どのような状況でも賛成

フルタイム職業でもこなせれば賛成
パートなら賛成 反対

その他

子供がいなければ賛成
＜男子学生＞

２９）結婚後あるいはパートナーとの生活をはじめた場合の仕事の継続について

どのような状況でも賛成 フルタイム職業でもこなせれば賛成

パートなら賛成 反対

その他

子供がいなければ賛成

その他

・相手の状況による。
・パートナーとの時間調整の上。
・その時になってみないとわからない
・わからない。選択肢ｂは不可能だと思う。
・状況による。
・全くわからない。
・収入が多ければ家事、育児を代行してもらって続ける。
・私が民間企業で働く納税者だったら、国立大学がこの学年にこのような質問をするこ
とを不快に思うだろう。何のために税金を使って学生を教育しているのかと。



0%

1

３０）家事の分担について

女性が主に行うべき

男性が主に行うべき

その他

・それぞれの外での仕事に応じて分担。
・得意な方・時間のある方がやり、お互いが納得していればよい。
・できるだけ平等というのはおかしい。状況に応じて男性が主、ある時は女性が主でよいのでは？
・得意な人が得意なことをするべき。 ・男女に関わらず、できる方がやる。
・自分の分は自分ですればよい。又はヒマな方がする。 ・手があいている方がするとよい。
・互いの仕事の量と基礎体力に応じて分担するべき。 ・できる方がやる適材適所で。
・できる方がやればいい。 ・一部をプロに任せていい。
・その家庭、その人による。 ・時間のあるほうがするべき。
・性差による向き・不向きを考慮した上で協力できるところはすべき。
・２人が得意分野で負担が同じになるように分担するべき。 ・当人達の自由。
・可能な人が可能な範囲でやる。 ・時間がある方がやるべき。
・相手によると思います。
・それぞれの状況に応じて分担すべき。やれる方がやればよい。
・できる方ができる比率でやれば良い。 ・役割分担を決めて行うべき。
・得意分野を分担し、仕事量は平等にすべき。 ・双方の仕事の拘束度に応じて。
・状況に応じて協力すべき（長期的に平等になるように）。
・その人々それぞれが２人で決めればよい事です。
・得意な分野毎に本人たちが納得いくように分担。

その他

男女ができるだけ平等に協力すべき

女性が主に行うべき

男性が主に行うべき

その他

＜男子学生＞

男女ができるだけ平等に協力すべき



３１）育児の分担について

男女ができるだけ平等に協力すべき 女性が主に行うべき

その他

・それぞれの外での仕事に応じて分担。
・女性の手助けをできるだけ男性がすべき。
・男女に関わらず、できる方がやる。
・時間に余裕のある方がすればよい。
・互いの仕事の量と基礎体力に応じて分担するべき。
・できる方がやる適材適所で。
・平等とかではなく、両方が行うべき。
・女性のみが果たせる役割というのはあると思う。互いにできる範囲のことはやる。
・相手によると思います。
・未経験なのでよくわからない。
・双方の仕事の拘束度に応じて。
・その人々それぞれが２人で決めればよい事です 。

その他

男女ができるだけ平等に協力すべき
女性が主に
行うべき

＜男子学生＞

その他



３２）将来、育児休業制度を利用して育児を分担してほしい

・育児の手伝いはしてほしいが、育児休業をしてほしいとは思わない。

・現在の社会で男性が仮にこの制度を利用しようとした場合、出世や人間関係に響くことが目に見えているため。

・育児は手伝ってほしいが、男性が育児休業することは今の社会で理解が得られにくいと思うので、そこまでし
なくていい。

・今の社会では、男性の方が職場で求められる責任は大きいし、その分地位も高い。育児休業してその責任や地
位が低くなるなら、女性が育児休業をした方が良い。

・仕事の収入が減るから。

・休業しなくても、育児を分担することは可能であると思うから。

・無理に両親のどちらかが世話をしなくてもいいと思う。おばあちゃんに育てられるとしつけや知識がしっかり
していい。

・責任ある仕事に就いている人はそうそう休みを取れないと思うから、現実的に無理。認めてくれる社会でもな
いし。

・場合による。すべてを得ることが不可能ならば優先順位をつけざるを得ない。そのとき自分の仕事がどの順位
にくるかは相手と自分の収入、仕事内容、家族構成次第。

・男性が育児休業することに対する社会の認知がまだ低く、休業後の待遇などが気がかりだから。

・何でもそうだと思いますが、状況によると思うので活用すべきとまでは思いません。

・家庭の責任者としての父親には厳しいイメージが必要と思う。それを保てない場合育児にたずさわれることに
よって父親像が甘くなるおそれがあるから。

・状況によるので、“すべき”とは思わないが、できるなら活用すればよいと思う。

・理想としては育児休業してほしいし、男性はこの制度を活用すべきだと思う。現実には、パートナーの働く会
社で、そのことで将来のキャリアの面で不利になりそうで心配。

・多分してくれないと思う。

・特に活用してほしいとか、活用すべきだとは考えない。双方休業しなくても育児が可能ならそれでよいし、実
際自分はそれで育ってきたので。

・もちろん分担してほしいと思うが、現実はとても無理。

NOの場合，その理由は？（抜粋）

ＹＥＳ(83) ＮＯ(17) 男子はYES（分担したい）が74%



３３）母親の家事・育児以外の仕事の経験の有無

ＹＥＳ（有）
91%

ＮＯ（無）
9%

３４）母親の育児期間中の仕事の有無

ＹＥＳ（有）
40%

ＮＯ（無）
59%

３５）父親の家事の分担程度

３６）父親の育児期間の分担程度

やっていない(48) 少しやっていた(37) よくやっていた(14)

やっていない(27) 少しやっていた(53) よくやっていた(17)



３７）進路や就職を考える上で、最も尊重したいこと（仕事・研究の内容以外）

配偶者・
パートナー

育
児

子供の教育

両親の介護

仕事の内容 地理的
環境

職場の環境

住
環境

給料

その他

F. 進路等について

その他

配偶者・
パートナー 育児

子供の教育

両親の介護

地理的環境

職場の環境

住環境

給料

その他

＜男子学生＞

・自分のやりたい事かどうか
・自分のやりたい研究ができるか。
・自分が成長できるかどうか。



３８）就職の時、性別の違いが影響する

YESの場合，どんな影響か？（抜粋）

☆結婚、出産、育児による離職の可能性を予想される。・・・・・・同意見、多数
☆体力差はどうしてもあるものだから、それが影響する業種ではあり得る。 ・・・・同意見、数件

・女性の方が就業継続年数が（平均として）短いのは客観的な事実だと思う。役に立つスタッフを育てる教育投
資ができるだけ無駄にならないような人材を選ぼうと思ったら、過去のデータを参考にして男性を選ぶことにな
るという構造はあると思う。
・容姿。 ・勤務地など。
・「ある性」の、「あるキャラクターをもった人」を欲しがるところが多い。
・実際、民間への就職活動では、女性はすぐやめるから…といったようなことを言われた。逆に公務員は積極採
用をしているために優遇されていた。冷遇、優遇どちらも影響を感じた。
・男性に重きをおく社会通念が改善されてきてはいるが、いまだに残っている部分があるのが現状と思うから結
婚したらやめるのではないかと思われ、終身雇用が難しいと思う。
・自分が男性の多い会社を受けた際に、男性は男性同士の選考、女子は女子同士の選考だったため楽に合格する
ことができた。
・実際、 終面接に合格後、仕事柄出張が多く、過去の傾向として女性は結婚後にやめることがあるので同等の
能力ならば男性を採用していたと告げられた。
・将来性、仕事に置く比重が女性の方が低いことが多い、仕事での成功が必ずしも 重要ではない。
・指導教授からの推薦を男子学生をさしおいて受けることができない。
・やはり、女はできないと思われがちなので、一人前になるために男以上の努力ができそうな人でないと採用し
てもらえなそう。
・会社のトップや人事に女性が少ないので、理解が足りない。
・就活を通じて実感したことであるが、保守的な会社では未だに男性と女性で職種を分けているところもあった。
つまり、選べる職種に影響すると思う。
・「子供がいる女性」だと「子供がいる男性」よりはるかに冷遇されるようです。
・“女性かつ院卒”という理由で相手の担当者がもつ印象が変わると感じた。話していくうちに誤解は薄れるが、

初に不思議な目で見られるような気がした。

ＹＥＳ(86) ＮＯ(14) ★前回は68％（＝今回上

昇）
男子はYESが67%



３９）研究職や専門職では、性別の違いが問題になる

YESの場合，どんな影響か？（抜粋）

ＹＥＳ(52) ＮＯ(47)

☆前項（３８）と同じ・・・多数（結婚・出産・育児、体力など）、一部に一般職よりは良いという意見。
・助手などのポストは教授が決めているようなものですが、男性の教授がほとんどで、仕事を頼みやすいとかい
ろいろあるかもしれませんが、特に内部の場合は男子学生にいくことが多いと感じています。
・研究などの専門的知識を必要とする職種は持続して仕事を行い知識をアップデートしていかなくてはならない
ので、育休、産休の制度が整っていない場合、性別の違いが仕事への支障になることがあると思う。
・研究職も専門職も特に周りの人と育てあうという要素が大きい。したがって、もし、男性が圧倒的に多い職場
で女性が輪になかなか入りづらい状況なら問題。
・ＮＯであると信じたい。しかし縦割りの厳しい研究室の場合、教授の好き嫌いで人事は動くと聞いている。そ
れが性別差に言及されないとも限らない。
・勤務先が民間ではなく、代理人もいないことが多いため、長期・短期で家族のため（出産･育児等を含む）に
休むということが難しい。カムバックしたときに、元のポジションに戻れなさそうな気がする。
・職の少ない分野なので、遠隔地で採用が出た場合に家族とともに引っ越せるかどうかは影響が多いと思う。夫
の転勤についていく妻と、妻の転勤についていく夫の数はずいぶん違うと思う。
・通常の屋内ですむような仕事などでは問題にならないと思う。けれど、仕事が野外での調査などを必要とする
ようなものの場合、女性が一人では危険であるとか、体力が男性ほどにはないとかそういう違いで問題が生じる
ことはあると思う。
・工場勤務などは無理。 ・女性は早く帰宅させなければならないので、男性に比べ仕事の進み方が遅い。
・やはり、女はできないと思われがちなので、一人前になるために男以上の努力ができそうな人でないと採用し
てもらえなそう。
・女性だと、昇給（注：昇進？）の機会にめぐまれない印象を受ける。
・職場の人の考え方によって問題になったり、ならなかったりすると思います。
・専門職では“代替要員の確保が非常に困難”という問題がある。これを（例えば小中高教諭のように）代替要
員制度の整った職業と同列にして期間を決めて雇うポスドクでも育休を取得可にする、子育て中の職員に配慮す
るというのは無理がある。このため、長期休職する可能性がどちらかの性別に偏っている場合、性別の違いは問
題になる。特に研究教育職の場合この差は効いてくる。教育は相手のあることなので、自分の一存で短時間に効
率的にとはいかない。

前回はYESが48%
男子はYESが27%



４０）男女共同参画の観点から、自然科学系の研究・教育機関に改善すべき問題がある

４１）問題の要因（複数回答）
家庭（両親）

その他

G. 男女共同参画について

・日本企業（公務員を含む）の就労時間の長さ、義務教育段階での自然科学の教育方法、ポスドク制度

ＹＥＳ(65) ＮＯ(27)

＜その他＞

★前回はYESが50%
＝上昇

男子はYESが45%

1 歴史 社会通念
大学
制度

指導
教官

家庭（両親）

結婚 育児 男性の
考え方

女性の
考え方

その他

政
治 社会一般 社会慣習

大
学
制
度

指
導
教
官

家庭（両親）

配偶者 子供
そ
の
他

男子学生

女子学生
（前回）

女子学生
（今回）

歴史 社会通念
大学
制度

指導
教官 結婚 育児

男性の
考え方

女性の
考え方



＜歴史・社会通念＞
・歴史的な社会通念の中で育児は女性の行うものという概念が強くあり、出産による遅れに加えて育児による
研究の遅れが、女性だけに付加すると考えられている傾向がある。
・“女は家庭”という概念は減ってきてはいても消えるものではないし、別に消えなくていいと思うが、男性が

女性を偏見なく見れることは必要だと思う。
・いわゆるオヤジ世代が、女性は…という考え方を改めるべきだと思う。上の人がいなくならない限り、変わ

らないのでは？若い世代の方は、十分に考えていると思う。

・男性は仕事、女性は家庭、という考えが根強く社会に残るため、小、中、高校での女子の教育が男子に比べ
劣っている。従って大学進学といった“高度”な学問を身に付けようとする女子は男子に比べ少ない。女性研究

者は従って生まれにくい。研究室（大学院）においても女性が成果を挙げても、それを認めようとしない雰囲
気がある。

・女性は結婚して家庭に入る方が幸せだと考えている人が多い、又は女性が給料が良く研究している男性をサ
ポートしてくれるのが好ましいと考えている人が目につく。

・自分の中にもあるが「やはり子供が小さいうちは母にそばにいてほしい」という考え。父も母も夕方以降は
家庭で過ごすのがあたり前の社会だったら、このような考えが根づいたりしなかったのではないだろうか？

・言及するのが難しい無意識の態度。全ては意識の根底に、男女性差による役割分担の考え方が染みついてい
ること。家庭内で分担する際には、力仕事や細かい作業など、それぞれに持ち場があるだろうし、適正を超え
た平等を求める必要はないが、その考え方を職業に持ち込むことで問題が発生していると考える。

・自然科学系の中でも、生物・化学はある程度女性はいるが、物理になると女性の数は非常に少なくなる。社
会的に、物理や数学は男のやることだという認識をされているように感じる。

・自然科学という理系分野は男性に向いているという意識が男性にも女性にもある。また歴史的に男性が多い
分野であったのが問題。

・漠然と理系分野は男性社会と社会全体が思っているようで、その社会通念により『なんとなく』女性の理系
を学ぶ機会が失われる傾向にあり、その結果女性研究者も少ないような気がする。

・自然科学系の女子学生自体が少ない（←なんとなく「理系とくに物理・工学系⇒男」みたいなイメージがあ
るせい？） 。

・理系の研究者（女性）の多くは研究者同士結婚することが多い。これは考え方の一致も大きいが、社会一般
ではこういった立場の女性を毛嫌いする風潮があるためである。

・・・・・・次頁に続く

４２）４１）の具体的な要因（抜粋） ・・・・ 注）項目の分類はWGによる



４２）４１）の具体的な要因（抜粋）の続き １
＜大学制度・指導教官、および、その関連制度など＞
・人事が身内で決まっていくことが問題である。

・女性の教官（特に教授）がほとんどいない ・教授は男性がなることが多い、という先入観がある。

・ほとんどのスタッフが男性なので、彼らの中の無意識の男女区別、女性への先入観を改めないと改善されない。

・教官の意識が古い。学生の側にもそれを良しとする部分があって、そのような通念を助長させている。育児と

研究への集中とは両立しづらそう。

・指導教官が男子もしくは逆に女子をひいきするケースがある。親の良妻賢母という考え方のすり込み、結婚、

出産した場合、転居・家事負担による労働量の低下、女性が育休・家事をやるのと同様に男性にも家庭のことを

する権利あり（働きすぎ）。

・学内や教育機関内においては、むしろ学生にも教官にもジェンダーの意識が一般的に高いと感じる。むしろ外
部に存在する偏見を減らす努力をするべき。理系で女性で…というのが少数で特別な存在であるかのように扱う

のではなく（このアンケートもそのような意識が根底にあると思う）、多くの女子学生ががんばっていることを

外部にアピールして欲しいと思う。

・指導教官が女子学生をもっと研究･教育機関に従事するよう指導することによって、男女比の改善は多少見込

めると思う。

・研究・教育機関に就職を希望する女性にとって、女性教員の少ない現状はハードルが高いというイメージ。そ

のために他の分野に就職する人もいると思うので女性を優遇する制度を作って敷居を低くしてやることは（ある
一定期間においては）いいことだと思う。

・女性が働きながら子供を育てる制度がアカデミックは十分でないため、すこしでもましな企業や官庁に就職す

る女性が多い。しかし、それでは女性は研究に熱心でないと解釈をされ、悪循環である。まず、重要なポストに

女性を多く登用して欲しい。子供を育てながら働ける環境を整備して欲しい。

＜結婚・育児、および、その関連（家庭など）＞
・収入を得られるようになるのが遅い。就職してから結婚を、と考えると遅くなってしまう。いずれ子供が欲し

いと考える女性にとってはマイナス要因になると思う。

・結婚後にパートナーが海外など遠隔地に赴任し同行した場合に、赴任先の研究機関等で仕事をできるような留

学や長期研修といった制度がない。

・・・・・次頁に続く



・アカデミックのポストにつく場合に、男性の方が好まれる傾向がある。また、成果をあげるべきポスドクの
時期が女性の出産時期と重なり、人生設計が難しい。

・自然科学系は時間を問わず実験室で実験、調査などをしなければならないので、家庭との両立が文献を扱う

文系分野よりもしにくい。

・夫婦ができるだけ同居できるような配慮が必要。

・大学に託児所が必要。 ・育児に配慮した制度がまだまだ少ない（休暇・保育所etc）。

・出産･育児離職後の再雇用（同意回答複数）。

・子供がいないうちは比較的男性と同等に研究が進めれるように思うが、やはり子どもを持つと、育児のサ
ポートがしっかりしていない限り、実験を進めるのはなかなか難しいように思う。また、研究室のセミナーな
ども、夜遅くなるような時間帯は避けるなど指導教官の理解も必要であろう。

・全体的に女性が育児できるような環境を作ってほしい

・男女問わずもっと産休・育児休暇を取りやすくすべき。

・育児：育児のために部屋、少なくともラウンジのようなスペースが必要。もしくはそれらを必要がありそう
な機関にすぐに設ける腰の軽さが必要だと思う。

＜男性の考え方、女性の考え方、その他＞
・育児に関して、女性が主にやるべきだという考え方の男性が多いと思う。

・男性は、女性は、学生は、等々、思い込みが多くて多様性を受け入れない。まずはお互いを尊重して違いを
受け入れることから。

・女性が参加したいと思えばいくらでもできるのに、「女のコだからいいでしょ」と、自分が女であることに
甘えすぎて、努力を怠る人が多すぎる気がする。共同参画したがらない（男に甘えたい）そういう女の人がい
る限り、全体としての共同参画はムリ。

・女性自身の考え方の中に、「女性は不利」がすりこまれている感がある。

・女性自身が被害者意識ばかりもたず、自分が行えることにもって集中すべきだと思う。

・他研究科の女性より研究以外の頭脳がかたく、強い性格を持ってる。

・体力や精神力や感受性にそもそも男女差があるので、男性が多いとつい男性にできることを女性にも求めが
ちだが、男性と同じことを女性に求めることは甘えとかではなく、無理があることもあると思う。

４２）４１）の具体的な要因（抜粋）の続き ２



４５）男女共同参画の推進にあたって、女性を優遇する制度等を導入するという考えに賛成

４６）女性優遇制度の中で賛成できるもの

女子学生に限定した奨学金
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常勤職を持たない研究者のフェロー

資金等の応募資格に育児期間を配慮

出産等で一時離職した研究員を登用

教官等の採用時に育児期間を考慮

教官採用時に女性比率を一定以上に

教官等で女性に限定したポスト

その他：出生を考慮して男女平等に仕事ができるように、育児支援（保育園etc）

ＹＥＳ(67) ＮＯ(28)
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４７）教官と学生との意見交換は、男女共同参画の問題解決に役立つ

４８）学生と教官による意見交換会への参加希望

・女性教官の経歴や生き方についての考え方や生活についてなど“どういうふうに生きているか”
ということが対話の形でも冊子などでもいいから知りたいです。
・同じ問題意識を持つもの同士が意見を述べあって研磨するのは良いことだと思います。話し合い
の席を設けるだけでなく、電子掲示板やメールなど、時間や場所に限られず話の出来る環境があれ
ば良いと思います。しかし連携を強めても、現在教育機関上層部にいる男性の意識が変わらない限
り、問題解決には役立たないと思う。民間で、女性の雇用を多くしようという会社が新聞社に表彰
されたらしい。その会社の人事の方とかに講演していただればいいと思う。
・男子大学院生と男性教官も参加すべきだと思います。・・・同意見３件
・議論が建設的になるよう、少なくとも議題を決めておく方がよいと思う（意見交換会を含む）。
・女性研究者で、結婚・育児を経験された方々に、どのような問題をどうやって解決してきたのか
具体的な体験談をうかがいたいです。
・インターネット上に掲示板や投稿サイトを作ったり、メールマガジンを送付するようにして問題
意識を高めるようにしてはどうだろうか。
・女子大学院生と女性教官ではなく、むしろ男性に、今どういう問題があげられているか認識し、
考えてほしい。

YESの場合，意見交換や交流方法のアイディア（抜粋）

ＹＥＳ(71) ＮＯ(22)

ＹＥＳ(31) ＮＯ(59)
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Ｈ. 理学系研究科の取り組みについて



４９）「学生支援室」の支援内容についての要望・アイディア（一部、略）

・学生支援室が気軽に訪れられる場所であって欲しい。かけ込み寺みたいになるのは嫌です。男女共に利用する
場所であって欲しい。

・研究者を目指す女子学生がモデルとできるような女性研究者と話ができる場がほしい。

・就職。

・心理カウンセラーを置いて欲しいのとしかるべく宣伝して欲しい。

・このまま続けたらどのような未来が考えられるか、育児に対し大学･研究機関･国からの援助制度はあるのかな
いのか、実際育児を終えた家庭で子供の心理状態はどうだったか、実例を教えて欲しい、指針を与えて欲しい。
遠隔地の外部研究機関にいる学生は履修関係や事務手続きで不便な点が多く、また、情報の不備などによって不
利益を被ることがあるので、そのような点でのサポートも充実させて欲しい。

・就職に関する事実は仕方がないと思う。でも、世間では女性だからこそ優遇されていることもあるので、（レ
ディース割引など）私はイーブンだと思っているが、悩みがある学生がいるのならば、そういう窓口は必要であ
ると思う。

・国内の奨学生応募情報などは奨学金課で得られるが、特に、自然科学系大学院生が応募できる海外･国内の奨
学金制度等の情報がまとめてあればうれしい。

・研究室で女性に対する差別があった場合の対処法を教えていただく。（メンタルサポートをして頂く。）

・うつ病の専門医の紹介。

・具体的な体験をもとにアドバイスしてくれる人を紹介してほしい。

・結婚後旧姓を使い続ける際の相談にのってほしい。現状では、どの書類までOKでどれがだめかわかりにくい。
必要な手続き一覧がほしい。

・不登校（予備軍）院生（体調不良含）を把握し、状況を改善できたら良いと思います。大学院で引きこもった
ら学位も取れないし、就職も出来ないので深刻だと思います。

・進路指導。

・就職か進学かで悩む人が多いようです。大学と民間の中立的立場の人が、カウンセラーになると視野が広くて
よいかもしれませんね。

・就職セミナー／OGの話を聞く機会（さつき会のようなもの）。

・利用しやすいようにすることを希望します。

・特に就職に関しては気軽に相談できる職員がいてほしい。
・アカデミックハラスメントなどに対する“法律上”の対応のアドバイス。

・専門の知識をもった人や、社会の経験があって、学生の立場も分かってくれるような方をおいて欲しい。



５０）男女共同参画に関連して述べたいこと

☆このような記入型アンケートをメールで添付するのはやめてほしい。記入しにくい。かといって、研究室や自
宅のプリンターを用いてプリントアウトし、その費用を校費や自費でせよというのも不適切かと思う。アンケー
トには協力したいと思うが、郵送で用紙を送るなど学生側の負担を少なくする方法を考えて欲しい。

･････WG注）本調査は印刷物の配布の形を取っていたが、一部メールによる配布があったらしく、
今後はさらに配布方法を徹底する予定です。

★この様なアンケートを女性のみに配布することが既に逆差別だと思う。

★なぜ女子学生だけを対象にした調査なのですか？男子学生にも全く同じアンケートを実施してみてはどうでし
ょう。

★この種のアンケートは、同じ内容で同じ時期に男子学生に対しても行うべきだと思います。

★このようなアンケートは男子学生に対しても行って、男子学生の意識も高めるべきだと思う。男性の理解／協
力なしにはなし得ないことだと思う。

★このようなアンケートは女性ばかりでなく、男性も対象として入れることで、更に意味ある議論ができ、より
発展的で健全な企画が提案されるのではないかと思います。

･････WG注）本調査は隔年で男女を対象に行っています。これは配布したアンケートの前文にも記載がされて
いますが、今後はその趣旨をより明確にする予定です。

・特に女性を優遇する必要はない。優遇すると研究レベルが下がるから現状のままでよい。
・むしろ男性側にはたらきかけるべき問題だと思います。女性側はどうはたらきかけるかも考えなければならな
いと思います。

・女子学生が増えてきていることは実感しています。育休・産休などの制度を充実させ、指導的立場の女性育成
を進めていけるようになってほしいと思います。

・男女共同参画は実現されるベき課題であるが、研究者はお互い仲間であり敵でもある。男性側の意識改革を期
待したい。

・選択性夫婦別姓法案が成立するよう、委員会としてアピールしていただければと思います。

・女性が研究の場に少ないのは女性に不利な環境のせいもあると思うが、研究が好き、研究を一生やりたいと考
える人には男性の方が多いというせいもあると思う。女性に不利な環境を改善しようという働きかけは賛成だが
、具体的にどこを改善したいとかは思いつかない。現段階では研究の場で女性が不利であると私自身が感じたこ
とがないためだと思う。

・・・・・次頁へ



・現在の女性の教官が、どう思っているのかを聞きたい。

・男性の意識があまりにも変えられらなくて悲しいです。特に若い男性がひどいです。若いうち（教養～学部）
での教育が重要かもしれませんね。
・男女共同参画を逆手に利用して、女性に対する“いじめ”などが行われないことを願います。男女には性の区

別があります。

・逆差別にならないようにだけは気をつけてほしい。

・今後ともこのような企画がさまざまな分野で幅広く行われることを望みます。

・これまで自分の研究や学位のことだけで、先のことをあまり見ようとしていませんでした。これから育児など
の問題で、女性の研究環境について考えなければいけない機会があると思います。そのためにも、今後はより積
極的に情報を集め、他の方々と議論していきたいと思いました。

・特に研究職は人事決定過程が不透明で将来が不安（男女差別に及んでは、どの程度実在するのかすらよくわか
らない）。

・大切なことだと思います。

・起こりうる問題が解決するかどうかは、現在では、研究室によるところが大きいと思うので、どこに所属する
かに関わらずサポートがうけられる体制になるとよいと思う。

・セクハラを利用して男女共同参画を妨害しようとする男性は残念ながら存在します（本人は自覚していないか
もしれませんが）。環境型セクハラについて周知を徹底する事で、女性が研究する環境はかなり改善するように
思います。女性同士のdiscussionも良いとは思いますが、男性の意識を変えていかないと、問題解決は難しいと
思います。
・男女間の不平等について取り組むのは良いのですが、一方的な是正として“女だから”という理由で能力のな

い人が厚遇されるのは同じ女としてもどうかと思います。

・単に「数や割合を増やす」ということではなく、「能力とやる気があるのに障壁となっているものを取り除く
」、というふうに進めていくべきだと思う。

５０）男女共同参画に関連して述べたいこと－続き


