
理学系研究科教員を対象とした男女共同参画アンケート 

 

理学系研究科では男女共同参画委員会が中心となって、学部・大学院の女子学生や女性教員の

支援を推進しております。このアンケート調査は、本事業の一環として実施するもので、男女共

同参画の視点から教員の皆様からご意見をお伺いするものです。アンケート調査の結果はこの目

的以外には使用しませんし、個々の回答内容についての秘密は守られます。 

 

 

アンケート項目 

 

(A) ご自身の情報 

1) 性別 ○男性 ○女性 

2) 年齢 ○20 歳代 ○30 歳代 ○40 歳代 ○50 歳代 ○60 歳代 

3) 職位 ○助教（助手） ○講師 ○准教授 ○教授 

4) 任期 ○なし ○あり 

5) 所属 ○物理 ○天文 ○地球惑星科学 ○化学 ○生物科学 ○生物化学  

植物園（小石川・日光）○臨海実験所 ○○ スペクトル化学研究センター  

地殻化学実験施設 ○天文学教育研究センター ○○ 木曽観測所  

原子核科学研究センター ○○ ビッグバン宇宙国際研究センター  

超高速強光子場科学研究センター ○○ 遺伝子実験施設 

 

 

 

(B) 理工系分野への進学者・研究者を増やすことを目的とした取り組みについてお伺いします。 

 

1) 日本の大学型高等教育の進学率は男女共に 50%程度であるものの、理工系分野に入学する女

性の割合は 5%で OECD 加盟国の中で最低です。この理由は何によるものだと考えられますか。

（複数回答可） 

☐女子は理系に向かないという社会通念があるため  

☐日本の女子学生は理科や数学が苦手だから  

☐理工系女性のロールモデルが少ないから  

☐理工系の方が仕事時間の拘束が大きいから  

☐小中高の教育による  

☐家庭教育による  

☐その他：                                  
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2) この格差を是正するにはどのような方策が有効だと考えられますか。（複数回答可） 

☐啓発セミナーや講義      ☐安全な女子寮の整備  

☐交流会の推進         ☐キャリアモデルの提示 

☐女子学生による小中高訪問   ☐女子学生への奨学金  

☐その他：                                  

 

3) 現在、理学部の女子学生の割合はおよそ10%です。これに対して女性教授の割合はおよそ3.7%

です。この違いについてどのように考えますか。（複数回答可） 

☐昇進において性別による区別が生じている/いた 

☐教育において性別による区別が生じている/いた 

☐昔は理系に進む女性が少なかったため 

☐女性は少ないので統計誤差の範囲 

☐その他：                                  

 

4) 女性教員の雇用推進のための採用目標数値設定（例えば全教員数の 20%など）の必要性が議

論されています。このような雇用達成目標設定と組織の評価時にその達成度を重要項目として評

価することに賛成ですか。 

○はい  ○いいえ  ○わからない 

 

5) 上記で「いいえ」または「わからない」を選択された方へお伺いします。その理由は何故で

すか。（複数回答可） 

☐達成する可能性が低い           ☐数値の根拠が良く分からない  

☐目標を設定すること自体がよくわからない  ☐教員採用は能力に依存するべき  

☐その他：                                  

 

6) 所属専攻・施設内で女性教員の待遇・処遇に関して男性教員との差を感じたことがあります

か。 

○大いに感じる  ○少し感じる  ○特に感じない  

 

7) 上記で「大いに感じる」または「少し感じる」を選択された方へお伺いします。女性教員の

待遇の差を感じるのはどのような点ですか。（複数回答可） 

☐男女の教員採用比率   ☐昇進昇格  

☐仕事内容        ☐研究や勤務に対する評価  

☐休暇の取得  

☐その他：                                  

 



8) 女性が研究者として働くことの継続に出産や育児が大きな障害となっていると考えられます

か。 

○はい  ○いいえ 

 

9) 上記で「はい」を選択された方へお伺いします。どのような取り組みがあると効果的でしょ

うか。（複数回答可） 

☐復帰（再雇用）支援基金                ☐業績評価に対する配慮  

☐出産・育児期間の仕事（研究･講義･事務）に対する補佐  ☐代替要員の確保  

☐その他：                                  

 

10) 近年、育児休暇制度や保育園が充実した一方で、専任教員（任期無しテニュア教員）の数が

減少し、ポスドクや特任といった特定有期雇用教員（任期付き教員）の数が増加しました。その

結果、子育て世代（35 歳以下）の研究者が、育児休暇等各種制度が利用しにくい状況がありま

す。この問題を解決する為にどのような方法が有効だと思われますか？（複数回答可） 

☐専任教員の数を増やす 

☐専任教員における若い世代の比率に数値目標を設定する 

☐特定有期雇用教員の育児休暇制度の充実 

☐特定有期雇用教員の各種制度の利用に対する配慮 

☐その他：                                  

 

11) ハラスメントを受けたり、身近で見聞きしたことがありますか。 

○はい  ○いいえ 

 

12) 上記で「はい」を選択された方へお伺いします。どのようにして対応いたしましたか。 

（複数回答可） 

☐本人に直接文句を言った  ☐身近な人に相談  ☐相談所に相談  ☐我慢した 

☐その他：                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(C) 理学系研究科の建物・設備についてお伺いいたします。 

 

1) 建物内に設置してあるトイレの数は十分だと思いますか（男性は男性用、女性は女性用トイ

レについてお答えください）。 

○多い  ○今のままでよい  ○やや足りない  ○不十分すぎる 

 

2) 理学系研究科には男性用並びに女性用休憩室が存在します。その存在を知っていましたか。 

○知っており、利用したことがある  ○知っているが、利用したことはない  

○知らなかった 

 

3) 理学系研究科には育児支援室が存在します。その存在を知っていましたか。 

○知っており、利用したことがある  ○知っているが、利用したことはない 

○知らなかった 

 

4) 学内の施設に関して不十分だと思うものを選んでください。（複数回答可） 

☐建物内のセキュリティー  ☐構内の照明        ☐更衣室  

☐保育所          ☐相談窓口         ☐簡易型宿泊施設  

☐その他：                                  

 

 

 

(D) 理工系学部への女性の進学者や教員を増やすために効果的なアイディアがあればご記入下

さい。 

                                           

                                           
                                           

 

 

(E) 女性教員や女子学生が、教育・研究活動を行っていく上で出会う問題を取り除くために、ま

た活躍できる環境を整備するために、大学や研究科にどのような仕組みや対策があれば良いと思

いますか。提案があればご記入下さい。 

                                           

                                           
                                           

 

以上で終わりです。ご協力有り難うございました。 
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