
理学部・理学系研究科女子学生を対象とした男女共同参画アンケート 
 
理学部・理学系研究科では男女共同参画委員会が中心となって、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

参画の視点から女子学生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 
学年と所属 
  ○学部 3 年 ○学部 4 年 
    ○数学 ○情報科学 ○物理 ○天文 ○地球惑星物理 ○地球惑星環境 
    ○化学 ○生物化学 ○生物科学 ○生物情報 
  ○大学院修士課程 ○大学院博士課程 
    ○物理 ○天文 ○地球惑星科学 ○化学 ○生物化学 ○生物科学 
 
 
(B) 各学科、各専攻の人員構成についてお伺いいたします。2012 年 12 月現在における各学科、

各専攻の女性比率は以下の通りです。 
 

学科：数学 3%、情報科学 3%、物理 7% 、天文 11 %、地球惑星物理 18 %、 
地球惑星環境 14 %、化学 10 %、生物化学 26 %、生物科学 32 %、 
生物情報 0 % 

大学院：物理 6 %、天文 11 %、地球惑星科学 16 %、化学 16 %、 
生物化学 27 %、生物科学 36% 
 

1) 自分の所属する学科・専攻の女性比率をどう思いますか？ 
○大変少ない  ○少ない  ○ちょうど良い  ○多い  ○大変多い 

 
2) どの程度の女性比率が適切と考えますか？ 

○10～20%  ○20～30%  ○30～40%  ○40%以上 
 
3)  現状の女性比率のために、学習・研究上の不都合が発生していますか？ 

○そう思う  ○ややそう思う  ○ややそう思わない  ○そう思わない 
 

 女性が少ないために、やりづらさを感じることはありますか？ 4)
○そう思う  ○ややそう思う  ○ややそう思わない  ○そう思わない 

 
5) 周囲の学生で、女性であるために学習・研究上の不都合が発生していると思われる方はいま

すか？ 
いる  ○いない  ○○ わからない 
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6) 男女共同参画基本計画では女性比率の増加を図っています。理系の女子学生増加につながる

具体策として有効なものは以下のうちどれだと思いますか？（複数回答可） 
☐女子学生限定の奨学金 
☐安価で安全な女子寮の充実 
☐大学入学時における女子学生枠の設定 
☐理系選択を考えている女子高校生に対する啓発活動 
☐理系選択を考えている女子高校生の家族に対する啓発活動 
☐理系選択を勧めてくれる高校教諭に対する啓発活動 
☐理系出身女性の活躍を伝える報道 
☐その他：              

 
 
(C) 理学系研究科内の施設・環境についてお伺いいたします。 
 
1) 理学系研究科には女性用休憩室があります。そのことを知っていますか？  

○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 

 
2) 1) で「知っており、利用したことがある」を選択された方にお伺いいたします。 

(i) 使用頻度はどのくらいですか？  
○週に 1 度位  ○月に 1 度位  ○半年に 1 度位  ○1 年に 1 度位 

(ii) 部屋の場所は適切ですか？ 
○はい  ○いいえ 

(iii) 部屋の備品は適切ですか？ 
○はい  ○いいえ 

(iv) 部屋は使いやすいですか？ 
○はい  ○いいえ 

 
3) 1)で「知っているが、利用したことはない」を選択された方にお伺いいたします。 
使用しない理由をお知らせください。（複数回答可） 

☐部屋が遠く、場所が適切ではない 
☐部屋の備品が適切でない 
☐そもそも使用する必要がない 
☐その他：              

 
4) 理学系研究科内には育児支援室があります。そのことを知っていますか？ 

○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 

 
5) 理学系研究科の建物内に設置してあるトイレの数は十分でしょうか？ 

今のままで良い  ○○ もっと必要である 
 
6) 理工系分野への女性の進学者を増やすことを目的とした取り組みとして、安全な女子宿舎

（寮）の整備が考えられます。女子学生専用の宿舎設立についてどう思いますか？ 
○賛成  ○反対  ○どちらでもよい 

 
 
 
 



7) 6) で「賛成」を選択された方にお伺いいたします。 
宿舎の形態はどのようなものが望ましいでしょうか？次の中から選んでください。 

(i) 妥当と思われる価格（１ヶ月あたり） 
○2.5 万円程度  ○5 万円程度  ○7.5 万円程度  ○10 万円程度 

(ii) 形式 
○完全個室（各部屋にトイレ・風呂・洗面・台所付） 
○半個室（各部屋に洗面付。トイレ・風呂・台所は共通） 
○ルームシェアタイプ（数名でトイレ・風呂・洗面・台所を使用） 

 
 
(D) 男女共同参画の取り組みについてお伺いいたします。 
 
1) 所属学科・専攻の女性教員の比率についてどう思いますか？ 

大変少ない  ○少ない  ○ちょうど良い  ○○ 多い 
 
2) 教員の男女比率により不便な点などが発生していますか？ 

はい  ○いいえ  ○○ わからない 
 
3) 教員の女性比率は学生の女性比率より低いのが現状です。この事をどのように考えますか？ 

○教員の女性比率が学生より低いのは問題である 
○教員の女性比率が学生より低いのは仕方がない 
○女子学生の大学院進学の選択を妨げる 
○特に気にならない 

 
4) 男女共同参画基本計画では教員の女性比率の増加も図っていますが、その具体策として有効

と思われるものはどれでしょうか？（複数回答可） 
☐女子研究者限定のフェローシップ 
☐競争的資金応募における年齢制限や業績評価に出産・育児休暇の考慮 
☐教員採用における年齢制限や業績評価に出産・育児休暇の考慮 
☐教員採用にあたり、男女最低比率を設ける 
☐女性教員のみの採用枠 
☐女性の比率が少ない事に違和感を感じていない男性に対する啓発活動 
☐キャリアパス、出産・子育てなどの相談ができる窓口の開設 
☐キャリアパス、出産・子育てなどに関する統計データの公表 

 
5) 進学・就職を考える上で、自分が女性であることが影響しますか？ 

影響する  ○影響しない  ○○ わからない 
 
6) 結婚・出産した後でも仕事を続けると考えていますか？ 

○仕事を続ける 
○子供ができたら仕事をやめて家庭に入る 
○子供ができたらやめるがいずれ仕事に復帰する 
○結婚後すぐ仕事をやめる 

わからない○  
 
7) 将来子供を持ちたいと思いますか？また、持つとしたら何人ぐらいでしょうか？ 

0 人  ○1 人  ○2 人  ○3 人  ○○ 4 人以上 
 
8) それは実現しそうだと思いますか？ 

○思う  ○思わない  ○わからない 



9) あなたが仕事を続けながら出産、子育てをするとしたら、どのような環境が必要ですか？

（複数回答可） 
☐育児休暇をとれる安定した仕事 
☐育児を率先して受け持ってくれるパートナー 
☐育児休暇を取得してくれるパートナー 
☐理解のある上司 
☐育児を応援してくれる職場 
☐保育所の増加や子供手当など国の支援 
☐家族の理解と協力 
☐労働時間の短縮 
☐仕事を続ける事を応援する社会の雰囲気 
☐子育てを応援する社会の雰囲気 
☐同じ悩みを共有できる友人・同僚・先輩 
☐その他：              

 
 
(E) 理学部・理学系研究科の女性を取り巻く環境や、男女共同参画一般に関するご意見を自由

にお書き下さい．                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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