
理学部・理学系研究科男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男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 

1）学年と所属をお答えください。 

  ○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   

 

 



2）日常的に使用している建物はどこですか？ 

○理学部 1号館  ○理学部 2号館  ○理学部 3号館  ○理学部 4号館  

○理学部 7号館  ○理学部化学館  ○理学部旧 1号館 ○その他（    ） 

 

 

3）使用している建物内に設置してあるトイレの数は十分ですか？ 

○今のままで良い ○もっと必要である ○多すぎる 

 

 

(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 

 



4)    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？ 

  ○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 

 

 

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____________________________ 

 

 



 

その他の意見（全員院生） 

・ 高校には数学の得意不得意だけで文理を選ぶ悪習があり、さらに理系で生物・物理

の選択で物理を選ぶ女子高校生が少ないことが、各学科の男女構成比に直結する。

高校よりもっと早く小・中学生からの理系に対するあらゆる興味喚起が重要。大学

生以上の積極的優遇策は女子学生増加に寄与するとは思えない 

・ 女子学生に向けて過剰にアピールしている企画を見ると、女子学生にとっては理学

部に女性がそんなに少ないのかと感じてしまうし、男子学生から見ても気持ち悪く

て印象が悪い。「女子学生向け」などと銘打たずに、自然な形で女性でもやってい

ける雰囲気作りをしていくのが大切ではないか。 

・ 社会の在り方がそもそも変わらないと難しいと思う。総じて忙しい理系大学生活の

先にあるものは、現状多くの女性が求めるものからはかけはなれているので。 

・ 女子高の先生は物理をあまり教えたがらないので都内私立女子高などへの出張授業

など 

・ 女性で理系に進むことの文化的ジェンダー的な偏見を取り除くこと 

・ 理系で女性が就職する道を示すとか、具体的に将来どのような道があるのか示す事 

・ 小中学生の親・教員に対する啓発活動(女子の理系科目への接触機会を増やす) 

・ 建物の内装をきれいにして、明るい雰囲気にする。居心地の良い環境にする。 

・ 研究・生活環境の整備。外から見て、中でどのくらい大変な研究や理不尽な労働が

待っているのだろうという不安を取り除くこと。 

・ 大学の制度よりも、女性が技術職などで働くことが当たり前という認識を社会の大

多数が持つ政策が必要と思う。 

・ 女性に特定した奨学金や入学枠の設定は、まさに「男女共同」の理念をより歪ませ

るものなのであり得ない。女性は自由意志で入学するのだからわざわざ女性だけに

向けて啓蒙活動等する必要が無い。この質問に対して「何もしない」という選択肢

が用意されていないこと自体が、女性優遇キャンパスを作ろうという趣旨が裏に感

じられ、はなはだ疑問である。私は男子だが、そのことで有利さを感じたことが一

度も無いし、そういう話を聞いたことも無い。何もする必要は無い。 

・ 現役の理系女子学生からの啓発 

・ キャリアサポート（結婚、出産、含む パートナーがいても働きやすい環境） 

 



(C)  教員の人員構成についてお伺いいたします。 

1) 所属学科・専攻の教員男女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 

 

 

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。 

○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 

 

 

 



(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) 就職する上で性別の違いが影響すると思いますか？ 

○はい ○いいえ ○わからない 

 

2) 結婚した後に配偶者が仕事をもつ（続ける）ことについてどう思いますか？ 

○仕事（フルタイム）をしているほうがよい  

○仕事（パートタイム）をしているほうがよい  

○仕事を辞めて家庭に入ってほしい 

○どちらでも良い・本人の意志に委ねる 

○わからない 

 

 

 

 

 

 

 



3) 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 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 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 

 

 

5) 出産後に配偶者が仕事をもつことについてどう思いますか？ 

○仕事を再開するのがよい  

○仕事をせずに家庭に入ってほしい 

○どちらでも良い・本人の意志に委ねる 

○わからない 



6) 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、将来使用したいと思う ○知っているが、将来使用しないと思う 

○知らなかった 

 

7) 配偶者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＿＿＿＿＿＿＿＿ 

                        



その他の意見 

・ フェミニズムとか、多元主義とか、ディスカス可能な社会雰囲気 

・ 男女でお互いに活動時間をずらし、特に幼い子供を家に一人にしないようなシステム

作り 

・ 上三つの選択肢は意味不明。育児休暇を取得するのは誰か。 

・ 離職、再就職が可能な社会。現在は新卒採用を重視しすぎている。また、私は現在一

児の父親であるが、男性が育児や家事に積極的に参加するためには、女性支援だけで

はなく子どもを持つ男性への育児支援も必要 

・ 職場と住居をなるべく近くする。もしくは在宅で仕事をする。 

・  

 

(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． 

学部生意見 

・ まず質問が恣意的である。女性比率を上げることが是とされ、その上でアンケートをと

っている。そのため、結果が女性参加を推進する人の意見が強く反映されかねない。

（私は女性参加を増進するのには賛成であるが）また、質問と選択肢が意味不明な物が

ある。比率はどうか、という問いに対し、多い少ないという選択肢しかないのは意味不

明である。男女共同参画の是としたとき、一番の弊害は出産・子育てである。男女の最

も大きな違いは、出産に伴い、大きく時間が取られることである。この時間を埋め合わ

せられるような制度を作るべきであり、入学・進学時点で女性枠をつくるだけ、という

ような改革は、むしろ不幸な女性を増やすだけであると考えている。 

・ 比較的高齢の准教授、教授は、表面上は男女共同参画に理解があるよう振る舞っていて

も、本心では男子学生の方が良いと思っている節があるように感じる。そのような雰囲

気が、女子学生の（特に大学院への）進学を妨げているとすれば大変残念である。 

・ 女性を積極的に採用しようという試みは反対ではありませんが、男女関係なく、大学の

常勤職に就くのは、容易ではないと思います。最近、女性のみを採用するという公募を

見かけますが、あまり好きではありません。 

・ 理学系に女性学生・研究者が少ないことは大きな問題だと思う。理学系に進学する意思

を持つ女子学生を増やすための啓発活動が非常に重要だと思われる。また女性のキャリ

ア・出産・育児支援や相談室等を設けることも非常に重要だと思う。しかし、女性限定

の公募や、ポジティブアクションを行うことには強い抵抗感・違和感を覚える。そのよ

うな逆差別を公然と行うような大学には、将来あまり勤務したいとは思えない。男性・

女性であれ、純粋に教員としての能力のみで採用・評価するべき。 

・ 男女比率の適正化に関しては親世代の意識を変え、女子小中学生に理系科目を指向させ

る、というところから始めるような息の長い対策が必要だと思います。周りの男子学

生・PDの多くが、研究者が異動するときには配偶者が仕事をやめてついてくるのが当た

り前だという前提で話をすることが多く、そういう感覚によく違和感を覚えます。周り

に女性がいないがために、男女共同参画といったことを考える機会がそもそもない、と

いうのがあると思います。 

・ "男女共同参画社会の考えは素晴らしいと思うが，女性だけを優遇する(同程度の実績な

ら女性を採用する等)というのはどうかと思う．大学入試で女性枠を作るなどは大学全体

のレベルを下げかねない．女子学生や女性研究者を増やす目的ならば，単なる女性優遇

策よりも女性が学びやすい環境，制度を整え啓蒙していく方が良いのではないだろうか． 

・ そもそも高校までの日常的な経験において理学部や研究のイメージが男ばかりになって

いる点があると思う。そこからイメージを改善するには早い段階からの教育で理科のイ



メージを変えないと大学から何かしようとしてもある意味偏見が出来上がっているせい

で近寄らない可能性があると思う。 

・ 生物情報科学科は女の子少なすぎて(というか居なくて)面白くない。 

・ 女性が活躍できるようになるべきと考える。しかし、本人の意思の問題であり、活躍し

たいと思う人が活躍できるように整備すべきと考えている。そしてそれは男性にも言え

るので、男女比を限定したり女性専用枠を設けるのは手法として違うと考える。女性が

社会や研究で活躍していこうという意思を培うことのできる社会を作ってほしい。 

・ 理系は女性が少ないもの”というありがちなイメージの払拭が必要 

・ 高校生のみならず前期課程の学生にはたらきかけるのも効果的だと思う 

・ 理学部の問題ではなく、入学時に入ってくる理系女子の数が少ないので、そこを変えな

いと他の学部との単なる不毛な女子獲得競争になってしまう。だから、まず東大をいか

に受験させるかという B(6)が重要な問題であると感じた。 

・ 育児をバックアップするシステム制度づくり、一般社会の更なる理解への推進をもっと

進めるべきだと思うが、女性限定の枠の設定（ポスト、奨学金）は方向性が違うと思う。 

・ 男女平等とは男女に与えられる機会を均等にすることであり、やみくもに女性を優遇す

ることではないと思います。人員構成のうち、女性の割合などという数字に目がとらわ

れている感があります 

・ 博士をとる女性についてのみ書きます。自分は当面結婚の予定はないですが、博士以降

の女性（27以上、年齢的に子供を持ちたい層）が子供をいつもってもいいくらいの育児

その他の環境整備は必要だと思います。女性だからといって優遇しすぎるのは好ましく

ないですが、現状はまだまだ女性の博士も少ないですし、少子化の現在、子供を持って

も問題なく学業を続けられる位の育児支援（ハード面）と博士としてのキャリアを継続

できるためのポストを確保、経歴の考慮は必要だと思います（難しいですが）。少なく

とも子供を持つ若い人が保活に振り回される状況は無くすべきだと思います。 

 

院生意見 

・ 女性のみの採用枠をもうけることには反対です．研究室において，女性がいない，もし

くは少ないことで問題が起こったことは自分の周りではありませんでした．しかし，こ

の感覚も学部時代からの男女比が異様な環境に慣れし単身だからなのかもしれません．

一番最初の分岐点は，高校時代におけるなんとなく存在する，「男は理系，女は文系」

というようなステレオタイプであって，それをなんとかなくしていくのが，最前の道で

はないかと考えています．学振の男女別採用率だと女性の方が高かったなんて話（今ぱ

っとググったら３分ほどではソースが見つからなかったので，ガセかもしれません）も

聞いたことがあるので，なかなか難しい問題だと思います．ある女性教員のかたで，他

の男性教員の方達から「○○先生は女生徒に厳しいよねー」と言われることがよくある

ようですが，その先生がおっしゃるには「男性教員のほとんどが女学生に甘いだけだ」

ということなので，実際の教員の方達でも完全にニュートラルな扱は出来ていないのだ

と思います． 

・ 結果として女性の比率が増えるのはよいことだとは思うが、本人自身がやりたくないと

思っている仕事や能力に見合わない仕事を強要されるような社会は望ましいとは思えな

い。また、学生などの若い世代は女性の社会進出について比較的好意的な意見を持って

いる印象だが、教職員、特に教授になっているような世代の男性は女性の社会進出に非

常に強い偏見（特にどうせ結婚するから将来について面倒をみなくていいという偏見）

を持っており、実際学部内でも女性研究者が冷遇されている話を良く聞くし見る機会も

多い。（具体的には女学生、研究者に雑用を押し付け研究業務に携わる時間を減らす、

明らかに男子学生に比べて指導がいい加減になる、など。）これはこの大学に関わらず



他大学の研究室からも話を聞くことは多い。これらの現状を相談しようにも相談にいっ

たことが相談室から指導教員に流れたために逆に状況が不利になるといった事例は多く

耳にするところであり、学生の間では相談室の利用は自殺行為であるとして誰も何も期

待していないということもある。このような現状で女学生を研究者として送り出すのは

無責任であるとさえいえると思う。真に男女の共同参画を目指すのであれば、上記のよ

うな偏見にまみれた世代を完全に駆逐するか啓蒙しきることが大前提であり、それを成

さずに女性の受け入れ窓口を広げ体裁だけ整えるというのは社会悪以外の何者でもない 

・ 確かに理学系には女性の比率が少ないとは思うが、個人的にはあまり気にならない。積

極的に女性の比率を増やすべきものなのかはよく分からないが、男性でも女性でも好き

なように学問を修められる環境があればいいと思う。 

・ 理系を選択した女性のキャリアパスの示し方が偏っているような気がしています．研究

者としてバリバリ活躍してますというだけではなく，もっと身近なロールモデルがある

と将来を想像しやすいのかなと思います．大学院（特に博士課程）に進学したからとい

って必ずしも研究者になるわけではないですし，どうしても手に職がついて負担が少な

い職業（薬剤師など）に女性の学生の人気が集中するように感じています．理系に行く

と将来の選択肢が狭いように感じさせてしまっているのなら，何かアピールできるとこ

ろがあるのではないかと思います．とは言っても，問題なのはもっと世間的な「家事の

負担にならないなら働いてもいいんじゃない，パートとか」というような雰囲気にある

のだと思いますが． 

・ 女子学生入ってくださいとガツガツした企画をたてるのではなく、環境を整えたり過去

の卒業生をロールモデルとしてたくさん紹介したりして情報を手に入れやすくする事が

大切だと思う。アカデミックに残った人の情報だけでなく、就職した人、いまは働いて

いない人なども含めて、偏った情報でなくきちんとデータをまとめてみてはどうか。だ

いたい、こういうところで見るものは、アカデミックの研究者あるいは企業での研究職

としてうまく行っている人の例しか見ないと思う。うまく行く人なんて一握り…という

印象しか残らないかもしれない。   

・ 女性の人格を尊重する男性がまだ少ないと思う。自分より地位が上であることを利用し

て女性に下品なことをする人間は後を絶たない。女性の中にはそのようなことをされて

も平気な人もいるようだが、周囲から見て嫌悪を感じるのでやはり男性は慎むべきであ

る。自分さえ我慢すれば丸く収まる、と考えている女性もいるのかもしれないが、それ

は結局長い目で見ると何も解決しないということを自覚するべきである。男性側への啓

発も重要であるが、女性側への啓発も同様に重要であろう。女性もきちんと主張するこ

とがより良い環境をつくることにつながる。 

・ 大学教員採用や競争的資金獲得のときに、育児休暇が考慮されるようになると良いと考

えます。 

・ 研究室という空間の忙しさ・不安定さが，現実的に女性にとって選択しにくいキャリア

であることは疑いないと思います。 

・ 女性を取り巻く環境は理系では厳しいが、まず社会の雰囲気が理系の女性というものに

関して偏見が多い気がする。もちろん数字として女性の構成比を増やしていくことは大

切だが、それとともに社会の雰囲気も変えていく取り組みをしなければならないと思う。

また、どのような取り組みをするにせよ、世の中でいろいろな魅力的に職業を紹介して

いる中で学者を魅力的に見せるためには、いわゆる大学がやりそうな広報活動では不十

分であり、より魅力的に見えるように工夫をする必要があると思う。 

・ 教員などのポストで女性を増やす前に社会的に女性が働きにくい環境であることと理科

の面白さをを女の子に教える学校教員が少ないと思います。理系塾講師をやっていた立

場としては、女性が理科を面白いと思うタイミングと、男性が理科を面白いと思うタイ



ミングは別の場所にあると思います。その違いを理解したうえで女子高生に理科を面白

いと思えるチャンスを作ることが重要かと思います。これは女性教員であるひつようも

なく男性教員や、大学院生などを出張授業等で活発に研究紹介をするといいと思います。

なお、余談ですが、近年理系の女の子は増加していると思いますが医学部へ流れる傾向

にあると思います。これは医師免許の存在により育児休暇後の再就職がしやすいから食

いっぱぐれないという噂によるものです。そういう意味では女性の育児休暇制度の拡充

と宣伝は必要だとおもいます。" 

・ 女性に対する直接的な対策は結果が出ないと考えます。表向きに「女性も歓迎です！」

とやっても、言われているほうは中身が見えなくて不安であるという状況に変化はあり

ません。不安がある際に、それでも突っ込んでいくか行かないかという部分が男女比率

が開く原因の一つになっていると思います。体裁を整えるのではなく、内部的に「学生

の指導・サポートをきちんと行う」「理不尽な労働や、深夜までの長時間労働をさせな

い」といった当たり前のことを組織的に徹底し、外向きには「アカデミックと民間のキ

ャリアパスについてどのような手続きでどのようにキャリアを踏んでいくのかといった

ことを入る前の人に伝える」といった未来のことを考えるためのベースとなるような情

報を伝えていくことが必要だと考えます。 

・ 学生の数でも、教員の数でも、現状では女性は少なすぎると思います。このことが直接、

教育や研究の質に影響を与えているかはわかりませんが、優れた能力と適性を持ちなが

らも、女性であるために理系の進路を選ばない人がいるならば、それは、全体としての

効率や幸福度を下げていると思います。こうした状況を改善するためには、まずは、優

れた女性教員を採用し、女子学生に研究者としてのキャリアパスの具体的なイメージを

持ってもらうことが効果的ではないかと考えています。 

・ 女性だけでないけど、将来どのような道、職種があるのかもっとアピールしないと人は

来ないと思います。 

・ 平等な選考基準の上で偏っているので仕方がない。研究が時間を取りすぎるのが問題で

ある可能性など、専攻以外の壁を検証して取り除くことがよい。女性優遇をすることで

増やすのは男性差別であり男女共同参画にふさわしくない。 

・ 男女共同参画は良いが、平等に扱うことと女性であるから優遇することは異なる。それ

は逆差別と呼ばれるものである。貴チームの施策は女性を平等に扱うことと優遇するこ

とを履き違えている。東大の学生はそこまで愚かではない、男女とも皆その小手先の施

策の浅薄さ、男女平等を履き違えた女性優遇施策を見抜いている。女性優遇でなく男女

共同参画を名乗るならまずその浅薄な女性優遇の発想から離れるべき。そもそも理学系

研究科に女性が少ないのは高校の段階から既に理系女子の比率が低いことから分かるよ

うに、理学に女性にとって魅力を感じれないからであろう。実際に文理問わず高校生女

子からも同様の意見をいただいたことがある。まずはその辺りの対策のために、老若男

女問わず広い対象に理学の面白さを広報するのが良いのではないだろうか。 

・ （女子を含め）学生のリクルート・就職支援として取り組みを継続することを望みます。 

・ 特に研究科で支援が厚いとは思わない。教育学部などでは一時的に子どもを預かってく

れる制度があると聞くが、そういった制度がほしいと思う。また、東大内の保育園につ

いては女性が学内の関係者の場合が優先されるため、男女共同参画において男性が育児

と学業（もしくは仕事）の両立が大変しにくい。男性の育児支援が欲しい。 

・ 女性比率が「教員＜学生」なのは世代差を反映している可能性があるので，そこのとこ

ろも含めて中長期的に男女差（あるならですが）を解消する必要があるのではないかと

思う．既に在籍している者も含めた教員の男女比率を学生に揃えると，若手の男性が不

利になるので．男女問わず，新規教員の採用では出産・育児でのブランクを考慮する，

既存の教員に対しても支援を充実させるなどする方が良い気がする．また，そもそも女



子学生の少なさは高校物理の選択の時点で生じているものでもあるので，現状，（外部

への働きかけを除けば）大学としてとれる策は限られるのでは．アフォーマティブアク

ションをとるのではなく，福祉の充実した東大という方向をめざす方が良い気がする． 

・ 女性が働きやすい環境を作るのは大切であるが、女性の比率を上げることが目的となる

のは考え方がずれていると思う。 

・ 先の質問で、男女雇用機会均等法に抵触する可能性のある選択肢があった。 

・ 出産に関してだけは十分考慮された制度づくりが必要と思う。しかし、女性専用の入学 / 

採用 枠をつくったり、女性専用の奨学金、育児休暇などを用意することには違和感を覚

える。ただし男女平等で働くことが当たり前になる環境になるまでの一時的な措置とし

ては有りなのかもしれないと思う。女性ならではの、などの言葉はむしろ性差を助長さ

せているように感じる。むしろ能力ある人の比率に男女差がないという自然な考えに基

づけば、女性ならではというより女性の中に潜在的に埋もれている人的リソースが大変

勿体無く、これを活用していくことが社会としても研究業界としても大きなプラスにな

ると思う。 

・ 男子学生以外の学生にも回答させるべきだと思います。 

・ "Sorry I can only write in English. Actually the proportion of female students and professors in 

Tokyo University shocked me. I am a little bit confused why a highly developed country failed to 

do as well as a developing country in this area. Of course I still know little about Japan and maybe 

I failed to figure out some important factors. I have to say sorry if I have made a wrong judgement. 

I understand that there may be some complex reasons. As a foreigner, I cannot come up with any 

good ideas because I know little about the culture and current situations of Japan. Maybe 

strengthen the connection with the world by programs such as exchange student and set special 

position for female students? This may not be a good idea, but I cannot find a better one. I have 

tried my best. 

・ 女性向け説明会など、そういった話を最近よく耳にするが、まず男女間に何か格差があ

るのか、女性に東大進学を躊躇させる状況が本当にあるのか、もしあるとしたらどうい

うところか、などを教えてほしい。女性が仕事をすることに対する抵抗感がまだ日本に

あることを反映しているならば、社会の風土が醸成できていないのだから、大学だけが

女性比率を無理矢理上げても女性をより苦しめる方向になると思う。詳細な状況を教え

てもらわなければこういったアンケートも女性優遇を押し進めるのが前提のものにしか

感じない。現在東大の構成員の過半数を超える男性を「差別」してまで是正すべき状況

とはいったいなんなんでしょうか？ 

・ 理系の特に力仕事が関わる分野（土木等）では今でも露骨な女性差別（仕事内容，陰口，

飲み会での差別等）があると聞いたことがある 

・ 女性に向けた環境を整えるのは良いことだとは思うが、行きすぎた施策で逆に男性に大

きな負担がかかったり、肩身の狭い思いをしたりすることのないようにするべきである。 

・ 環境は整ってきているように感じるが、女性の人数は増えていない。 

・ 理学部化学科は比較的女性が多い研究室だと感じている。 

・ 世代が若くなるに従って、つまり教職員よりも学生の方が女性が多いのは以前より社会

の意識が変わってきた結果だと思っています。これからもゆっくりではあると思います

が、女性の比率は上昇して行くのではないのかと思っています。ただ、そのときに周囲

の人が女性特有の問題（出産、育児、結婚を含む）をしっかり理解する姿勢を持つ事が

平等な参画を開く為の道だと思っています。ですが、もし大学入試時に女性の枠を設け

たり、女性を採用の際に優遇するような措置をとる場合、もちろん男性の方が優遇され

やすい社会構造になっている事を考慮してそのバランスを取る為だと思います。なので、

この方法を完全に否定するつもりはないのですが、もしいずれ男女のポジション等の意



識が平等になった際には制度を廃止する事も考えた上で、始めるべきだと思っています。

最終的に必要なのは女性比率が少ない事を気兼ねしたり、それによる実質的な問題が生

じない事であって、本来は比率そのものに意味はないと思います。 

・ 現状を鑑みるに周りの女子学生は平均的に男子学生より積極性が高く、比率が上がるこ

とは学部によい効果を与えると思う。一方で、教養学部の段階で悩んだ結果、工学や農

学の道を選択した例や学部内でも学科を志望から変えた例は体感では比較的あるように

思う。男子学生でもそのようなことは往々にしてあるが、殊に女子学生のほうが進路選

択に将来の安定性を志向しているように思われる。最近はどうか知らないが自分が教養

前期生だった時は工学部ガイダンスより理学部ガイダンスのほうがはるかにとっつきに

くかったように思うし、高校生に興味を持ってもらう啓発も大事だが、むしろ学部選択

段階で少し興味を持っている学生を学部の雰囲気が門前払いしてしまっているのではな

いか。ただ、現在の理学部に属している女子学生は比較的現在の状況をうまくやってい

るような気がして、学部が発破をかけて半ば強引に交流を図るのが必ずしも本人たちが

希望していることなのか疑問な時がある 

・ 女性が少ないのは異常。でもそれで困るかといったらそうではない。あまり困らないの

は数学に関していえば、性差を感じる場面が少ないからだろう。数学の話をするにあた

って、男も女も関係ないと思うし意識しない。理想的には「無差別級」であるべき。例

えば、何かを発見したら性別、国籍、年齢など気にせず発表できるような環境を望む。

研究の場でも同様。数学を研究したい、好きだという女性は潜在的には多いはず。男女

を気にせず、研究したいことを研究できるようになったらいい。それを支えるのは親、

配偶者がメイン。女性研究者が成果をあげやすい環境を確立し、そのことを周知すべき。

表彰や採用にあたり、女だからという理由で基準を甘くするのは反対。「無差別級」で

なくなってしまう。女性だって甘く見られたら嬉しくないと思う。 

・ 数学科の女子学生の少なさは悲劇的で男性ばかりの環境では息のつまるような非常にや

りにくいものを感じています。 

・ 公募や採用枠を設けるべきではない。性別により優遇することは根本的な解決にはなり

えない。優待枠で入った女性はたとえ実力があっても周囲から優待枠だからと差別され

ることになれば大きな損失、逆に優秀な男性人材が枠から外れることも損失、百害あっ

て一利なし。専攻の教員公募“・・・女性の研究者の採用を激励しています”←大きく

失望。生まれた時から優劣が決まってるとでも？一方で交流、相談できる女性の先輩、

教員の不足は女性率の増加を妨げていることも確かと思われる。何か対策は必要だと思

う。B6）で✓した活動は特に良いと思う。 


