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2東北⼤学の共同参画の取組とダイバーシティの推進

1913

帝国⼤学への⽇本初の
⼥⼦学⽣⼊学

2009〜2013
科学技術⼈材育成費補助⾦
「杜の都ジャンプ
アップ事業 for 
2013」
⼥性研究者採⽤促進

男⼥共同参画に関する
東北⼤学宣⾔
(2002.9.28)

2006〜2008
科学技術振興調整費
「杜の都⼥性科学者

ハードリング⽀援事業」
環境整備（⼥性トイレ・休憩室等）
サイエンス・エンジェル
（SA）制度開始

2013年
東北⼤学⼥⼦学⽣⼊学
100周年記念シンポジウム
「男⼥共同参画推進の
ための⾏動指針」発出

2016〜2021
科学技術⼈材育成費補助事業
ダイバーシティ研究環境実現
イニシアティブ（特⾊型）
「杜の都⼥性研究者
エンパワーメント
推進事業」
⼥性研究者採⽤促進

1907

⼤学創⽴

2001

2013

2020

2018年
「東北⼤学ビジョン2030」
ダイバーシティ＆インクルー
ジョン施策について⾔及

2019年〜
「⼈事戦略会議」
若⼿・外国⼈・⼥性
研究者に関する戦略
的⼈事施策推進

男⼥共同参画
委員会設置

2018年
学内保育園の
新設と拡充

2014年
男⼥共同参画推進
センター開設 「⼥⼦⼤⽣の⽇」

記念⽇登録
(8/21）

UNESCO「世界の記憶」
プロジェクトに登録

2022

東北⼤学DEI宣⾔
(2022.4.5)

●DEI推進公募
●相談窓⼝
●男性育児休暇取得
促進策

2023

みんなが主役
多様な性に関する
ガイドライン

(2023.3.1)
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採用・昇進・役職者選任などの
あらゆるレベルにおける

実効性の高いポジティブアクション
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講 師

ロールモデルの提⽰

研究⼒向上⽀援
スキルアップセミナー
メンタリング

研究費獲得⽀援
科研費セミナー

研究遂⾏⽀援
スタートアップ研究費
ネクストステップ研究費
研究⽀援要員

澤柳フェロー
意思決定過程への

参⼊

次世代育成
サイエンス・アンバサダー

（旧サイエンス・エンジェル＝SA)活動

⼥性リーダー
育成

マネジメント研修

リーダー育成
各ステージにおけるLeaky pipeline（⽔漏れパイプ）を防ぐ取組

TUMUGオンラインランチミーティング
（毎⽉1回開催）（2020.4〜2022.6現在 全22回開催）
⼥性研究者の分野横断的ネットワークの形成

本学⼥性研究者の研究報告 （報告者数） 42

参加者数（延べ⼈数） 867

⼥⼦学⽣・
⼤学院⽣

ポスドク等

助 教

准教授

教 授

⼥性研究者のキャリアパスに応じたきめ細やかな⽀援

紫千代萩賞
（2017年度〜現在）

受賞者20⼈

東北⼤学の共同参画の取組とダイバーシティの推進 Fixing the Leaky pipeline

▢⼈材育成と両⽴⽀援の両輪



次世代の育成 〜東北⼤学サイエンス・アンバサダー（SA）制度 5

▢次世代⼥性研究者育成を⽬的に2006年に創設
◆16年の歴史において延べ958名以上のSAが活躍
◆⾃然科学系の⼥⼦⼤学院⽣を中⼼に総⻑が任命
◆⾝近なロールモデルとしての意識啓発活動を展開
◆SA×OG×協⼒教員によるネットワーキングの醸成
◆2021年度より⼈⽂社会科学系にも拡⼤
◆2022年度より性⾃認が⼥性の学⽣にも対象者とし、
ダイバーシティへ対応した制度へ改正

【2022年度のSAの所属研究科】
研究科 修⼠ 博⼠ 計

教育学研究科 1 0 1
理学研究科 2 1 3
医学系研究科 8 1 9
⻭学研究科 2 4 6
薬学研究科 4 1 5
⼯学研究科 8 0 8
農学研究科 3 1 4
情報科学研究科 0 3 3

⽣命科学研究科 4 3 7

環境科学研究科 4 1 5

医⼯学研究科 2 0 2
合計 38 15 53

▢ロールモデルとしての活動（オンサイト）
◆⺟校出張セミナー等︓全国153以上
◆地域等での科学イベント︓延べ70回以上
・⼥性学⽣の理系進学を促しキャリアパスを提⽰
・MIT等海外⼤学、⾃治体、企業等とも連携

・⼩中⾼⽣、教員、保護者等1,500名以上参加
（2018年度）▢オンラインによる活動（2020〜）

◆⼥⼦⼤⽣の⽇記念イベントでの研究発表・交流会
・国内外⾼校⽣・保護者等参加者250名以上（3回開催）

◆オープンキャンパス2021ツアー動画配信
・YouTube閲覧回数33000回以上（2022年9⽉現在）

◆メディアプラットフォーム「note」情報発信
・⾼校⽣向け進路選択アドバイス、先輩へのインタビュー等

を配信
（令和2年8⽉〜令和4年6⽉末、記事数68本、閲覧数44,728）
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東北⼤学紫千代萩賞
2021. 3.20

第６回ロレアルーユネスコ
⼥性科学者⽇本奨励賞（2011年）

▢国内での反応や波及効果

◆2011年度
第6回ロレアル－ユネスコ⼥性科学者⽇本奨励賞

◆2015年度
科学技術分野の⽂部科学⼤⾂表彰科学技術賞

◆2020年度
東北⼤学紫千代萩賞（SAOG）

◆メディア等での取り上げ
◆他⼤学等における同様の取り組みへの波及
◆全国⾼校科学研究発表WEB交流会での動画配信

次世代の育成 〜SA制度のアウトカム 他

▢各種受賞

◆SA以外の若⼿⼥性研究者の受賞
・2019年度、2021年度
ロレアル－ユネスコ⼥性科学者⽇本奨励賞2名

・2012-2020年度
⽇本学術振興会育志賞5名

◆随時、男⼥共同参画推進センターHPに掲載し
意識啓発（http://tumug.tohoku.ac.jp/）

現役SAの活躍
2021.4.18

ローカル局番出演
2022.3.21

http://tumug.tohoku.ac.jp/
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◆男⼥共同参画セミナー・研究者ってなに︖「SAOG」編の開催
・東北⼤学の⾃然科学系⼤学院を修了し社会で活躍する、若⼿の⼥性研究者が
理系進路や研究職の実際等について講演

・現役のSAとの交流会︓ネットワーキング

◆SAOGと現役SAをつなぐ「輝友会」2009年設⽴
・東北⼤学SAの卒業⽣と現役SAで構成される同窓会
・交流会・講演会、情報共有、先輩との連絡

◆SAOGの活躍
・国内外で幅広く活躍（⼤学・研究機関、官公庁、⺠間等）
・SAOGによる書籍企画・出版

SAOG（左の２名）が
企画した書籍出版 2016年丸⼭美帆⼦博⼠

（⼤阪⼤学教授）
⻑濱祐美博⼠

（茨城県霞ケ浦環境科学センター主任）

▢さらなるロールモデルへ

次世代の育成 〜東北⼤学SAの多様なキャリア
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【SAの採択⼈数の推移】 【東北⼤学⼥⼦学⽣等⽐率】

修⼠25.4%

中⾼⽣への理系進路選択へのエンカレッジの成果
じ⼥⼦中⾼⽣への理系進路選択への

エンカレッジの成果
⼥⼦学⽣⽐率は過去最⾼を更新

博⼠30.4 %

学⼠26.3 %

次世代の育成 〜地道な次世代育成活動による⼥⼦学⽣⼊学増

（2006年〜2022年） （1992年〜2022年）

2022年で
延べ958名︕



ネットワーキングと研究⼒強化 9

▢ 科研費セミナー（ TUMUG Café Online）

▢ スキルアップセミナー

・コロナ前はランチミーティングとして開催⇨新型コロ
ナウイルス感染拡大防止をきっかけにオンラインでス
タート

・東北大学の女性研究者のネットワークの形成及び実質
的な学際融合研究等への発展を目指す。

・職員、学生も参加歓迎

5月10日本学の
DEI推進と育児等
の支援制度につい
て

7月12日「災禍と
記憶」「ジェン
ダーと災害」

10月11日「認知処
理における個人
差」「ドイツにお

ける男女共同参画
推進」

▢ TUMUGオンラインランチミーティング

第1回（11⽉18⽇）
ダイバーネットワーク東北ブ
ロック勉強会として開催

第2回〜

第1回（人文・社会科学系）
8月25日（木）
嵩さやか教授（JSPS学術システム
研究センター専門研究員、法学研
究科）
第2回（生物・理工系）
8月26日（金）

中村美千彦教授（JSPS学術システ
ム研究センター主任研究員、理学
研究科）



男⼥共同参画推進センターによる⽀援（2022年度⽀援実績状況） 10

17件採択 17件採択

12件採択年4回募集
現在２回までで
10件採択
対象を事務職員
にも拡大予定



次世代育成 ⼥⼦学⽣理系進学促進（博⼠課程への進学） 11

11

東北⼤学男⼥共同参画セミナー「博⼠課程進学セミナー「SA OG・SA」編」
（2021/11/25開催）

SAOGによるキャリアの説明（URA、⼤学教員、⺠間企業）

博⼠課程SAによる博⼠後期課程への進学について、また、⽇本学術振興会特別
研究員の申請、東北⼤学の学位プログラム等研究を継続するための助成や⽀援
情報についての説明および現役SAとのパネルディスカッションを実施



さらなるダイバーシティ環境の必要性 〜現状と取組 12

▢学内におけるジェンダーギャップと取り組み
◆データの蓄積と可視化
・主要部局における⼥性⽐率
（教員、博⼠後期学⽣）の推移
◆2012年︓1/2のサバイバル率
→2022年︓2/3のサバイバル率

主要部局における在職女性比率（教員、博士（後期）学生）の推移
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東北⼤学男⼥共同参画推進センターデータ集
（http://tumug.tohoku.ac.jp/public-relations/data/）

http://tumug.tohoku.ac.jp/public-relations/data/


13

▢⼥性研究者顕彰制度
◆紫千代萩賞
・⼥性研究者の活躍促進、優れた研究成果の創出につなげることを

⽬的に４分野（⼈社、理⼯、医⻭薬、農⽣命）の若⼿⼥性研究者を顕彰

・受賞者が2019年、2021年猿橋賞を受賞
その後、所属研究所初の⼥性教授へ昇任、他⼤学教授として栄転

・2017年度受賞者、有澤美枝⼦准教授、常松友美助教が2020年度JST創
発的研究⽀援事業に採択。

・2021年度受賞者、郭媛元助教も2021年度JST創発的研究⽀援事
業に採択。

◆⿊⽥チカ賞
・理学分野における⼥性研究者育成・活躍を⽬的に⼥⼦⼤学院⽣を顕彰

◆七星賞
・医学・医療分野で活躍する⼥性リーダー育成を⽬的に⼥⼦⼤学院⽣を顕彰

【2017年度、第1回東北⼤学紫千代萩賞受賞者】

【2019年猿橋賞受賞】

若⼿⼥性研究者の育成 〜顕彰制度によるロールモデルの提⽰



トップのリーダーシップによるダイバーシティ促進 14

⼩⾕元⼦
研究担当理事

⼟井美和⼦
データ戦略・社会共創
担当理事（⾮常勤）

執⾏部（監事含む） 4/17名（23.5％）
経営協議会学外委員 5/16名（31.3％）
経営協議会学内委員 3/15名（20.0%）
教育研究評議会委員 12/69名（17.4％）

第4期中期⽬標・中期計画対応とその先へ
公募要領︓「同等な場合は＜⼥性優先＞」記載
教員採⽤時「1/3⽬標」

◆クロスアポイントメント制度の整備

◆働き⽅改⾰の促進
ロールモデル、キャリアパスの拡⼤・充実

◆執⾏部等への⼥性登⽤促進

◆⼥性研究者採⽤促進ポリシー

ＤＸ推進、テレワーク環境整備

▢戦略的な施策の推進

⼤隅典⼦
広報・ダイバーシ
ティ担当副学⻑

杉本亜砂⼦
総⻑補佐・

⽣命科学研究科⻑

⽜尾陽⼦
監事（⾮常勤）



学⽣及び教員における⼥性⽐率 15
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ハラスメント等のない
包摂的環境の実現



さらなるダイバーシティ環境の実現へ︓DEI推進宣⾔ (2022.4.5） 17

〇⼥性教員・⼥性研究者の雇⽤推進（⼥性研究者⽐率の向上等）
〇総⻑裁量経費等による⼥性研究者育成⽀援等

〇管理職等の⼥性職員⽐率の向上に向けた取組

〇男性職員の育児休業等の取得率向上に向けた取組 等

男⼥共同参画に向けた取組を引き続き協⼒に実施

性別・性的指向・政治⼈等にとらわれない、構成員の多様な能⼒を最⼤限
発揮できる包摂的な環境の整備

〇「東北⼤学ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DEI）推進宣⾔の発出

〇「LGBTQ+相談窓⼝」の明確化

〇「SA」の名称変更 ※サイエンス・エンジェル⇒サイエンス・アンバサダー

〇「DEI推進宣⾔記念シンポジウム」の開催（R4.6.20） ※創⽴115周年・総合⼤学100周年事業とのタイアップ

〇「多様な性に関する対応ガイドライン（仮称）」の制定（2022年度中）

➡「多様な性をとりまく現状に関するアンケート」（今年度実施）から得られたニーズ等を踏まえ、必要な対応を検討

Equality だけではなく、
Equityを目指すからこそ、

Positive Action （積極的是正措置）
をとる必要がある。



さらなるダイバーシティ環境の実現へ 〜DEI推進シンポジウム 18

◆多様な視点からの取り組み
・DEIシンポジウムによる意識の醸成
・オンサイト・オンライン約400名参加
・学⽣による発表も好評
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すべての教職員の
ワークライフバランスの改善



ワークライフバランス⽀援・両⽴⽀援 20

キャリアを繋ぐことのできる研究・職場環境を整備

川内けやき保育園
0から2歳児 定員16名

星の子保育園（定員120名)

軽症病児・病後児保育室
「星の子ルーム」

学内3か所の保育園（252名）

ベビーシッター
利⽤料等
補助事業青葉山みどり保育園

（最大定員116名）)

軽症病児・病後
児保育施設

全国
初

⼦育て研究者の
ための研究⽀援
要員補助事業

男性職員の育児休業等取得
促進策（本学独⾃の施策）

〇育児⽬的休暇（有給）の拡充

Ø 取得要件
① 妻の出産に伴う⼊退院や出産時の付き添
い、⼊院中の世話等を⾏う場合
② 出産に係る⼦⼜は⼩学校就学前の⼦を養
育する場合
Ø 取得対象期間︓妻の産前（6週）期間か
ら当該出産に係る⼦が1歳に達する⽇まで

Ø 取得可能⽇数︓15⽇
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SOGIに配慮した
教育・研究・職場環境



22東北⼤学 みんなが主役 多様な性に関するガイドライン (1)

東北大学 男女共同
参画推進センターHP
に掲載

http://tumug.tohoku.
ac.jp/womenleaders/
murasaki_sendai_ha
gi_award-copy-3/

⽬次
I. 東北⼤学DEI 宣⾔と多様な性を尊重する基本理念
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５.  就職活動・キャリア⽀援について
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IV. 相談窓⼝
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２．相談窓⼝

V. 参考
1.    性の多様性についてもっと知りたい
2.    多⽬的トイレの場所



23東北⼤学 みんなが主役 多様な性に関するガイドライン (2)

東北大学 男女共同参画推進センターHPに掲載

http://tumug.tohoku.ac.jp/womenleaders/murasaki_sendai
_hagi_award-copy-3/



24

アンコンシャスバイアスの克服等による
意識改革



啓発事業 25研究環境アンケート（2年ごと）

ダイバーシティを基盤とする研究力強化

無意識のバイアスの克服の
ための啓発冊⼦作成・配布



26学部学⽣への意識啓発
2003年度から開講した 「ジェンダーと⼈間社会」 →
2022年度から「暮らしのジェンダー学」「インクルージョン社会」
２講座に改編

◆全学教育の単位
主として１年次学⽣を対象
前期・後期２回開催

◆オムニバス講義
「⽂系」 ・ 「理系」教員による講義

◆前期・後期で延べ約400名が受講

2017年度 総⻑教育賞受賞

◆更なるダイバーシティへの意識啓発
・2022年度からダイバーシティ＆イン
クルージョンを踏まえた内容へ
・⾼学年へのアドバンスト講義追加

回数 講義担当 講義題⽬
（仮題含む)

1 ⽶永 ⼀郎 イントロダクション

2 妙⽊ 忍 フェミニズム運動のあゆみと展望

3 ⽥中 重⼈ 家族とジェンダー

4 中村 ⽂⼦（⼭形⼤） 国際社会とジェンダー

5 嵩 さやか ジェンダー平等の社会保障

6 李 善姫 ジェンダー・多様性と緊急時リスク

7 神⾕ 哲司 ジェンダー平等と幼児教育

8 ⼤隅典⼦ なぜ、理系に進む⼥性は少ないの
か︖

9 宮崎 真理⼦ ジェンダーと健康・病気

10 朝倉 京⼦ ケアは⼥性の役割か︖

11 ⽶永 ⼀郎 性多様性・⼥性性・男性性

12 中林加南⼦（仙台市男
⼥共同参画）

ジェンダー平等、私たちのそれぞれ
の

13 ⼩川 真理⼦ ジェンダー平等の抱える課題

14 討論会 クォータ制など

15 ⽶永 ⼀郎 まとめ＆期末試験

回数 講義担当 講義題⽬
（仮題含む)

1 ⽶永 ⼀郎 イントロダクション

2 ⼩川 真理⼦（東京⼤） ジェンダーフェアネス

3 ⽔野 紀⼦(⽩鳳⼤) 家族の再構成︖

4 吉⽥ 浩 社会的包摂の経済的評価
5 ⼤森 純⼦ 健康格差とソーシャルキャピタル
6 末松 和⼦ 多⽂化共⽣

7 ⽥中 真美 分断される男性達

8 前川 直哉（福島⼤） 性的マイノリティの今

9 ⼤隅 典⼦ 男性専科の学術からジェンダード
イノベーション

10 ⽶永 ⼀郎 教育における包摂

11 ⾼橋 真⽊⼦
(⾦沢⼯業⼤学)

多様性の融合・包摂とイノベー
ション

12 特別講義 包摂な社会とは

13 討論会１ ⽼若の軸

14 討論会２ 男⼥別学・共学

15 ⽶永 ⼀郎 まとめ＆期末試験

暮らしのジェンダー学 インクルージョン社会
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クロスアポイントメント制度



28東北⼤学でのクロスアポイントメント制度の概要

https://c.bureau.toho
ku.ac.jp/jinji-
top/external/a-5-
crossappointment/
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▢「コネクテッド・ユニバーシティ」として時空を越えて多様な⼈材に参画いただく制度

教員 19.7%
(助教･助⼿含む）

教員(助⼿除く）
18％

教員(助教・助⼿除く）
13.9％

◆ダイバーシティ推進の観点からクロスアポイントメント制度に期待される効果
⼈材の流動化や⼈的ネットワークの展開による教育・研究活動の⼀層の活性化やキャリアパスの拡⼤・充実

トップのリーダーシップによるダイバーシティ促進〜クロスアポイントメント制度
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▢⼥性教員クロスアポイントメント制度による効果
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教育⾯において

・⼤学院教育へ新たな要素、
外の⾵が⼊り刺激

・既存教員ではカバーでき
ない部分にリーチできる効
果

・⼥⼦学⽣のロールモデル
として触れ合う機会

研究⾯において

・受⼊研究科を超えたコラ
ボレーションの実現

・分野の異なる教員間の橋
渡しの効果

・他機関のテイスト注⼊に
よる新たな視点

環境⾯において

・研究室内における雰囲気
の変化

・環境の変化によるダイ
バーシティへの気付き

・成功体験による外部機関
等との交流の増加

◆⼥性教員増への効果のみならず、教育・研究⾯の
様々な可能性の広がりに期待

◆クロスアポイントメント制度からの本学採⽤者
教授２名、助教１名

◆受⼊教員から寄せられた声
お茶の⽔⼥⼦⼤学との
包括連携協定に基づく
クロスアポイントメン
ト教員（お茶の⽔⼥⼦
⼤学本務）

トップのリーダーシップによるダイバーシティ促進〜クロスアポイントメント制度



特に⼥性参画の観点からの
クロスアポイントメント制度のプラスとマイナス

（芳賀私⾒）
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⼥性教員のいる環境
ロールモデルのいる環境

⼥性の参画・進出を当然とする価値観の醸成

「成果」があったと⾒做される可能性
「Tokenism （申し訳程度、形ばかりの施策) 」となる可能性
⼥性教員の居る雰囲気は醸成されるが、「エイリアス」ではある
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

l 博⼠後期(DC)学⽣は留学⽣により増加, 学部⽣横ばい
l 2020年度から独⾃の雇⽤促進策を導⼊
l 若⼿:DC修了枠, 上位職:クロスアポイントメント制度

⇒助教レベルは増加したが上位職が少ない

東北⼤学・⼯学研究科における推移の詳細
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部33

東北⼤学⼯学研究科の
DEI(Diversity,Equity&Inclusion)

推進プロジェクト
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

東北⼤学⼯学系⼥性研究者育成⽀援推進室
ALicE:Association of Leading Women Researchers in Engineering

⼯学研究科等男⼥共同参画委員会のもと，
⻘葉⼭地区の⼯学系8部局等※が連携して設置・運営（2013〜)

情報共有による問題解決

⼥性教員の積極採⽤への取り組み

研究と育児・介護との両⽴⽀援

⼥性研究者の⾒える化・⼯学魅⼒の発信

⼯学分野における⼥性リーダーの育成

※ ⼯学研究科，情報科学研究科，環境科学研究科，医⼯学研究科，災害科学国際研究所，未来科学技術共同センター，
環境保全センター，国際集積エレクトロニクス研究開発センター

⼯学分野において⼥性が安⼼してキャリアを継続できる社会を実現
多様性を尊重し，真に豊かな社会の創造へ

⽬的
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部
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〈学⽣〉

〈教員〉 ⼯学分野で
⼥性⽐率が低

⼤学における分野別・職位別の⼥性⽐率

出典︓「研究に関する男⼥共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査」
2019年11⽉全国ダイバーシティネットワーク, ⽇本学術会議科学者委員会男⼥共同参画分科会,同アンケート検討⼩分科会共同実施

全国の⼤学における分野別・職位別の⼥性⽐率
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

2011年 4.1% → 2021年 7.7%
（全分野: 13.0% → 18.3%)

合計 助教 講師 准教授 教授

⼯学 7.7% 12.6% 13.5% 8.2% 3.6%
全分野 18.3% 25.2% 23.1% 18.1% 11.3%

〈⼯学分野での⼥性研究者⽐率〉

※⼯学分野の教授公募の採⽤者に占める⼥性⽐率:1%
（常勤）

〈職階別の⼥性研究者⽐率(2021年)〉

国⽴⼤学⼯学分野の⼥性研究者⽐率

出典︓総務省「国⽴⼤学における男⼥共同参画の実施に関する第18回追跡調査報告書」
https://www.janu.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/202201houkoku_01.pdf
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

⼋⼤学⼯学系連合会の⼥性研究者⽐率

東大
（2021.5.1）

京大
（2021.5.1）

阪大
（基＋工）
(2021.5.1)

名大
(2021.5.1)

九大
（2021.5.1）

北大
（2021.5.1）

東工大
（2021.5.1）

東北大
（2021.5.1）

総 女 ％ 総 女 ％ 総 女 ％ 総 女 ％ 総 女 ％ 総 女 ％ 総 女 ％ 総 女 ％

教授 167 8 4.8 129 2 1.6 221 12 5.4 100 3 3.0 102 4 3.9 139 1 0.7 70 3 4.3 123 2 1.6
准教授 125 7 5.6 104 6 5.8 173 19 11.0 81 2 2.5 89 6 6.7 145 7 4.8 70 9 12.9 118 4 3.4
講師 38 2 5.3 32 2 6.3 39 4 10.3 17 2 11.8 0 0 - 2 0 - 1 0 - 8 1 12.5
助教 131 7 5.3 112 8 7.1 227 35 15.4 99 6 6.1 95 8 8.4 90 10 11.1 50 7 14.0 132 22 16.7
総計 461 24 5.2 377 18 4.8 660 70 10.7 297 13 4.4 286 18 6.3 376 18 4.8 191 19 9.9 381 29 7.6

l 旧帝⼤7校と東⼯⼤の⼯学系研究科で構成
（⼯学系博⼠課程修了⽣の約60％のシェア）

l東北⼤の状況
⼥性研究者⽐率:国⽴⼤学⼯学分野と同等

※国⽴⼤学⼯学分野の⼥性研究者⽐率:7.7%(2021), 教授職:3.6%(2021)
(濃い⾊塗り:上記の数値以上を達成)

⇒上位職(教授)でのジェンダーギャップが特に⼤

〈⼀般社団法⼈ ⼋⼤学⼯学系連合会〉
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

l 博⼠後期(DC)学⽣は留学⽣により増加, 学部⽣横ばい
l 2020年度から独⾃の雇⽤促進策を導⼊
l 若⼿:DC修了枠, 上位職:クロスアポイントメント制度

⇒助教レベルは増加したが上位職が少ない

東北⼤学・⼯学研究科における推移の詳細
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部39
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部40
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

■Ⅰ.運営組織のDEIを徹底
・各学科等の意思決定会議に１名以上の⼥性教員を参画
・運営に関わる実質的な講師以上教員を早期に9％へ
⇒マイノリティが能⼒を発揮できる環境づくりの第⼀歩

佐々⽊成江,名古屋⼤学,「ジェンダーと教育・研究」⽇本記者クラブ(11.24.2021)より
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

・不透明な将来の不安は男⼥を問わす若⼿教員の⼤きな負担, 博⼠進学率
低下の要因の１つ

・若⼿教員世代は共働きも多く, ⼦育てや家事の負担も⼤きい(特に⼥性)

■Ⅲ.性別・国籍・職位によらず働きやすく学びやすい
環境を醸成

⇒⼈事選考や業績評価において⼦育てや介護, 出向など
が不利にならない評価法の導⼊が必要
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

(2名/123名)

(7名/128名)

⼥⼦学⽣・⼥性若⼿研究者にとっての⾝近なロールモデル
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

●研究⼒強化とイノベーションにDEIが貢献との理解
●ポジティブ・アクションの必要性への理解
●選考委員会での実施事項
無意識のバイアスビデオの視聴
ダイバーシティを基盤とする研究⼒強化のCHECK確認
⼥性応募者選考に際し設定した選考基準や配慮の説明欄
⇒ 視聴前後で⼤きな意識の変化有、重要性を認識

⼯学部全体FDとして2023.2.13に実施
その録画をオンデマンドFDとして活⽤開始

●業績評価の仕⽅の議論スタート
数ではなく質や独⾃性、将来性で議論
独⾝⼥性や⼦供なしの⼥性も昇進に遅れ有
どのように配慮すべきか議論の必要性を認識

DEI推進プロジェクト実施の効果
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東北⼤学 ⼯学研究科・⼯学部

●執⾏部や⼥性教授選考に関与した⼈々の中では、
無意識のバイアスへの理解が進んだが、組織全体に広がったわけではない
⇒無意識のバイアスFDを義務化、環境醸成に努める
●DEI推進応募で導⼊された選考・評価⽅法を、他の教員選考においても
導⼊する
⇒男⼥を問わず業績評価に、新たな評価軸を加え、エクイティの確保を推
進、公募の記載事項に「DEIに関連する配慮事項（パートナーや⼦供の有
無や帯同の予定、介護など、必要に応じて記載ください）を追加
●マイノリティが感じる孤独感や疎外感、働きにくくする同調圧⼒など、
直接的な離職の原因解決は不⼗分
⇒新任⼥性教員の受け⼊れへの対応依頼⽂を作成、共有

今後の取り組み︓Inclusionの実現
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ご清聴ありがとうございます。

東北⼤学
芳賀満


