
人文社会科学系研究者の男女共同参画
実態調査（第1回）
現在の仕事環境・研究環境やこれまでの海外研究経験についてうかがいます

24.仕事時間（大学等の場合は学期中）、研究費について伺います。

24.1 職場にいる時間は１週間（24時間×7日＝168時間）当たり平均何時間ですか。（半角数字で記
入）

24.2 そのうち研究にあてている時間は１週間当たり平均何時間ですか。（半角数字で記入）

24.3 大学等で教育負担がある方に伺います。

24.3.1 １週間当たり平均授業時間数（ゼミ・指導を含む。非常勤を含む）は：（半角数字で記
入）

　時間

　分

24.3.2 常勤の場合の1コマ（授業１回分）あたりの時間（分）：（半角数字で記入）

24.3.3 常勤の場合のコマ数（回）：（半角数字で記入）

　前期：



　後期：

24.3.4 非常勤（本務校外の場合を含む）の場合の1コマ（授業１回分）あたりの時間（分、平
均）：（半角数字で記入）

24.3.5 非常勤（本務校外の場合を含む）の場合のコマ数（回）：（半角数字で記入）

　前期：

　後期：

24.3.6 非常勤（本務校外の場合を含む）に通っている機関数（大学数等）：（半角数字で記入）

24.4 現在、ご自身で使用できる研究費をお答え下さい。(複数回答可)

25. 自宅での仕事時間について伺います(大学等の場合は授業期間中)。

25.1 自宅での仕事時間は１週間当たり何時間ですか。（半角数字で記入）

25.2 そのうち研究にあてている時間は（半角数字で記入）：

26. 海外(自国以外の国)での留学・研究・勤務について伺います。

所属機関からの研究費
科学研究費
その他公的競争資金
民間研究資金
その他
研究費なし



26.1 海外での留学・研究・勤務は,キャリア形成にどのように影響すると思いますか。*

26.2 あなたは海外で半年以上の留学・研究・勤務の経験がありますか（複数回答可）。

27. 研究を進める上でどのような環境や機会が必要ですか。(複数回答可) *

上記で選択した環境や機会のうち、特に重要なものを3つまで選択して下さい。
1つめ：

常勤の職 

非常にプラス
どちらかといえばプラス
プラスの面もマイナスの面も等しくある
マイナス
わからない

ある（その間、自国に在籍あり）
ある（その間、自国に在籍なし）
なし

常勤の職
研究時間
研究補助者
研究費
共同研究者
研究休暇
研究の自由度
事務・雑用の効率化や分業
成果の発表の機会
所属機関・上司・指導教員等の研究への理解
研究テーマに長く取り組める環境
研究グループ内での意思統一・コミュニケーション
業績や能力の適切な評価
指導教員・シニア教員・上司等からの指導
学生等を教育する機会
周囲の期待
子育て支援
家庭と研究の両立ができる環境
育児休業等が経済的に不利益にならないこと
仕事の性格上研究に携わっていない
その他



2つめ：

常勤の職 

3つめ：

常勤の職 
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人文社会科学系研究者の男女共同参画
実態調査（第1回）
あなたの仕事と家庭について伺います

28.あなたがふだん一番長く滞在するお住まいは何人で暮らしていますか。*

29.あなたの婚姻状態についてうかがいます。*

30.配偶者ありの方に伺います。

30.1 配偶者の職は：*

30.2 その職は任期・契約期間付きですか。*

1人
2人
3人
4人
5人
6人以上

既婚（事実婚を含む）
未婚
離別
死別

研究職（大学・研究機関等）
その他雇用（民間企業・官公庁等）
非常勤講師
自由業・自営業
パート・アルバイト等
学生
専業主婦・主夫，無職
その他

あり
なし
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30.3　配偶者の年収（税込み）は次のどれがもっともあてはまりますか。*

30.4 あなた自身または配偶者の職(勉学を含む)の都合により別居や別居を検討された経験はありま
すか。*

31.配偶者と別居や別居を懸念する経験がある方に伺います。

31.1 実際に別居した期間は通算で何年間ですか。（半角数字で記入）

31.2 別居せざるをえない状況に遭遇した時、それを解消すべく、あなたまたは相手が異動や転職
の検討をしましたか。*

32.配偶者の転勤・就職による離職を防ぐための制度について伺います。

32.1 勤務先に同居支援制度（または帯同雇用制度）はありますか。ある場合、近いものを選んで
ください。(複数回答可)

200万円未満
200-300万円未満
300-400万円未満
400-500万円未満
500-600万円未満
600-700万円未満
700-800万円未満
800-900万円未満
900-1000万円未満
1000-1500万円未満
1500-2000万円未満
2000万円以上
わからない

あり
なし

あなたの異動や転職の結果別居が解消した
配偶者の異動や転職の結果別居が解消した
あなたの離職によって解消した
配偶者の離職によって解消した
週に何日かは同居できるよう授業日を工夫した
検討したが別居は解消しなかった
検討しなかった



32.2 勤務先、あるいは国、公的機関等に同居支援制度または帯同雇用制度があれば利用したいと
思いますか。*

33.お子さまについてお答えください（全員）。*

34.お子さまありの方に伺います。

34.1 現在の子どもの数は：（半角数字で記入）

34.2 お子様の年齢をお答えください。（半角数字で記入）
第1子：

第2子：

第3子：

第4子：

第5子以上は「、」で区切ってまとめてご記入ください。

別居せずに通える拠点への異動希望を申請できる
同居支援のために一定期間休業を認める
結婚後数年間転勤なしとする
その他
制度は特にない
わからない

利用したい
利用したくない
利用する必要がない

子どもあり
子どもなし



34.3　第１子を持たれたのは何歳の時ですか。（半角数字で記入）
あなた：

配偶者：

34.4 第１子について伺います。お子様が小学校就学までの平日昼間の育児(２次保育を含む)を主に
担当したのはどなたですか。(複数回答可)

33.5 第１子が小学生の時、放課後のお子さんの世話(２次保育も含む)を主に担当したのはどなたで
すか。(複数回答可)

配偶者はいなかった

あなた自身
配偶者
同居親族
非同居の親族
知人
保育園等
ベビーシッター
家政婦
ファミリーサポート
その他

該当しない
あなた自身
配偶者
同居親族
非同居の親族
知人
学童保育等
シッター等
塾・習い事等
子どもだけで留守番
その他
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34.6 あなた自身の学会参加などの出張時の育児を主に担当したのはどなたですか。(複数回答可)

35.あなた、または配偶者が第１子を出産した時の、それぞれの就業状況を教えてください。
◆あなた：*

◆あなたの配偶者：*

36.第１子についてあなたの育児休業（休学を含む）取得状況についてお答えください。 *

該当しない
あなた自身
配偶者
同居親族
非同居の親族・知人
自分で依頼したベビーシッター
学会の保育サービス
その他

大学・研究機関等の研究教育職（無期）
大学・研究機関等の研究教育職（有期）
その他民間・官公庁・小中高校等フルタイム勤務
非常勤講師
民間・官公庁等のパート・アルバイト等
自由業・自営業等
その他
専業主婦（主夫）・無職

大学・研究機関等の研究教育職（無期）
大学・研究機関等の研究教育職（有期）
その他民間・官公庁等フルタイム勤務
非常勤講師
パート・アルバイト等
自由業・自営業等
その他
専業主婦（主夫）・無職
配偶者はいなかった

取得した
制度はあったが取得しなかった
そもそも制度の対象ではなかった
もともと無職であった
離職・退学した
その他



38.第１子について育児休業を取得した方に伺います。その期間は（産休を除く子ども1人当たり
の平均で）どれくらいでしたか。週または月のいずれかでお答え下さい。（半角数字で記入）
週の場合：

月の場合：

40.第１子の出産および休業後の状況についてお答えください。*

41.1 第１子について配偶者の育児休業取得の状況についてお答えください。*

41.2 末子について配偶者の育児休業取得の状況についてお答えください。*

取得した
制度はあったが取得しなかった
そもそも制度の対象ではなかった
もともと無職であった
離職・退学した
その他

休業前と同じ職務を継続
自分の希望で職務を変えた
自分の希望で部署を変えた
職場の指示により職務が変わった
職場の指示により部署が変わった
失職した
退職した
その他

取得した
もともと無職であった
離職・退学した
取得しなかった
その他

取得した
もともと無職であった
離職・退学した

37. 一番末のお子さんについてあなた«の育<児休8 業（ 12休学を>含む»）取得状況についてお答えくださ
い。*



42.配偶者が育児休業（休学）した方に伺います。その期間は（産休を除く子ども1人当たりの平
均で）どれくらいでしたか。週または月のいずれかでお答え下さい。（半角数字で記入）
週の場合：

月の場合：

連絡先：geahss.office@gmail.com
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取得しなかった
その他
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