
全学共通科目（後期）「ジェンダー論」開講

附属病院　オープンホスピタル

落合 恵美子教授の全学共通科目「ジェンダー論」が

開講しました。現代日本のジェンダーを広い視野に位置

付けて理解し、問題解決の方法について自ら考える力の

獲得を目指します。適宜ゲストスピーカーを招き、様々

な観点からジェ

ンダー問題の状

況や課題、将来

の見通しなどに

ついて講義いた

だきます。

11 月 10 日（土）10 時から 16 時まで医学部附属病院外来棟アトリウム

ホールでオープンホスピタル（病院見学会）が開催されることになり、そこ

に病児保育室「こもも」がポスター参加することになりました。議題は

「キャンセル待ちの現状とその対策」「隔離室とは～隔離室の利用状況と隔離

室での 1日の過ごし方～」です。

病児保育室でのキャンセル待ちの現状やその対策について詳しく紹介して

いますので、是非お越しの際はお立ち寄り下さい。

平成 30 年度 10 月開催　全学共通科目（後期）

「ジェンダー論」　講師・テーマ一覧

講義日 テ　　ー　　マ
10 月�� 1 日 導入
10 月 15 日 女性は昔から主婦だったか
10 月 22 日 近代家族の成立と変容
10 月 29 日 世界の中の現代日本家族　変化したことしな

いこと
11 月�� 5 日 現代日本の子育てはなぜ難しいのか
11 月 12 日 伝統を問い直す　二つのアジア
11 月 19 日 ジェンダー平等と父親の育児休業
11 月 28 日 文学とジェンダー
12 月�� 3 日 LGBT と SOGI
12 月 10 日 男性性と暴力
12 月 17 日 ジェンダーやセクシュアリティにまつわる悩み
� 1 月�� 7 日 男性のワーク・ライフ・バランス
� 1 月 15 日 歴史とジェンダー
� 1 月 21 日 まとめ

ゼミの時間：月曜日　3限（ 13 時 00 分～14 時 30 分）
ゼミの場所：吉田南構内　国際高等教育院棟 31
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14：00ー15：00開催時間 臨床第一講堂・第二講堂開催場所
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今まで、予約者のキャンセルの連絡時間は設けておらず、なるべく早くかけてもらうよう

に伝えていました。しかし、朝の8時～9時前後が多く、連絡を忘れる方もおられ、結果、

空きが出てもキャンセル待ちの方への連絡が遅くなり利用できなくなることが多くみられ

ていました。

☆ キャンセル待ちで入室できなかった人はその後どうしたか

◎他の病児保育室利用 ◎親が仕事を休んで家で看る

◎家族以外の誰かに看てもらう ◎保育園に一度連れて行く

対策として、今年の6月より、8時半までにキャンセルの連絡をしてもらうよう変更を

行い、利用者に変更内容を配布しました。以降、キャンセルの連絡を8時半までにかけ

てくれる方が増え、キャンセル待ちの方にも8時半までに利用できるかどうかお伝

えできることが可能となりました。

連絡先 ➯ 7～8時 時間外受付 8～8時半まで 病児保育室

利用者数(2016.1～

2018.10)

76%

キャンセル数

(キャンセル待

ちから利用で

きた人を除く)

24%

総利用者数と総キャンセル数
(2016.1～2018.10)

8時以降のキャンセル

75％

早朝キャンセル(7:30

～8:00の間)

25%

キャンセルの時間帯

また、普通の病児保育室にお預かりしたお子さんに対して、急な激しい下痢や嘔吐
が始まったり、症状の変化があった場合は、病気の伝播を防ぐ目的で、 医師の
判断のもと、お子さんを隔離室に入室または移動させていただくこともあります。

保育室から隔離室への移動になった人数と疾患
（2016.1～2018.9）

インフルエンザ感染症疑い…7人

下痢等胃腸症状が続くため…2人

アデノウイルス感染症疑い…2人

アデノウイルス感染症（確定）…１人

ノロウイルス感染症疑い…1人

計：13人

インフルエンザ

57%

胃腸症状

14%

ＲＳウイルス

8％

溶連菌

8%

インフルエンザ

疑い 6％

アデノウイルス

（疑い含む）

5%

ヒトメタニューモ

1%

流行性耳下腺炎

疑い 1％

水痘疑い

1%

隔離室の疾患別利用率

隔離室ではじっくり遊べるので、お米粘土を使ってたくさんの凝ったごちそうを作ってく
れた子がいました。

またほかの子は、紙飛行機を作るのが好きで厚紙で精巧な紙飛行機を作り、上手に飛ばし
てくれました。

お友だちと遊べないのは残念ですが、一緒に遊びを深めていくことはできます。

子どもたちにもいろいろな提案ができるように、私たちもいろんな遊びを考えていきたい
と思っています。

ボールプール…カラフルな
ボールがたくさん！中に入っ
て遊べます。 粘土作品の数々…ステキなごちそ

う出来上がり！！

Ⅳ.隔離室の利用について

病児保育室には、保育室と隔離室があります。隔離室とは、通常の保育室と隔てて1室、

フィルター付き陰圧換気空調と上下水道が整備されたお部屋のことです。

隔離室へは、①伝染性疾患の急性期以外の感染症

②確定診断の付いていない嘔吐下痢や胃腸炎

③咳や咽頭炎がひどくマスク装着が困難な場合

④高熱でインフルエンザ疑いがある場合 、入室となります。

①の伝染性疾患の急性期以外の感染症として隔離室を利用できる疾患は以下の通りです。

インフルエンザ感染症：解熱後24時間が経過した出席停止期間中

アデノウイルス感染症：症状軽減し、解熱後2日までは隔離室利用

溶連菌感染症：有効な抗菌薬内服後24時間以内

マイコプラズマ感染症：マスク着用が困難な場合

RSウイルス･ヒトメタニューモウイルス感染症：乳児の利用状況により判断

胃腸炎：ノロ･ロタ不明である場合、児の状態及び保育室の状況により判断

水痘：すべての水疱が痂皮化すれば利用可

麻疹：発疹を伴う発熱が解熱し3日経過後

風疹：発疹が消失

Ⅴ.隔離室での過ごし方について

隔離室では、同じ病気の子がいた場合、例外的に２人で使うこともありますが、基本的
に１人で過ごします。保育士か看護師１人が一緒に過ごします。他の子と遊べないことは
残念ですが、感染予防のためご理解をいただいています。

廊下に面した部屋で広さも限られているので、いろいろな工夫をしながら楽しく過ごせる
ように考えてきました。

〇好きなおもちゃを持ってくる…保育室から好きなおもちゃを持ってきて遊べます。
（利用後は消毒して返す）

○1対1でゆっくり遊ぶことができます。

○隔離室専用のおもちゃを用意しています。

スタープロジェクター…
お昼寝するときに部屋を暗く
して灯すととてもきれい！
みんな喜んでくれました。
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京都大学男女共同参画推進センター

病児保育室 こもも
Ⅰ.病児保育室とは

「京都大学男女共同参画推進センター病児保育室」（以下、京大病児保育室）は、京都大
学教職員・学生の子どもが、病中・病後のため幼稚園・保育園・学校へ登園・登校できな
い時、親が仕事や研究を休むことなく、子どもの保育ができる環境を提供する施設です。
京大病児保育室では、京都大学医学部附属病院と連携し、看護師・保育士が常駐する安心
できる環境において、病児の保育を行っています。

Ⅱ.病児保育室の利用状況について

2018.1～2018.9

利用者：589名 1日当り平均利用者数：3.23人
利用率：64.23％ ※利用率は、開室日数×5人（定員）を母数として算出

利用許可基準の見直しや2016年から開室時間の変更後、利用者数の増加に伴い、
予約時に定員オーバーでキャンセル待ちとなることが多くなってきました。
そのため、キャンセル待ちの現状を見直し、今年の6月より対策を実地しました。

Ⅲ.キャンセル待ちの現状とその対策

多くの方がスムーズに利用できるよう、利用状況を分析してキャンセル待ちの対応、
予約者のキャンセル連絡時間について見直し、今年の6月より予約者・キャンセル待ち者の
キャンセル連絡時間の変更を行いました。

隔離室の利用状況をみてみると、1年の中で冬が1番多く20～30％利用しています。
疾患別では、寒い時期に流行するインフルエンザの利用率が1番高く50％以上です。
以前は、隔離室の利用人数を1人/日としていましたが、同じ疾患2人/日まで利用できるよ
うに変更し、多くの児に利用してもらえるようにしました。
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総合人間学部 人間・環境学研究科講演会「豊かな男女共同参画に向けて」

9 月 20 日（木）14：30 から人間・環境学研究棟地階

大講義室において、大学院人間・環境学研究科共生人間

学専攻柴田 悠准教授により「大学教員が育児休業を取

得するには？−男性教員としての経験から−」と題して

講演がありました。

柴田准教授から、「育児休業を取得してよかった」と

いうコメントで始まり、大学男性教員の取得率の低さ、

制度の概要、取得方法などご自分や周りの方のご苦労が

あったことを話され、育児休業取得のためには周りの

方々の理解がいかに助けになったかを講演されました。

講演後は、参加者から全共科目に関してや部分休業に

関してなど多くの質問があり、関心の高さがうかがえま

した。

最後に研究科長からは、「人間・環境学研究科の男性

教員育休取得者の最初の一人として開拓していただき有

難う」とコメントをいただきました。終了後、柴田先生

の奥様がいらっしゃったのでお聞きしたところ「育休を

取得してもらってありがたかった」とコメントされまし

た。

2018 年度日経ウーマノミクスフォーラム
「ダイバーシティ研究環境整備と女性研究者の未来」

8 月 31 日（金）大阪府立国際会議場において、2018

年度日経ウーマノミクスフォーラム「ダイバーシティ研

究環境整備と女性研究者の未来」が開催されました。京

都大学も協力大学として参加しました。大学法人にとど

まらず私学、一般企業、大阪府、関西経済連合会など多

くの協賛企業や後援団体が参加して、女性研究者がキャ

リアステージごとに抱える悩みや壁、それらの課題の乗

り越え方などを議論し、参加者に対し気づきや不安解消

法の共有を図りました。

メインホールでは、基調講演に始まり、3つのパネル

ディスカッションの中のⅢ「教えて理系のキャリアパ

ス」に大学院理学研究科の浅

井 歩准教授が参加し意見交

換しました。また、ミニセミ

ナーには、理学研究科宇宙物

理学教室の学生町田 亜希さ

んが参加し、「宇宙天気って

なんだろう？」と題して、多

くの女子高生などにアピール

しました。当日は、団体受付を行った女子校もいくつか

あり、一般の方を含めて 500 名の参加がありました。

本学も質疑応答や資料等を配布し、本学受験に強くア

ピールしま

した。

参考：http://www.kyoto_u.ac.jp/ja/about/gender_equality/07.html
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北関東女子高校生受け入れ

盛夏の薬学生研修会

四天王寺中学校訪問

7 月 25 日（水）から 27 日（金）にかけて大学院理

学研究科では、数学・物理、化学・地学グループの二手

に分かれて埼玉県立熊谷女子高、茨城県立水戸第二高、

埼玉県立川越女子高、群馬県立前橋女子高の 4校 13 名

が理学研究科を訪問しました。花山天文台では、大学院

理学研究科浅井 歩准教授から講義を受けたのち、天文

台内部を見学しました。女子高生たちには、現場でしか

味わえない驚きと感動を味わってもらいました。

8月 3日（金）13 時から左京区にある武田薬品工業

株式会社京都薬用植物園において、薬学生の研修会が開

催されました。大学院薬学研究科の伊藤 美千穂講師が

講演され、ニッケイ（桂皮の基原植物）の皮むき体験、

精油定量、園内見学と研修、Cinnamomum属植物の成

分を TLC で見る試験など多くの研修を行いました。暑

い中、参加者からは、この研修は他にはない実体験があ

り参加して本当によかったとコメントがありました。

医学部人間健康科学科は、毎年多くの中高生の訪問を

受け入れています。8月 20 日には、私立四天王寺中学

校（女子校）より中 3の生徒さんと教員の方あわせて

約 100 名が本学科を訪問されました。同校は医療系志

望者が多い学校で、キャリア支援の一環として 3年前

から本学医学部を訪問されています。医学部、薬学部の

OGに引率されて 11 のグループに分かれて研究室を訪

問し、最先端の研究を見学しました。その後、本学科で

医療技術を体験し、最後のOG講演会では、進路や勉強

について悩んだ体験や大学生活など幅広く聞いてもらい

ました。今後も、女子中高生の皆さんが多様な職業につ

いて知る機会を持つために、私たちも協力していこうと

思います。

男女共同参画推進センターでは、下記のような教員の応援を行っております。このような取り組みがありま

したら、ぜひ男女共同参画推進センターまでお知らせ下さい。
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　　　　　 東南アジア地域研究研究所
� 社会共生研究部門・准教授　　帯谷 知可
●研究者につづく道でもあったシルクロード
幼い頃の自分が、大人になって研究者になっていると
知ったら、きっと驚くでしょう。なにしろ小学生時代は
水泳やマーチングバンド、ポートボールなどのクラブ活
動をして、常に動きまわっている子どもだったので。中
高生の時もテニスに打ち込んでいたので、研究の道に進
むとは思っていませんでした。ただ、小学校低学年から
英語教室に通いはじめたことがきっかけで外国語に興味
がわき、通訳など海外と関わる仕事に就きたいと思って
いました。
多感な高校時代、井上靖の西域小説などをよく読み、
シルクロードに憧れました。初めてNHK 特集のカメラ
が敦煌などの遺跡に入った時期とも重なりました。そし
て外国語大学に進学し、ロシア語を専攻。最初はスペイ
ン語を選択するつもりでしたが、実はやむなくロシア語
になってしまったのです。今の専門からするとこの選択
が重要な分かれ道でした。
ロシア語を専攻する学生のなかには、ロシア文学を愛
読している人や社会主義思想に興味をもっている人もい
ました。私はほとんど事前の知識なく勉強を始めました
が、ロシア語の美しい響きに惹かれました。そんな時に
授業でプラトーノフの小説『粘土砂漠』が取り上げら
れ、ソ連の中の中央アジアに関心をもちました。ロシア
革命後に中央アジアで起こった反ソヴィエト運動「バス
マチ運動」を卒論のテーマにしました。
●ソ連解体後の激動の時代にキャリアも動きだす
もっと深く中央アジアのことを学びたいと思い、1年
間の研究生時代を経て大学院へ。この時期にイスラーム
世界からの視点で中央アジアを考えるアプローチや、中
央アジアの言語で書かれた史料を使った近現代史研究と
いった新しい動きがでてきたことに刺激を受け、本格的
に中央アジア近現代史研究を志すことになりました。ソ
連解体という激動の時代を目の当たりにしたことにも大
きな影響を受けました。ソ連解体後、ロシア以外の旧ソ
連地域に関心が集まり、まだキャリアもないのに事典項
目執筆などの仕事をさせていただくようになり、その後
ウズベキスタンに日本大使館ができると、専門調査員と
して勤務することになりました。当初は政治経済情勢分
析の辞令をもらいましたが、当時の大使から文化広報担
当に任命され、試行錯誤しながら
日本文化紹介事業の運営などを行
いました。この時に築いたネット
ワークが今の研究活動にも役立っ
ています。
任期を終えて日本に戻ってから
は、国立民族学博物館地域研究企

画交流センター（当時）で、
グローバルな課題についての
共同研究のオーガナイズなど
を担当しました。こうした経
験を積むなかで、ウズベキス
タンが独立後の国づくりの過
程で直面している課題と、ロ
シア革命後の中央アジアの社
会主義的近代化の歴史が重な
り、現在の研究スタイルができてきました。
●研究者も生活者であることを大切に
現在は、ウズベキスタンをはじめとする中央アジア諸
国のモダニティの形成過程に関心があります。特に近年
は、女性がまとうイスラーム・ヴェールを題材にして、
中央アジアにおける女性解放運動の歴史、イスラーム復
興と女性、現代のジェンダーの問題などについて調べて
います。その他にも、ロシア帝政期にロシア人によって
編纂された『トルキスタン集成』という希少史料のデー
タベース化に携わってきました。研究の
醍醐味は、断片的な情報や事柄をつなげ
ていき、点から線になることで、何かし
らの意味が浮かび上がった時のわくわく
するような感覚や大きな達成感にありま
す。また学生に中央アジアについて話
し、自分の興味に引き付けて関心をもっ
てもらえた時も嬉しいです。
女性研究者にとって仕事と家庭の両立は大きな課題で
す。私も『トルキスタン集成』のデータベース化に取り
組みはじめた頃に高齢出産と、ほぼ一人での育児を経験
することになり、最も育児が大変な時期は、フィールド
で飛び回るよりは子どものそばで、と切り替えました。
職場の温かい雰囲気や育児経験者のサポートのおかげ
で、研究活動を続けることができました。現在は当研究
所の男女共同参画推進委員会に参加して、小さな子ども
をもつ教職員が無理なく働ける環境づくりに努めるとと
もに、男女共同参画のための広報活動にも取り組んでい
ます。育児支援も年々拡充されてきているので、研究と
家庭の両立は確かにとても大変ですが、大変な分、豊か
でもあるので、恐れずチャレンジしてほしいです。「研
究者も生活者であることを大切に」というある先輩女性
研究者の言葉を私も大事にしたいと思っています。

連載：研究者になる！ 第 67 回

編集後記
台風の忘れ物
今年は台風の直撃もあり、ついに臨時休

園となりました。利用者の皆様にはご迷惑
をおかけしました。
通勤途上の道にも台風の忘れ物が。
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