『現代女性とキャリア』第 8 号によせて
現代女性キャリア研究所所長

大沢

真知子

今年の 4 月から「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（10 年間の時限法
律）が施行され、301 人以上の従業員がいる企業では、その実現のための行動計画の策定
が義務化されました。
しかし、その実現のためには、まだまだ様々な課題があり、それを解決しなければなり
ません。本研究所では、女性がいままで以上に活躍できる社会を実現させるために大学が
果たすべき役割は何かについて 2011 年から 5 年間にわたって研究を続けてきました。そ
の最終年度にあたって、昨年 12 月に最終報告会をかねた国際シンポジウムを実施いたし
ました。本号では、その内容を特集しています。
加えて、スウェーデンの研究者からもスウェーデンにおけるワークライフバランス施策
の変遷についてご寄稿いただきました。
また、この号より、編集委員会が立ち上がり、「紀要」から「ジャーナル」へ変更いた
しました。質の高い研究ジャーナルを刊行すべく精進して参ります。

目
『現代女性とキャリア』第 8 号によせて

次
大沢

真知子 …… 1

シンポジウム
「女性のキャリア形成に大学は何ができるのか？」
…… 5
第一部「女性のキャリア支援と大学の役割についての総合的研究」最終報告
テーマⅠ 女性とキャリアに関わる戦後社会調査の再分析と女性調査アーカイブの
公開運用
「RIWAC − DA の運用報告」
御手洗 由佳 …… 7
「セカンドチャンス構築プロセスとしての「進学」
」
尾中 文哉 …… 9
「RIWAC − DA の家族領域データにみる家族への関心の変化」
永井 暁子 ……14
テーマⅡ 大学における女性の再就職支援プログラムの開発研究
「プログラム開発の概要と調査の結果」
三具 淳子・盧 回男 ……18
「日本女子大学リカレント教育課程の試みについて」
高頭 麻子・榊原 圭子 ……22
第二部「セカンドチャンス社会構築に向けて」
Mary C. Brinton ……40
寄稿論文
Lessons from a land where women shine

Olle Folke and Johanna Rickne ……49

投稿論文
子育て女性医師が非常勤医を選択する要因に関する研究
内藤 眞弓 ……67
「ライフキャリア志向性」を規定する家庭環境要因と個人特性要因の効果
−日韓比較を通して−
盧 回男 ……83
書評
『男がつらいよ 絶望の時代の希望の男性学』
（田中俊之著）
金野 美奈子 ……101
『下層化する女性たち : 労働と家庭からの排除と貧困』
（小杉礼子・宮本みち子編著）
慶田 昌之 ……103
動向
2015 年度本学学生の進路・就職状況について
黒田 文子
2016 年度「教養特別講義２」について
石黒 亮輔
現代女性とキャリア連携専攻の昨年度報告および本年度の状況と展望
今城 尚志
人間社会学部におけるキャリア女性学副専攻の動向
藤田 武志
生涯学習センターの動向
坂本 清恵
教職教育開発センターの動向
吉崎 静夫・関口 ひろみ

……105
……108
……109
……112
……114
……117

研究所活動報告
2015 年度 研究活動報告
…………………………………………………………………121
2015 年度 彙報 ………………………………………………………………………………123
投稿規定および執筆要項 ………………………………………………………………………126

Contents
Preface

Machiko Osawa

…… 1

Symposium;
“What can Universities do to Help the Career Development of Women?”
…… 5
Part1, Final report “Comprehensive Research Concerning Career Support for Women and
the Roles of Universities.”
Theme1;
“Reanalyzing surveys on postwar society related to women and careers, and
publicizing and using archives of surveys regarding women.”
…… 7
Theme2;
“Research and development related to university-based reemployment assistance
programs for women.”
Part2, “Second-Chance Labor Markets: Benefits for Women and Men.”
Mary C. Brinton ……40
Contributed Paper;
Olle Folke and Johanna Rickne ……49
Lessons from a land where women shine
Article;
The Factors that Lead Female Physicians to Choose Part-Time Positions after
Mayumi Naitou ……67
Giving Birth
Effect of Domestic Environment and Personal Characteristics on Life-career
Hoinam Nho ……83
Orientation：A Comparison between Japan and Korea
Book Reviews;
Otoko ha tsurai yo zetsubou no jidai no kibou no danseigaku by Toshiyuki Tanaka
Minako Konno ……101
Kasoukasuru jyoseitachi : roudou to katei kara no haijyo to hinkon
Masayuki Keida ……103
by Reiko Kosugi and Michiko Miyamoto
Trends;
Ayako Kuroda ……105
Concerning Graduatesʼ Career Date in 2015
Ryosuke Ishiguro …… 108
Special Seminar & Lectures in practical Ethics 2
The Interdepartmental Curriculum in Careers for Women in Contemporary Society
Imajo Takashi ……109
Womenʼs Career Studies in The Faculty of Integrated Arts and Social Sciences
Takeshi Fujita ……112
Kiyoe Sakamoto ……114
Lifelong Learning Center
Research and Development Center for Teacher Education
Shizuo Yoshizaki / Hiromi Sekiguchi ……117
Report of RIWAC;
Report on the RIWAC Project in 2015 ………………………………………………………121
Report on Activities of RIWAC in 2015 ……………………………………………………123
Editorial Guideline ……………………………………………………………………………126

