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 「女性のリーダーシップ育成」 

－自己効力感・自己肯定感向上のためのシナリオ－ 

研究グループ：現代教育研究所 

報告者：緩利 誠（昭和女子大学） 

１．研究の目的  

本研究開発の目的は、昭和女子大学（中高部、大学）における「共創する学び」づくりを通じて、

生徒・学生の自己効力感・自己肯定感を高めつつ、女性のリーダーシップを育成する学校教育の

あり方とそのプロセスを考究することである。 

２．研究の方法  

アクションリサーチを採用し、単年度で完結する教育プログラムを企画・実施しながら、その成果と

課題を定量的・定性的に分析することで、示唆を得るようにした。中高部については総合的な学習

／探究の時間、大学についてはリーダーズアカデミーを主な研究フィールドとした。それぞれ Co-

Creative Learning Session（通称：コクリ）、Co-Creative Challenge（略称：コクチャレ）と称する探究

プログラムを開発し、2019 年度から 2021 年度にかけて実施・検証した。 

３．研究の成果  

 主な研究成果は次の通りである。まず、これからの時代に求められるリーダーシップとして「共創

的リーダーシップ」を提案した。すなわち、多様な他者とつながり、お互いの強みを認め合い、活か

し合いながら、対話を深め、協働することで、いまだここにないものを創発し、社会や人々にインパ

クトをもたらす分散型のリーダーシップスタイルである。想像力と創造力がその中核的要素をなす。

また、このリーダーシップを発揮・育成していくうえで欠かせない学びの条件も特定した。それらは、

①身近さ、②切実さ、③オリジナリティ、④価値、⑤インパクト、⑥実現可能性である。あわせて、こう

した条件を常に意識しながら学び続けた生徒・学生たちの語りから、「知る→想う→創る→動く」とい

う学びのステージが看取され、各ステージにおける①気づき、②コラボレーション、③表現、④感情

が、彼女たちの変容を促していたことが明らかとなった。 

他方で、学びのプロセスにおいて陥りがちな罠も同定することができた。具体的には、①漠然す

ぎるトピック、②愛を感じない動機、③明らかなリサーチ不足、④宝の持ち腐れ、⑤それで？という

表現・提案である。いずれも、その背景には、質の高い共創経験自体の未経験と各種リテラシーの

未学習／未獲得という課題があることが判明した。最終年度である 2021 年度は、この課題解決に

向けて、共創的リーダーシップの発揮に必須なリテラシーの獲得を促しつつ、質の高い共創経験

を積めるパラレルカリキュラムをデザインした。その成果は今後、分析予定である。 

最後に、プログラム前後でリーダーシップの向上に正の影響を与えたのは、①新しいことに挑戦

することを好む構え、②自尊感情、③話し合いの場における積極的な発言、④自らの強みの自覚

であった。他方で、ポジティブな変容を明確に見出せなかった生徒・学生ほど互恵懸念が特に負

の影響を与えており、その払拭が課題として看取された。この分析結果から、共創プロセスの経験

が、自己効力感や自己肯定感の向上に結びつくことが部分的に実証されたと言える。 

４．今後の課題と展望 

今回の研究開発を通じて、日常生活における消費的なメディア接触が彼女たちに与える影響の

大きさを痛感した。共創的リーダーシップ獲得のプロセスにおいて、創造的なメディア接触の機会

を組み込んだパラレルカリキュラムの精緻化が今後の課題であり、展望である。 



心理支援職として活動する修了生のキャリア形成過程 

－心理支援職のキャリアと今後のリーダーシップ－ 

研究グループ：生活心理研究所 

報告者：百瀬 良 

１． 研究の目的 

2018 年、心理支援に関する初の国家資格である「公認心理師」が誕生し、心理支援職の社会的責

任が高まるとともに専門性の向上が一層求められている。心理支援職は、典型的なキャリアモデル

がなく、そのキャリア形成プロセスは多様である。将来を見据えての継続的なキャリア支援も、心

理支援職養成機関の重要な役割であるが、そのプロセスの多様性もあり、キャリア形成については

これまでほとんど検討されていない。そこで本研究では、本学心理学専攻修了生を対象に、キャリ

アパスを分析することにより、心理支援職としてのキャリアをどのように形成しているのかを明ら

かにすることを目的とした。

２． 研究の方法

＜第一研究＞キャリア形成の動向を把握するため、2019年 8月～9月、心理支援職に就いている修

了生約 150名を対象に Web調査を実施し統計的解析を行った。

＜第二研究＞キャリア形成のプロセスを詳細に捉えることを目的に、2020 年 8 月～2021 年 1 月、

第一研究参加者で面接調査に協力してもよいと回答した 12 名を対象に 90 分～120 分のオンライン

または対面による個別の半構造化面接を実施した。面接調査で得られた語りを逐語化し、質的研究

法である複線経路・等至性モデル（Trajectory Equifinality Model：TEM）を用いて分析を行った。

３． 研究の成果

＜第一研究＞現在の就労状況について、雇用形態は常勤が約 4割、非常勤が約 6割であった。非常

勤職が多く、複数の勤務先に勤務する者が約 4割であった。また 8割以上の者が転職を経験してお

り、時にはライフプランを優先させながらも、常に専門性の向上を念頭に職場を選択し、キャリア

を継続させていた（百瀬・松永,2020）。また、雇用形態や勤務領域に関わらず職務満足感は高かっ

た。職務満足についての自由記述を分析した結果、職務満足の理由は、『能力の発揮・成長』『雇用

環境』『人間関係』の３つのカテゴリーに分類でき、『能力の発揮・成長』が中核をなしていること

がわかった(百瀬・松永,2022)。さらに、職務満足感の関連要因を検討するため、職務経験（実務年

数、これまでの勤務先数、転職経験）が、成人としての成熟性（「個人としての確立」、「職業人とし

ての確立」、「家族との関係性」、「職場・同僚との関係性」、「家族以外の重要な他者との関係性」か

ら成る合成変数）を経由し、職務満足感にどのように影響するかを共分散構造分析により検証した。

その結果、心理支援職としての職務経験が、成人としての成熟性を高め、職務満足感を高めている

ことが明らかとなった。

＜第二研究＞面接調査の結果、次のようなキャリアモデルが見られた。「自身の専門性の志向性を

満たし力量の向上に寄与する職を厳選して柔軟に組み合わせ、ライフイベントも加味しながらフレ

キシブルにキャリアを構築」「自身の強みを最も発揮できる領域を見出し、その領域での就労継続

により、力量向上と組織内でのリーダーシップ発揮を両輪に自らを進化させ続けるキャリア」「セ

カンドキャリアとして心理支援職を選択し、転職をしながら経験を蓄積し力量を向上させ、ライフ

キャリアの重心をワークキャリアへ移行」など。それぞれ異なる経路を辿っているものの、自身の

専門家としての技法やスタイルを明確に持ち、心理支援職としてのアイデンティティを核に、ライ

フキャリア全般を調整しながら、主体的にキャリアを形成している様子が見て取れた。

心理支援職としてのリーダーシップに関する語りからは、「他職種に心理支援職の専門性を明示

し、心理支援職の自律性を担保するため、他職種や同僚間の調整を担うリーダー像」が抽出できた。 

４．今後の課題と展望 

本研究は、調査対象者が本学心理学専攻の修了生に限定されている。従って、一連の研究によっ

て得られた知見を直ちに心理支援職一般に般化することはできない。本学修了生だけでなく、対象

を広げてデータを収集し、さらに検討を重ねていくことが課題である。 

※本研究は昭和女子大学倫理審査委員会の承認を受けて実施された（承認番号：20-26）。

※本研究は、昭和女子大学学術研究委員会及び日本私立学校振興・共催事業団女性研究者奨励金の助成を受けたものです。



グローバルプレーヤーとしての女性 

～持続可能な社会環境に関わる女性の役割～ 

研究グループ：国際文化研究所 

報告者：友田 博通（昭和女子大学） 

１．研究の目的  

 国際文化研究所が蓄積してきたベトナムにおける文化財保存地区において、地区の女性リーダ

ーを育て、これに貢献してきた本学出身のベトナムの女性研究者達を自立させ、さらにこれらの女

性達をサポートする形で本学の研究力を活用しグローバルに互いに女性の役割を高めたい。 

２．研究の方法  

① 文化財保存地区の女性リーダー、本学出身のベトナム女性研究者らと、日本の文化財保存地

区の女性リーダー達が、交流し互いに学びあう。 

② ①で刺激を受けた女性達が、各保存地区において地元の女性達を組織し、本学出身のベトナ

ムの女性研究者の下で、文化財保存と活用の活動を行うことを支援する。

③ ②の活動の中で現地だけでは解決できない課題について、ZOOM により可能になったグロー

バル会議を開催し、現地・本学ベトナム研究者・国際文化研究所のディスカッションの中で支援可

能な課題を洗い出し整理する。 

④ ③の課題から本学の対応可能な研究協力を行い、文化財保存地区の女性リーダー達、本学

出身のベトナム女性研究達が活躍できるよう研究上から支援する。 

⑤ 本学も新たな研究課題を得て研究を推進し、本学の研究力を高める。

３．研究の成果  

① 国家文化財メコン流域大土地所有者カイベー洋館群の女性リーダーらが横浜・神戸・長崎を、

国家文化財ベトナム独立の英雄村ドンラムの女性らが京都奈良松坂根津日本橋を訪問し交流、そ

の後日本のこれらの地区が現地を訪問し様々な交流を行うようになった。 

② ドンラム村は、バオさんを中心に女性グループが結成され、ハノイ大学リン先生の下で伝統食

品コンテスト、アオザイ祭りなどを開催、ホイアンはヴィさんを中心に観光(レストラン・ホテル等)に携

わる女性社長達の会ができ、やはりリン先生の下で勉強会などを開催、カイベーはティエンザン省

観光局主導でカイベーの魅力を高めるためホーチミン建築大学ニョク先生に省全域の文化財をめ

ぐる観光計画作成を依頼した。 

③ 残念ながらコロナ禍で、現地から要請されているドンラムの食品加工流通研究、ホイアン伝統

衣装研究、ティエンザン省全域観光計画は、部分的に進展している程度で十分な成果を上げるに

は至っていない。 

４．今後の課題と展望 

ベトナムと日本の文化財保存地区の交流は今後も継続され、さらに様々な発展が期待される。

具体的には、神戸の浅木隆子会長とホイアンのヴィさん、横浜緑の協会とカイベーのキエットさん、

ベトナム全国に生中継されるカイベー観光祭やホイアン日本祭りと昭和女子大学 OG、さらに日本

橋と昭和女子大学 OG など、交流が継続しさらに派生的に新たな関係が構築されている。これら

の交流は、互いの実業に大きく貢献、さらなる発展が約束されている。 

また、現地から要請されているドンラムの食品加工流通研究、ホイアン伝統衣装の研究は、2022

年度のプロジェクト予算に申請、ティエンザン省全域観光計画によりカイベーの観光価値を高める

研究は今後ベトナム側予算で継続されると期待され、様々なプロジェクトへと発展していっている。 



「新しい女性のリーダーシップの創出」 

－インクルーシブ・ラー二ング・サーバントリーダーシップを見すえて－ 

研究グループ：女性文化研究所 

報告者：北本 佳子（昭和女子大学） 

１． 研究の目的 

 昭和女子大学創立 100 周年記念の学術研究委員会の研究企画として、女性文化研究所チームは

「新しい女性のリーダーシップの創出」をメインテーマとして、５つのグループに分かれて研究

を実施してきた。2020年度においては、昭和女子大学女性文化研究叢書第 12集（以下、第 12集）

の刊行、第 4回国際シンポジウム “Women Can Change the World ”－女性は世界を変える－の

開催等の成果をあげた。2021年度は、その成果を踏まえ、➀第 12集の成果発表（第 12集の 2章

～5 章の企業研究の部分）、➁第 12 集の継続研究（第 12 集の 6 章部分）、➂第 5 回国際シンポジ

ウム“Women Can Change the World ”－女性は世界を変える－の開催（第 12集の 1・7・8章に

関連）の 3つを実施し、3年間の成果発表とまとめを行うことを目的とした。

２． 研究の方法

第 12集ではチームごとに適宜量的・質的な研究方法を用いて研究を行った。今年度の上記の➀

～➂の中の➀・➂に関してはシンポジウムの開催を通して、➁に関しては一部上場企業（２社）

に協力を得て、ワークショップの実施とその成果発表を含めたシンポジウム開催を通して、上記

の目的達成を目指した。 

３． 研究の成果 

 第 12集及び第 4回国際シンポジウムの成果に関しては、昨年度の報告会にて発表済のため、本

要旨では今年度の成果を中心に述べると、以下の通りである。 

➀昭和女子大学女性文化研究叢書第 12集刊行記念シンポジウム「女性リーダー育成への挑戦～

企業の女性への調査結果から～」をオンラインにて 2020 年 9 月 14 日（火）18 時～19 時 30 分に

実施した。登壇者は坂東眞理子理事長・総長ほか第 12 集 2 章～5 章担当者 5 名、申込者数：240

名、当日参加者数：192名、アンケート調査の回答件数：105件。「大変満足」が 42.9％、「やや満

足」が 55.2％で、回答者の 9 割以上が「満足」したシンポジウムが実施できた。「最終成果報告

会」では、アンケ―ト調査結果（自由回答）の紹介も含めて成果を報告する。 

➁第 12集 6章の継続研究として、6章の研究成果（トータル・リーダーシップ）の社会人への

援用研究を行った。具体的には企業 2 社に 2 回のワークショップを行い、その経過（変化）とワ

ークショップでの学びを可視化した。それらを含めて、2月 5日（土）10時～12時にオンライン

にて、シンポジウムを実施し、成果発表を行う予定である。「最終成果報告会」ではシンポジウム

の結果を含めて成果を報告する。 

➂第 5回国際シンポジウム“Women Can Change the World ”－女性は世界を変える－をオン

ラインにて 12 月 4 日（土）10 時 30 分～17 時に実施した。登壇者は坂東眞理子理事長・総長ほ

か、大学の学長（国内外 3名）、昭和女子大学の卒業生（各国から 3名）。申込者数：392名（実質

数は約 400名、参加国 30カ国）、アンケート調査の回答件数：75件。「とても興味深かった」50.7％、

「興味深かった」37.3％で、回答者の約 9 割が「興味深かった」というシンポジウムを実施でき

た。「最終成果報告会」では、アンケ―ト調査結果（自由回答）の紹介も含めて成果を報告する。 

 3年間の研究全体を通して、女性のリーダー育成に関しては、国内外の大学教育において、その

重要性に関する指摘があり、日本の企業等においても関心が高いことがわかった。一方で、現実

の社会の中では、多くの改善・検討すべき課題もあることが明らかになった。その課題解決は、

女性のみならず男性の働き方・生き方や社会を変える基軸となりうると考えられた。 

４． 今後の課題と展望 

 女性リーダーの育成が国内外において求められている中、本学においては今後の中長期のビジ

ョンの検討・実施において、リーダーシップ教育に関する多様な課題研究・実践を多面的に行い、

本学及び社会に貢献することが肝要である。本学に求められる役割は大きく、研究面での対応・

展開においては、本研究所の果たす役割が大きいと言える。 



女性の健康

－生涯を通じた健康に関わるデータベースの構築－

－若年時の生活習慣と健康寿命の関連を探る－

研究グループ：女性健康科学研究所

報告者：山中健太郎（昭和女子大学） 

１．研究の目的  

少子高齢化が進み人口減少時代を迎える日本において労働力の確保は重要な課題であり、女

性活躍促進の流れを一層推し進めることが重要な課題となっている。女性が生涯を通じて健康で

働き続けるには、女性特有の健康問題を若年時からのライフコースを見据えた予防的視点での研

究が必要である。そのような中で、女性の生涯を通じた健康に関わるデータベースを構築し、若年

時の生活習慣と健康寿命の関連を探るのは、「女子大学」としての重要な使命の一つと考えられる。

そこで、女性健康科学研究所では、「生涯を通じた健康に関わるデータベースの構築」と「若年時

の生活習慣と健康寿命の関連を探る」ことを目的とした。そしてこの 100 周年記念事業期間におい

ては、「生涯を通じた健康に関わるデータベースの構築」プロジェクトとして、昭和学園としての学生

の健康診断データのデータベース化システムの構築を進めた。次に、「若年時の生活習慣と健康

寿命の関連を探る」ための基礎調査として、入学年次の学生に「若年成人女性における健康習慣

に関する調査」を行った。今回はこの調査に基づき 2020 年・2021 年の昭和女子大学の学生の健

康状態の現状について報告する。

２．研究の方法

「生涯を通じた健康に関わるデータベースの構築」プロジェクトについては、学園内の各部局と

の連携が必要になるため、まずは大学部門の教学支援センターと相談しながら、個人情報の取り

扱いや研究倫理との関係性も踏まえてデータの蓄積と管理を行うシステムを検討した。

「若年時の生活習慣と健康寿命の関連を探る」プロジェクトとして、その基礎調査である「若年成

人女性における健康習慣に関する調査」を、2020 年度・2021 年度新入学生対象の配布物として

配布し、健康診断時に受付横に回収 BOX を設置して回収した（回収 BOX はその後 1 カ月間、学

生ホールに設置した）。この健康調査票は、身心の状況・家庭環境・生活状況・食習慣・生活習慣・

月経の状況についての質問で構成される「生活習慣調査票」と、簡易型自記式食事歴法質問票

（BDHQ: brief-type self-administered diet history questionnaire, 佐々木 2004）による「食物摂取頻

度調査票」で構成されていた。研究の手法は昭和女子大学倫理審査委員会により承認され（19-59, 
20-47）、調査票に添付された同意書を回収時に同時に提出してもらった。 

３．研究の成果  

「生涯を通じた健康に関わるデータベースの構築」プロジェクトについては、実際にデータを取り

扱う研究者と、データベースの管理・蓄積は別の組織で行うべきと考えられる。そこで、大学部門の

教学支援センター研究支援課・業務部情報メディア課・総務部法務担当および研究倫理委員会と

連携した「昭和学園健康増進プロジェクト委員会」を設立し、データの蓄積と管理を行う方向で進

めている（概略は図 1）。 
「若年時の生活習慣と健康寿命の関連を探る」プロジェクトとしての健康調査票の回収は、2020

年度が半年後の回収になってしまったため 98 部（6.1%）、2021 年度は 283 部（18.8%）であった。

この要旨では、2020 年度の回収データから、体格に着目した結果の概略を報告する。 
まず、実際の体格から算出した BMI（体格指数: 体重 kg/（身長 m）2）は 20.2±1.9 であったのに

対して、各自の理想の体重を用いて理想の BMI を算出すると 19.0±1.3 となった。BMI は<18.5 が



「痩せ」、18.5～25.0 が「標準」、≥25.0 が「肥満」とされており、実際の BMI でも標準の範囲内で痩

せ側に寄り、理想のBMIはかなり痩せに近い状況であることがわかった。実際のBMI・理想のBMI
の分布を図 2 に示す。さらに、理想の BMI<18.5 と回答した「理想の BMI 痩せ群」37 名と、理想の

BMI≧18.5 と回答した「理想の BMI 普通群」51 名に分けて比較してみたところ、実際の体重と理

想の体重との差はそれぞれ-3.1±2.9kg, -3.7±3.4kg で、群間に有意差は認められなかった。すなわ

ち、実際の体重によらず3~4kg減を理想と考えていることがわかる。また全体として、「自己肯定感」

と「精神的健康度」には有意な正の相関関係があり、さらに自己肯定感が低い人ほど BMI が高く、

理想の体重と実際の体重の差が大きい（痩せ願望が強い）ことが示された。

さらに、生活習慣調査・食物摂取頻度調査票の結果と

合わせて解析し、2021 年度の回収データと合わせた結

果を報告する。

４．今後の課題と展望

「生涯を通じた健康に関わるデータベースの構築」プロジェクトについては、校種間でのデータ

の連結の方法などの課題が残る。一方で 2022 年 4 月に個人情報保護法の改正が施行され、組織

内でのデータ利用に「仮名加工情報」という概念が導入されることに合わせた対応が必要になる。

またデータの蓄積を開始した場合に学生に対して利益を還元する方策を検討する必要がある。

「若年時の生活習慣と健康寿命の関連を探る」 プロジェクトとしての健康調査票の回収につい

ては、新型コロナ感染拡大の時期が重なり回収率が低かった。今後、回収率を高める方策につい

ては検討の余地がある。その健康調査票の内容からは、現在の日本の女子大学生の痩せ傾向と

痩せ願望が明らかになった。さらに解析を進めることで、生活習慣や食習慣および栄養摂取状況

の詳細も明らかにすることができるであろう。そして今後の展望として最も重要なのは、例えば今回

の「若年成人女性における健康習慣に関する調査」として収集した生活習慣や食習慣のデータと、

データベースとして蓄積した基本的な健診データを、学生の将来の健康状態とリンクさせて活用す

ることである。卒業時に同意を得て、例えば卒後 5 年ごとに定期的に健康度測定や質問紙調査を

行うことで、「若年時の生活習慣」と将来にわたる女性特有の疾患や健康問題との関連を詳細に検

討することで、若年時からの疾病予防が可能になるであろう。この在学時に収集したデータをベー

スとして、卒後定期的に健康情報を収集する「昭和女子大学卒業生健康研究（Showa alumni
health study）」を立ち上げることを将来的な目標としている。

さらに、学内外との様々な連携を進め物的・人的な研究環境を整備することで、女性健康科学

研究所に所属する所員が、分子・細胞から社会までの様々な視点で女性の健康を捉えて「若年時

の生活習慣と健康寿命の関連を探る」研究に取り組み、女性が健康な状態を保って長く活動でき

る社会に貢献することに取り組んでいく。

図 1 データベースの構築のための組織図の概略 
図 2 女子大学生の実際の BMI
（上）と理想の BMI（下）  



「持続可能な社会を目指す－衣環境分野における課題解決－」 

環境デザイン学科 衣環境グループ 

報告者：石垣理子，下村久美子，小原奈津子 

1．「ICT 活用デザインシステムによる個対応衣服設計および評価」

1-1．目的 効率的で無駄がない ICT を活用した個対応衣服実現のため，未だ課題となっている

体型適合性の観点からの精度検証と問題点の抽出を従来のアナログ設計法との比較により行う． 

1-2．方法 手計測＆平面設計法とボディスキャン＆３DCAD を用いで設計した 2 種のパンツの体

型適合性について女子 10 名を被験者に着用実験を行い，衣服圧と官能評価等により検討する． 

1-3．成果 分散分析の結果，合計衣服圧と着用者のフィット感は設計手法の違いによる影響を受

け，デジタル設計のパンツは有意に圧が低く，ややゆるかった．動きやすさの感覚は設計法と動作

の種類の交互作用を受け，着用者による外観評価については有意な差はなかった． 

1-4．今後の課題と展望 ２D 展開時の形状とゆとり量に影響を及ぼすスキャン時の姿勢やウエスト

ラインの設定についてさらに検討を重ねる．今回の知見を学会へ発表および速報として投稿予定．

２．「水晶振動子法によるファインバブル水の評価法の検討」 

2-1．目的 衣類の洗浄分野でも注目されているファインバブル水だが,その作用の詳細は明らか

ではない. そこで, 水中での微量天秤である水晶振動子法で評価する方法を検討する. 

2-2．方法 水晶振動子の電極表面に, 脂肪汚れモデルの成分として, トリパルミチン, トリミリスチ

ン, パルミチン酸を塗布し,ファインバブル水の効果を水道水との振動数変化の差から検討する.

2-3．成果 金電極表面に塗布したモデル汚れに, バブルが吸着する過程と考えられる振動数の

減少と, 除去と考えられる振動数の上昇が認められた. しかし, 実用的な評価方法を確立するた

めの十分な知見は得られなかった.  

2-4．今後の課題と展望 水晶振動子法による実用的な評価方法を今後検討していきたい. 今回

の知見を,学会への口頭発表および速報として投稿予定である. 

３．「廃棄羊毛繊維から消臭材料への再資源化」 

3-１．目的 老人臭の悪臭成分である 2-trans-ノネナール(以下ノネナールと略)に対する消臭機能

を付与するために羊毛繊維の部分加水分解の最適条件の検討とその消臭機能への効果を評価

する． 

3-２．方法 未処理羊毛繊維を各種濃度の塩酸を用いて部分加水分解する．ノネナールに対する

消臭性の評価は繊維製品の性能試験法に準じて，ガスクロマトグラフィーを用いて評価する． 

3-３．成果 6N 塩酸中 50℃で 5 時間部分加水分解した羊毛繊維はノネナールに対して顕著な消

臭性能を示した．また，この消臭は部分加水分解により羊毛中に増加したアミノ基などの極性基と

ノネナールとの静電気的な結合により起こるものであることを明らかにした．

3-４．今後の課題と展望 さらに実用化に即した実験として部分加水分解を羊毛織物に適用して

その最適反応条件を検討する．今回の知見を学会への口頭発表および速報としての投稿の予定

である． 



 「女性の持つ課題への挑戦」 

－女性の視点からの地方再生と SDGｓ－ 

研究グループ：現代ビジネス研究所 

報告者： 八代尚宏 

大賀  暁 

重浩一郎 

笛木隆弘 

１．研究の目的  

（１）「SDGｓ×地方創生」の展開のために地域の現状を理解する

（２）「SDGｓ×地方創生」を持続可能なものにするために、次世代育成の可能性を探る

２．研究の方法  

2019 年度：①先行研究の把握 

②５地域を対象とした郵送法による地方女性対象のアンケート調査実施

③次世代育成のためのフィールドワーク

2020 年度：新型コロナウィルス感染症流行のため実施延期（3 月 5 日中間報告会発表） 

2021 年度：①Google Form を利用した、機縁法による地方女性対象のアンケート調査実施 

②地方自治体勤務の現代ビジネス研究所研究員と協働するプロジェクト研究

３．研究の成果  

（１）アンケート調査結果から見えてきたこと

① 地域課題とコミットメント、②情報収集方法、③キャリア

（２）各自治体での Best Practice 及び取り組み 

①岩手県の事例（モノづくりなでしこ iwate、いわて銀河プラザ応援女子会 anecco.）

②新潟県の事例（「新潟県女性のチャレンジサイト」、移住ガイドブック「にいがたじかん」）

③奈良県の事例（女性の正規就業率が低く、有配偶者の労働力率も全国最低水準、県外就業率

が全国一で、基本的に大阪・京都の経済活動に依存等）

４．今後の課題と展望 

一人当たり県民所得水準が低いほど、男女共同参画の遅れの指標としての県内の市町村議会

で女性議員がゼロの比率は高く，一人当たり県民所得水準が低いほど女性の雇用機会が少ない

ため起業家を目指すリスクも小さく、ハングリー精神の高い女性が多い可能性がある。 

地方の女性は、問題意識や不安感は強いながらも具体的な行動に移せていない状況がうかが

えることから、女性の具体的な「動き」につながるような取組が必要であると考える。また、様々な情

報媒体にアクセスしている傾向があることから、ＳＮＳ等で女性の共感を得やすい、グループ活動、

新しい働き方の紹介などの提案型の情報発信が有効ではないかと考えられる。 
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