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Event report

Talk Session: Let’s Talk about Pregnancy, 
Childbirth and Parenting on Campus! #7

Coordinators:  

Juliana BURITICA ALZATE (Assistant Professor, CGS)

Letizia GUARINI (Research Institute Assistant, CGS)

Natsumi IKOMA (Professor, CGS) 

On June 3rd, 2019 we gathered at the Center for Gender Studies (CGS) 

during lunch time to host the 7th sharing and discussion session: “Let’s Talk 

about Pregnancy, Childbirth, and Parenting on Campus!” This time we 

welcomed 14 participants, including Faculty members, students and external 

visitors. Among the participants there were students and professors who are 

parents themselves, general supporters, and even a participant who came with 

their baby. Hence, the need for a day care facility at the university spoke for 

itself. 

Some people had come to the previous talk sessions, and for some this was 

their first time joining, so at first, we explained the background and objective 

of this gathering. Pregnancy, childbirth, and raising children are often ignored 

within the university setting. It is quite difficult to access public childcare 

especially for graduate students and part-time lecturers, so when they study 

or work at institutions that do not offer this service they have to attend night 

programs or put a stop to their education and research activities. This gathering 

aims to rethink the connection between universities and pregnancy, childbirth 

and parenting, and challenge the socio-cultural pressure to parent as if we did 

not have a job, and/or work as if we did not have children. 

We talked about the efforts towards building a daycare facility on campus. 

Although a small progress regarding the childcare situation on campus was 



174 | Gender and Sexuality vol.15 

made, the provisional childcare service offered was extremely hard to access. 

Since few people could actually use it, the university reached the conclusion 

that there was not a real need for it. Such a conclusion clearly shows the 

university’s passive attitude towards this issue. Furthermore, our group’s 

activism has met with voices against the introduction of a daycare facility on 

campus: those voices often revolve around how it does not benefit everybody, 

or reproduce outdated ideas of a workplace without children, and pose an 

economic challenge. 

We also discussed about the history of the nursing room, and that there 

used to be a student support group that offered baby-sitting services on 

campus. While those initiatives are important, a regular childcare facility is 

needed, especially for students and professors  who are studying or researching 

and teaching while rearing children.

Our group brainstorm was concerned with what could or should be done 

to make ICU a better place for students, faculty and staff.  For example, we 

talked about drafting a pledge for a child-care facility via change.org; hosting 

university events open to people who will bring children; collaborating with 

the Himawari Mama volunteer group near Musashisakai; establishing a 

network of support on campus for when we bring children to work; designating 

a kids room when hosting academic conferences even though there may be a 

reduced number of users; suggesting to the Library to have a Kids corner. Yet, 

besides building a new facility or opening new spaces, or besides the spaces 

that we already have, like the nursing room, there is a need for a deep change 

of attitude to make the university a more friendly place for parents, especially 

towards students and part-time faculty. As expressed in previous reports of 

this event, CGS will continue its activism towards making ICU a university 

that supports its members with regards to pregnancy, childbirth and parenting. 
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第7回  
みんなで語ろう！大学での妊娠・出産・子育て

コーディネーター： 
ブリティカ・アルサテ・フリアナ（CGS助教）

グアリーニ・レティツィア（CGS助手）

生駒夏美（CGS教授）

2019年6月3日に座談会「第7回みんなで語ろう！大学での妊娠・出産・子育

て」がジェンダー研究センターで開催された。今回は教員、学生、また外部の訪

問者を含め、14人が出席した。その中に子育て当事者の学生、教員だけではな

く、支援してくださる方も参加し、子どもと一緒に出席した方もいた。大学での

託児所の必要性を如実に語る光景だった。

毎回出席してくださる方もいれば、今回初めて出席してくださった方もいたた

め、まずはこの運動の背景や目的を説明した。大学生活における妊娠・出産・子

育てはしばしば不可視化されている。これは特に公的な保育園の利用が厳しい大

学院生や非常勤教職員にとっては大問題であり、大学が保育を提供していない場

合は勉学や研究・教育活動が妨げられることもある。この座談会を通じて大学と

妊娠、出産及び子育てとの関連性を再考し、「仕事をもっていないかのように子

育てすること」あるいは「子どもをもっていないかのように仕事すること」とい

う社会的かつ文化的な圧力に立ち向かっていきたいと思っている。

また、今回の座談会では参加者にオンキャンパスの託児所を導入するための取

り組みや活動の背景なども共有することができた。託児施設をめぐる状況にわず

かな進展が見られたにもかかわらず、トライアルが非常に利用しにくい状態で行

われたため、利用者が少なく、その結果ニーズが少ないとされてしまった経緯が

ある。大学側の導入への消極的な姿勢が垣間見える。また、託児施設の導入を求

める私たちの運動に対して「子どもをもっている少数人にとってメリットがある

としても、大学で勉強あるいは仕事している全ての人にとって利益にならない」
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といった批判的な意見もあり、大学は子どもを連れていくような職場ではないと

いう時代遅れの考え方も未だに根強い。これまでは託児施設が叶わないなかで、

授乳室が設けられ、キャンパス内にベビーシッターサービスを提供する学生サ

ポートグループもいた時期もある。しかし、保育を必要する子育て当事者の学生

や教員にとっては、本格的な、恒常的利用が可能な託児施設の設置が必要不可欠

である。

なお、今回の座談会では、学生、教員、職員などにとって国際基督教大学をよ

り良い場所にするために、どんなことをすべきか、あるいはどんなことができる

かをブレーンストーミングで考えてみた。その中で、change.orgを通して託児

所の導入を求める嘆願書を出すこと、大学で子連れの方でも参加できるイベント

を開催すること、武蔵野地域の子育てを支援する「保育サービス ひまわりママ」

というボランティアグループと協力すること、仕事に子どもを連れていく必要が

ある方々のためのオンキャンパス支援ネットワークを作ること、利用者の数が少

なくても学会を開催する際にキッズスペースを設けること、図書館のキッズコー

ナーを作ることなど、様々な提案があった。

子どもをもっている方々、特に学生や非常勤スタッフにとって大学をより過ご

しやすい環境にするために、授乳室のようにすでに利用できるスペースを提供し

続けることや託児施設を導入すること以外にも、態度や考え方を根本から改める

必要がある。これまでにも書いてきたように、国際基督教大学を妊娠、出産、子

育てを支援する場所にするために、CGSでは活動を続けていきたい。


