教員・学生の皆さま
東京大学男女共同参画室及び工学系研究科学術戦略室のご協力のもと、私たち学生団体「Towards
Gender Equality at UTokyo」は、教員・学生を含む東大内のすべての研究者を対象に、
「研究キャリア構
築機会へのアクセス」および「研究とプライベートとの両立」のサポートを目的としたオンラインツー
ル構築に取り組んでいます。
たとえば、研究生活を送る中で、これら 2 つのいずれかで問題が発生した場合、このツールを活用す
ることによって、同様の課題に直面した人々の体験談を読んだり、
「メンター」や同僚の研究者から実
際にアドバイスを受け、意見を交換したりすることができます。さらに、大学で利用可能なサービスに
関する情報を提供します。このツールは、皆さまが抱えている（これから抱える可能性のある）問題に
対する解決策の発見に役立つことが期待されます。加えて、このツールが東京大学の多様性の可視化と
促進に貢献できると私たちは考えています。
ツールは、教員・学生を含む東大内のすべての研究者に公開される予定です。より良いツールを構築
するために、すべての人からの幅広い意見や要望を収集するため、本調査を実施しています。是非、以
下のフォームからご回答ください。よろしくお願いします。
● 目的：研究生活サポートオンラインツールの立ち上げに際して、東大内の研究者のニーズを把握す
る。
● 質問事項：
○ 研究生活を送るうえでどのような悩みがあるか
○ オンラインツールにどのような機能があれば役立つか
● 所要時間：約 9 分
● 回答期限：10 月 19 日(月)
● 回答 URL： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBC7AF8_cu-xYeyazG9nQLClqEhn4FZjczDm-EimjL8VUg/viewform?usp=sf_link
● 実施背景：
学生団体「Towards Gender Equality at UTokyo」は、異なる性別、出身、研究科の 5 人の大学院生か
ら成る団体です。昨年発足し、リーディング大学院 GSDM と東京大学男女共同参画室の協力を得なが
ら、学内の研究者に対するヒアリングを通じて、より多くの人にとって研究しやすい環境を実現するに
は何が必要かを調査してきました。その一つが、表題の研究生活サポートオンラインツールの構築でし
た。６月２７日に工学系研究科が主催したシンポジウムにてツール構築を提案し、学術戦略室の支援を
得ながら、現在はツールの具体的な機能の絞り込みを行っています。このツールは全学を対象としてお
り、皆さまからご意見やご要望を幅広く集めるため、アンケートを行うこととしました。是非皆さんに
ご協力頂けますと幸いです。

Dear students and faculty members,
With the cooperation of the University of Tokyo’s Office for Gender Equality and the Academic Strategy Office of
the School of Engineering, our student-led group "Towards Gender Equality at UTokyo" is building an online
platform with two objectives: to ensure all researchers at the university have access to fruitful research
development opportunities, and to promote an effective balance between research and private life.
For example, if you encounter difficulties in either of these two areas during your time at the University of Tokyo,
the planned online tool may help you to develop solutions by: reading the experiences of people who have faced
similar challenges, exchanging advice and experiences with mentors, and accessing information on available
resources at the university. We also believe that this platform will contribute to the visualisation and promotion of
diversity at the University of Tokyo.
The tool will be open to researchers throughout the university, including both students and faculty members, and
we are conducting this survey in order to collect a wide range of opinions and requests from everyone. We would
be grateful if you could cooperate with us.
Please use the form below to answer. Thank you.
● Purpose: Understand the needs of researchers in the University of Tokyo towards launch of online support tool
for research life
● Question categories:
○ What problems do you encounter in your research life?
○ What functions should be included in the online tool?
● Time required: about 9 minutes
● Response deadline: October 19 (Monday)
● Answer URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBC7AF8_cu-xYeyazG9-nQLClqEhn4FZjczDmEimjL8VUg/viewform?usp=sf_link
● Background:
The student group "Towards Gender Equality at UTokyo" consists of five graduate students of different
genders, origins, and graduate schools. Launched last year, with the cooperation of the GSDM program for leading
graduate schools and the Office for Gender Equality, our initiative has been investigating how to create an
environment which is supportive of research career development for all researchers within the UTokyo community.
One component of this initiative is the construction of an online support tool for research life. We proposed our tool
at the Post-Corona symposium hosted by the Graduate School of Engineering on June 27, and with the support of
the Academic Strategy Office, we are currently narrowing down the specific functions of the tool. We appreciate
your cooperation.

