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　社会学を専門にしている関係上、ジェン
ダー不均衡やワークライフバランスなどの
問題について、一通りの知識をもっているつ
もりであった。しかし実際に妻の妊娠、出産、
その後の育児となっていく各段階で、思いの
ほかの自身の「頭の硬さ」に気づかされた。ま
た双方の親に頼れず、妊娠期や出産後に妻の
体調不良が続く場合、男性の育児休職は、と
れたら「望ましい」ものなどではなく、必要不
可欠なものであることを、身をもって体験す
ることとなった。

　実は私も、妻の妊娠当初は、自分が育児休
職を取得せずとも、講義や会議の時間調整で
対応可能だと考えていた。また育児休職を取
得することに、どこか罪悪感を抱いてもい
た。プライベートを仕事より優先してはいけ
ない、などという「昭和男」の発想は縁遠いつ
もりだった。だが実際は、育児を私事と考え、
そのために周囲に仕事上の迷惑をかけてはいけない、という思いが頭
から離れなかった。とはいえ、いざ出産や育児に関わると、講義や会議
などの予定に合わせて動けるという考えが、いかに甘いものであった
かを痛感した。妊娠、出産や育児は、予定通りにいかないだけではなく、
むしろ妻や子供の状況によって自分の意志や計画が遮られ続ける中で
こなす仕事なのである。

　そのような状態の中で、実は（育児休職どころか）「産休」を男性がと
れないのは制度上の不備では
ないかとも感じられた。妊娠中
の経過が良好ではなく、妻に心
身両面のサポートが必要な時
期、自分も「産休」をとることが
できればどれだけ助かるだろ
うと思うことも多かったのだ。
さらに出産時にもトラブルが
あり、１週間ほど自分も病院に
泊まり込み、妻と娘にはりつく
ことになったが、出産予定日が
夏期休業期間であったことが
幸いしてなんとか対応できた。
しかし、これが授業期間のただ
中であった場合、対応不可能で▲ 初めての授乳：なんとも手慣れない

　 おぼつかない様子

早稲田キャンパス
TEL：03-5286-9871　FAX：03-5286-1429
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ワークライフバランス挑戦中！⑭

割り切れない気持ちと喜び 文学学術院准教授　田辺 俊介

▲ 最近の授乳：出先でも（お互い）力を抜いてできるように

■ 略　　歴  ：  東京都立大学人文学部卒。東京都立大学にて社会学修士、同大社会学博士号
を取得。学術振興会特別研究員（PD）、2007年東京大学社会科学研究所助教、
2009年同准教授を経て、2013年より現職。

■ 専門領域  ：  社会学（経験社会学、社会意識、社会調査方法論）
■ 家族構成  ：  妻と娘1人の3人家族
■ 育児休職  ：  2015年9月～2016年3月
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早稲田大学におけるダイバーシティ推進
‒男女共同参画の推進からダイバーシティの推進へ‒
2016年7月1日、男女共同参画推進室を発展的に改組し、早稲田大学ダイバーシティ推進室を開設いたしました。
本学におけるダイバーシティ推進についてお話しをいただきました。

矢口　このたび、男女共同参画推進室長の役職を引き継ぎ、ダイバー
シティ推進室長として指名を受けました。早稲田大学では創立125年
をむかえた2007年、教育・研究活動や学術・研究分野における男女
共同参画の促進、誰もが能力を発揮できる環境の整備などが宣言され
ました。そして、2012年、「Waseda Vision 150」が策定され、
2032年に向けた核心戦略の中に「男女共同参画」「ダイバーシティ」
が盛り込まれました。この流れを受け「ダイバーシティ推進室」が始動
しました。
鎌田　早稲田大学は、創立以来、全国各地の志ある学生を広く受け入
れるだけでなく、早くからアジアの留学生や女子学生にも門戸を開い
てきました。このように多様な人たちが集い切磋琢磨するなかで育ま
れてきた早稲田の学風と文化をさらに発展すべく、「Waseda Vision 
150 」では多様性の尊重と推進が謳われています。多様な知を組織
するためには新たな視点と思考の導入が不可欠であり、このために教
育・研究・大学運営への女性や外国人の参画を求め、また年齢、性別、
専門、地域などを超えた、目的を共有する人々からなる新たなコミュニ
ティの形成が必要であると考えています。
畑　本学ではこれまで「ダイバーシティ推進」それ自体を目標に掲げる
ことはありませんでしたが、学内のさまざまな箇所で個別に地道な取り
組みがなされてきました。矢口室長の言葉にもありましたように、男女
共同参画は2007年以来、同推進室を中心に活動が続けられてきまし
たし、Waseda Vision 150では2032年の学生・教職員における女
性・外国人比率の数値目標が示されています。学生部には障がい学生
支援室や国際コミュニティセンターが開設され、学生たちからのLGBT
学生センター設置の提案は実現に向けた検討がされています。これら
はすべて、「ダイバーシティの推進」に収斂するものであり、特定の属
性によって差別されることなく、全構成員がその能力を十全に発揮す
ることによって新たな知を創出し、学内だけでなく社会全体の多様な生
の共存に貢献することに繋がります。

鎌田　今日、「ダイバーシティ」は、性別、国籍、エスニシティなどだけ
にとどまらず、さまざまな少数者への配慮をも含む概念になっていま
す。その推進のためには、異なるものに対する寛容さがあればよいと
いうわけでなく、参画の機会とその利益の平等な享受を保障していか
ねばなりません。大学は理念を率先して実践し、よき社会の実現のた
めに提言していく使命を担っています。
畑　そのために私たちに求められるのは、その意義を理解し、日常
生活のなかで問題を見つけ解決していく姿勢を養うことであると思
います。
矢口　多様な人々が集うことが早稲田大学の特色であり、お互いの個
性を認め合って成長していける空間がこの大学の魅力であると思いま
す。本学がダイバーシティ推進を掲げる意味を確認し、また、多くのみ
なさんのご意見を頂きながらこの課題に取り組んでいきたい、と考え
ています。

本学のダイバーシティ推進への取り組みに、大学構成員・関係の皆様
のご理解とご協力をお願い申し上げます。

▲中央：鎌田 薫総長、左：畑 惠子理事、右：矢口 徹也室長

あったと想像される。

　そのように自身の経験を思い起こしてみ
ると、男性が育児休職を取らずに済んでいる
場合、妊娠・出産時の経過の良好さに加え、妻
側の過重負担を前提とした上で、頼りになる
身近なサポート手段の存在も必須であると
思われる。しかし、そうした状況が許されな
い人は社会において決して少数ではないだ
ろう。さらにはいわゆる「保活」での苦戦も経
験し、これでは日本社会の少子化が進むわけ
だ、と身をもって実感する日々であった。

　また男性の育児休職は、あくまで育児の
「補助」程度に考えられている、と感じるこ
とも多かった。しかし私の場合、先述のよう
に妻の出産時のトラブルなどもあり、私自
身が「主たる育児者」として頑張ることが必
要な状態であった。そのため子供が生まれ
てから３ヶ月目ぐらいまでは、３時間おき

のミルク授乳で睡眠不足が続き、「連続して３時間寝るのが一番の夢」
という状況であった。しかし笑えない笑い話として、この「ワークライ
フバランス挑戦中！」という本記事の執筆依頼は、最初はまさにその
時期に頂いたのである（その時は「とても無理です」とお断りし、育児
休職終了後の現在執筆させて頂いている）。他にも研究職の場合、育児
休職を取得して大学の業務を休んでいても、各種学会業務や科研費な
ど外部資金による研究課題、はては社会貢献の類いは「休職」にならな
いことが多い。育児休職を理由に「これ以上周囲に迷惑をかけてはい
けない、かけたくない」という気持ちと、これが女性の育児休職の場合
でも同じようなことを求められるのだろうかという気持ちで、悶々と
することも少なくなかった。

　ここまで育児休職中に感じたマイナス面の話ばかりを書いてきた
が、もちろんその期間に得たものも非常に大きかった。日々変わって
いく子供の成長を見ることができたこと、そしてそうした日々の些細
なことを含めた時間と記憶を妻と共有できたことは、今後の人生や家
族関係におけるかけがえのない財産となったのではないかと思って
いる。

ダイバーシティ推進室事務所

URL：http://www.wasea.jp/inst/diversity/
オフィシャルウェブサイト
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ダイバーシティ推進室は大隈会館2階に開設いたし
ました。また、西早稲田キャンパス「ワークライフバ
ランス・サポートセンター」は、「ダイバーシティ推進
室分室」へと生まれ変わり、従来の「授乳・搾乳室」
の機能に加え、交流スペース等としてご利用いただ
けることになりました。両立支援のための各施設に
ついて詳細は、ウェブサイトよりご案内しています。 ▲ ダイバーシティ推進室（大隈会館2階）



主催：男女共同参画推進室
共催：理工学術院　　後援：キャリアセンター

大竹 真由 氏　 
国際石油開発帝石株式会社 技術本部技術基盤ユニット 
教育研修グループマネージャー

大木 理恵子 氏　　
国立がん研究センター研究所 希少がん研究分野 
主任研究員 早稲田大学理工学術院客員准教授

「ワークとライフ、自分にいちばん良いバランス」
Rikoh ティータイムシンポジウム ～ワセダで輝く・ワセダから輝く、アナタの未来～第2回

所　 千晴 氏　　
理工学術院教授

　少子高齢化、多文化共生などといった社会的背景から、社会のかたちもそれに合
わせて変化していかなければならず、近年は企業においても「人材活用」「リスクヘッ
ジと機会損失の回避」「新たな価値の創出」といった視点からダイバーシティ推進に
取り組んでいます。多様な個を「理解」し、その個と「つながり」、その個に「応える」
チカラとして「Diversability（diverse＋ability）」（造語）の重要性を認識する企業（講
師の勤務先）における取り組み、また、自身のマイノリティとしての側面をいかにして
強みに変えたかとの体験談に、学生・教職員・一般聴講者が耳を傾けました。
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※本学の女性活躍に関する情報について、ダイバーシティ推進室ウェブサイトにて公表しています。

女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画

　　　

主催：
共催：
後援：

講 師
（アドバイザー）

司会進行

寺田 和弘氏　 
駐日デンマーク王国大使館
上席政治経済担当官

ダイバーシティ推進室
EUIJ早稲田　
デンマーク大使館・
国際コミュニティセンター（ICC）　

2016年7月8日（金）

 WSCメンバーズ基金寄附講座「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ」

「企業における女性の活躍推進とダイバーシティ」

　
　　　
主催：
後援：

阿佐見 綾香氏　 
株式会社電通 ビジネス・クリエーション・センター 未来創造第１グループ
グローバルエデュケーションセンター・男女共同参画推進室
学生生活課・キャリアセンター・障がい学生支援室　

2016年6月17日（金）

早稲田大学は、本学におけるダイバーシティをより一層推進するために
「ダイバーシティ推進室」　  （英語名称：Office for Promotion of Equality and Diversity）を開設しました

　ダイバーシティという言葉が広く
知られるようになった昨今、急速に
人々の生き方が変化しているこの社
会の中で「マイノリティであることを
強みにする生き方」を選ばれた講師
の方のお話は実に魅力的でした。彼
女は耳が不自由で満足に音が聞こ
えないことに屈することなく、むし

ろマイノリティであることを強みにしてビジネスの第一線で活躍されています。そ
してそこには仕事に対する彼女の前向きな考え方と独自の発想があったのだと公
開講座を通して知ることができました。

　耳は人より聞こえないけれど、考える能力が重視される仕事なら闘っていける
のではないか。彼女はそう考えて就職活動をされたそうです。また例えば耳で音
が満足に聞こえないならば、音が聞き取りやすい環境を生み出せば良いというプ
ロジェクトを発想し、それを今はビジネスの最前線で実行に移されているのです。
　私はこれまで自分に「ないもの」に目を向けてそれを得るために努力すること
で成長しようとしてきましたが、その前にまず今の自分に「あるもの」をしっかり
と見つめた上で自分の将来を考えていくべきなのではないかとこの公開講座を
通して強く感じました。物事の見方を変えることで自分らしい生き方を模索し、
日々を充実させていくことこそ、これからの時代を生き抜く術なのだと思います。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文学部3年　HA
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　第2回Rikohティータイムシンポジウムでは、新入社員採用の本音や企業で長
く勤める秘訣、一流の研究者になりたいという強い気持ちを持とうというメッセー
ジや女性研究者を雇う側の課題など、実体験に基づく先輩方の話に、48名の参
加者が耳を傾けました。講師と直接話すことができたプログラムへの満足度は
高く、「働くうえで気になっていたこと、悩んでいたことに対して具体的なアドバイ
スを得ることができてよかった」などの感想が寄せられました。

　デンマークの子育て・教育・医療・介護・年金・税と社会保険等の制度紹介、「GOOD 
WORK LIFE BALANCE」・「GENDER EQUALITY」・「SOCIAL INCLUSION」の各テーマに
関わる歴史と現在、日本との比較、また、世界ではじめて事実上の同性婚を認めた国ならではの
幼少期からのLGBT教育の実態が語られました。働くことにおいては、充実した制度から出産・
育児で仕事をやめることがない社会であること、また、企業にとって解雇が容易であり平均4年
に一度は転職するようなフレキシブルな環境（FLEXIBILITY）と、失業手当制度や就職のための
教育訓練が充実した環境（SECURITY）をかけ合わせた「FLEXICURITY」の言葉の紹介を交え、
最もビジネスがしやすい国（フォーブス、2015年、2016年）であることについても触れられまし
た。教育においては、自分の力で生活するという意識が持てるように、子どもの頃から自ら考え
る習慣を身につけていることが強調されました。「なぜデンマークが世界一幸福な国になったの
かについて、今日の講演内容から皆さん自らの意思で感じ取ってほしい」と語る講師の言葉か
ら、多様な視点から自ら考えることの重要さについて参加者が再認識する講演会となりました。

　早稲田大学は真のグローバル大学として発展するため、
男女共同参画の推進と多様性を尊重し、教育・研究・就労
の場において女性が最大限に力を発揮できる環境整備を
目指し、次のような行動計画を策定いたしました。

　現在、本学は「Waseda Vision 150」においてダイバーシティを推
進し、教育研究の場にさまざまな視点と思考を導入し、時代を先導する
新たな知を結集することを目指しています。ダイバーシティは、一般社
会の中でも尊重されるべき重要な理念となっており、本学の取り組みを
より一層社会に対して発信していくことが重要と考えています。ダイ
バーシティ推進室では、ダイバーシティを多角的に捉えることで、これま
での男女共同参画推進を継続しつつ、その活動範囲を障がい者および
セクシュアル・マイノリティ支援まで広げ活動してまいります。

■ 組織・体制図/職務

■ メンバー
2017年10月20日までの任期　氏名は50音順 ◎委員長 ○副委員長 ◇部会長

１．計画期間
2016年4月１日から2021年3月31日までの5年間

2． 本学の課題
1． 任期の定めのない教員の
　 採用者数における女性比率の向上
2． 職員管理職における女性比率の向上

2016年4月～ 教員採用を担う学術院・附属校ごとに、数値目標（採用人数）を設定する。

2016年6月～ 学術院・附属校が設定した数値目標を全学的にとりまとめ、
以後の計画期間中においてPDCAサイクルにより目標達成をめざす。

2016年度～
2020年度

● 女性教員採用に関するポジティブ・アクションを全学的に検討する。
● 各年度の達成状況について、外部へ公表する。

任期の定めのない教員採用者における
女性採用比率について、2020年度までの平均を20%以上とする。目標１

2016年4月～
毎年度

● 「ダイバーシティと女性職員の一層の活躍を実現するための研修プログラム」を実施する。
● 管理職層の女性登用に対する意識改革を目的としたセミナーや講演会を実施する。
● 主任の女性比率を前年度比以上とし、職場のリーダーとなる経験を積む女性の人数を増やす。

2020年度における女性職員管理職比率を15%以上とする。目標2

※国連世界幸福度報告書2016

男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会

「なぜデンマークは世界一幸福な国※になったのか」
～同性パートナーシップを世界で初めて認めた社会～

3． 目標と取組内容

公開
講座

ダイバーシティ推進委員会
委員　浅倉むつ子（法学学術院教授）・石山敦士（研究推進担当理事/理工学術院教
授）・上野佳輝（研究企画課長）・大谷俊昭（教務課長）・岡部耕典（文学学術院教授）・
○小高京子（高等学院事務長）・木村和夫（人事部長）・齊藤泰治（学生部長/政治経済
学術院教授）・佐藤正志（教務担当理事/政治経済学術院教授）・島田陽一（副総長・法
人統括担当常任理事/法学学術院教授）・棚村政行（法学学術院教授）・○所千晴（理工
学術院教授）・根本進（総務部長）・畑惠子（ダイバーシティ推進担当理事/社会科学総
合学術院教授）・古谷修一（教務部長/法学学術院教授）・松尾亜弓（環境保全センター
事務長）・松嶋敏泰（研究推進部長/理工学術院教授）・村田晶子（文学学術院教授）・
◎矢口徹也（教育・総合科学学術院教授）・弓削尚子（法学学術院教授）

教育研修部会
部会委員　宇羽野聡（法学学術院職員）・大久保裕子（障がい学生支援室課長）・田中
丸明日香（教育システム課職員）・野原佳名子（文学学術院学務担当課長）・矢口徹也（教
育・総合科学学術院教授）・◇弓削尚子（法学学術院教授）・和氣一成（教育・総合科学
学術院准教授）

ダイバーシティ推進に関連する本学における授業、教職員に対する研修に関する事項

制度環境部会
部会委員　浅倉むつ子（法学学術院教授）・岡部耕典（文学学術院教授）・川島いづみ
（社会科学総合学術院教授）・坂倉みどり（理工センター事務部教学支援課長）・棚村政
行（法学学術院教授）・福田秀彦（研究院調査役）・布施直人（学生生活課職員）・◇村
田晶子（文学学術院教授）

ダイバーシティ推進に関連する本学における教育、研究、就労等に係る
制度および環境の整備改善等に関する事項

広報調査部会
部会委員　石田京子（法学学術院准教授＜国際渉外担当＞）・◇小高京子（高等学院
事務長）・尾内一美（国際コミュニティセンター課長）・草柳千早（文学学術院教授）・小
西麻知子（図書館総務課職員）・末松大（アジア太平洋研究センター職員）・山内暁（商
学学術院教授）・余語琢磨（人間科学学術院准教授）・ローリー・ゲイ（法学学術院教授
＜国際渉外担当＞）

ダイバーシティ推進に関連する学内外への広報啓発および
国内外の情報収集、調査等に関する事項

サポート部会
部会委員　岡本俊郎（学生生活課職員）・田口素子（スポーツ科学学術院教授）・所千
晴（理工学術院教授）・内藤順子（理工学術院准教授）・布目有紀（所沢総合事務センター
職員）・橋田朋子（理工学術院准教授）・福川康之（文学学術院教授）・細井肇（理工セン
ター技術部技術企画総務課長）・◇松尾亜弓（環境保全センター事務長）

ダイバーシティ推進に関連するサポート施設の管理・運営、
支援業務、交流業務等に関する事項

総長・理事会

ダイバーシティ推進委員会

ダイバーシティ推進室

指示・建議

教育研修部会
制度環境部会
広報調査部会
サポート部会

付議・報告
学術院長会等

委
員
会
事
務
局

① 男女共同参画推進に係る施策の企画に関する事項
② 障がい者支援に係る施策の企画に関する事項
③ セクシュアル・マイノリティ支援に係る施策の企画に関する事項
④ その他、ダイバーシティ推進に関する事項

委員長（推進室長）

受講者の声

2016年7月8日、ダイバーシティ推進室としてはじめての講演会を、デンマーク大使館後援のもと開催いたしました。
早稲田大学のダイバーシティ推進、ダイバーシティを尊重する視点の重要性を皆で考える記念の講演会となりました。

講師

講師

2016年5月26日（木）

▲ 大竹 真由氏▲ 所 千晴教授

▲ 寺田 和弘氏

▲ 阿佐見 綾香氏

▲ 大木 理恵子氏



主催：男女共同参画推進室
共催：理工学術院　　後援：キャリアセンター

大竹 真由 氏　 
国際石油開発帝石株式会社 技術本部技術基盤ユニット 
教育研修グループマネージャー

大木 理恵子 氏　　
国立がん研究センター研究所 希少がん研究分野 
主任研究員 早稲田大学理工学術院客員准教授

「ワークとライフ、自分にいちばん良いバランス」
Rikoh ティータイムシンポジウム ～ワセダで輝く・ワセダから輝く、アナタの未来～第2回

所　 千晴 氏　　
理工学術院教授

　少子高齢化、多文化共生などといった社会的背景から、社会のかたちもそれに合
わせて変化していかなければならず、近年は企業においても「人材活用」「リスクヘッ
ジと機会損失の回避」「新たな価値の創出」といった視点からダイバーシティ推進に
取り組んでいます。多様な個を「理解」し、その個と「つながり」、その個に「応える」
チカラとして「Diversability（diverse＋ability）」（造語）の重要性を認識する企業（講
師の勤務先）における取り組み、また、自身のマイノリティとしての側面をいかにして
強みに変えたかとの体験談に、学生・教職員・一般聴講者が耳を傾けました。
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※本学の女性活躍に関する情報について、ダイバーシティ推進室ウェブサイトにて公表しています。

女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画

　　　

主催：
共催：
後援：

講 師
（アドバイザー）

司会進行

寺田 和弘氏　 
駐日デンマーク王国大使館
上席政治経済担当官

ダイバーシティ推進室
EUIJ早稲田　
デンマーク大使館・
国際コミュニティセンター（ICC）　

2016年7月8日（金）

 WSCメンバーズ基金寄附講座「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ」

「企業における女性の活躍推進とダイバーシティ」

　
　　　
主催：
後援：

阿佐見 綾香氏　 
株式会社電通 ビジネス・クリエーション・センター 未来創造第１グループ
グローバルエデュケーションセンター・男女共同参画推進室
学生生活課・キャリアセンター・障がい学生支援室　

2016年6月17日（金）

早稲田大学は、本学におけるダイバーシティをより一層推進するために
「ダイバーシティ推進室」　  （英語名称：Office for Promotion of Equality and Diversity）を開設しました

　ダイバーシティという言葉が広く
知られるようになった昨今、急速に
人々の生き方が変化しているこの社
会の中で「マイノリティであることを
強みにする生き方」を選ばれた講師
の方のお話は実に魅力的でした。彼
女は耳が不自由で満足に音が聞こ
えないことに屈することなく、むし

ろマイノリティであることを強みにしてビジネスの第一線で活躍されています。そ
してそこには仕事に対する彼女の前向きな考え方と独自の発想があったのだと公
開講座を通して知ることができました。

　耳は人より聞こえないけれど、考える能力が重視される仕事なら闘っていける
のではないか。彼女はそう考えて就職活動をされたそうです。また例えば耳で音
が満足に聞こえないならば、音が聞き取りやすい環境を生み出せば良いというプ
ロジェクトを発想し、それを今はビジネスの最前線で実行に移されているのです。
　私はこれまで自分に「ないもの」に目を向けてそれを得るために努力すること
で成長しようとしてきましたが、その前にまず今の自分に「あるもの」をしっかり
と見つめた上で自分の将来を考えていくべきなのではないかとこの公開講座を
通して強く感じました。物事の見方を変えることで自分らしい生き方を模索し、
日々を充実させていくことこそ、これからの時代を生き抜く術なのだと思います。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文学部3年　HA
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　第2回Rikohティータイムシンポジウムでは、新入社員採用の本音や企業で長
く勤める秘訣、一流の研究者になりたいという強い気持ちを持とうというメッセー
ジや女性研究者を雇う側の課題など、実体験に基づく先輩方の話に、48名の参
加者が耳を傾けました。講師と直接話すことができたプログラムへの満足度は
高く、「働くうえで気になっていたこと、悩んでいたことに対して具体的なアドバイ
スを得ることができてよかった」などの感想が寄せられました。

　デンマークの子育て・教育・医療・介護・年金・税と社会保険等の制度紹介、「GOOD 
WORK LIFE BALANCE」・「GENDER EQUALITY」・「SOCIAL INCLUSION」の各テーマに
関わる歴史と現在、日本との比較、また、世界ではじめて事実上の同性婚を認めた国ならではの
幼少期からのLGBT教育の実態が語られました。働くことにおいては、充実した制度から出産・
育児で仕事をやめることがない社会であること、また、企業にとって解雇が容易であり平均4年
に一度は転職するようなフレキシブルな環境（FLEXIBILITY）と、失業手当制度や就職のための
教育訓練が充実した環境（SECURITY）をかけ合わせた「FLEXICURITY」の言葉の紹介を交え、
最もビジネスがしやすい国（フォーブス、2015年、2016年）であることについても触れられまし
た。教育においては、自分の力で生活するという意識が持てるように、子どもの頃から自ら考え
る習慣を身につけていることが強調されました。「なぜデンマークが世界一幸福な国になったの
かについて、今日の講演内容から皆さん自らの意思で感じ取ってほしい」と語る講師の言葉か
ら、多様な視点から自ら考えることの重要さについて参加者が再認識する講演会となりました。

　早稲田大学は真のグローバル大学として発展するため、
男女共同参画の推進と多様性を尊重し、教育・研究・就労
の場において女性が最大限に力を発揮できる環境整備を
目指し、次のような行動計画を策定いたしました。

　現在、本学は「Waseda Vision 150」においてダイバーシティを推
進し、教育研究の場にさまざまな視点と思考を導入し、時代を先導する
新たな知を結集することを目指しています。ダイバーシティは、一般社
会の中でも尊重されるべき重要な理念となっており、本学の取り組みを
より一層社会に対して発信していくことが重要と考えています。ダイ
バーシティ推進室では、ダイバーシティを多角的に捉えることで、これま
での男女共同参画推進を継続しつつ、その活動範囲を障がい者および
セクシュアル・マイノリティ支援まで広げ活動してまいります。

■ 組織・体制図/職務

■ メンバー
2017年10月20日までの任期　氏名は50音順 ◎委員長 ○副委員長 ◇部会長

１．計画期間
2016年4月１日から2021年3月31日までの5年間

2． 本学の課題
1． 任期の定めのない教員の
　 採用者数における女性比率の向上
2． 職員管理職における女性比率の向上

2016年4月～ 教員採用を担う学術院・附属校ごとに、数値目標（採用人数）を設定する。

2016年6月～ 学術院・附属校が設定した数値目標を全学的にとりまとめ、
以後の計画期間中においてPDCAサイクルにより目標達成をめざす。

2016年度～
2020年度

● 女性教員採用に関するポジティブ・アクションを全学的に検討する。
● 各年度の達成状況について、外部へ公表する。

任期の定めのない教員採用者における
女性採用比率について、2020年度までの平均を20%以上とする。目標１

2016年4月～
毎年度

● 「ダイバーシティと女性職員の一層の活躍を実現するための研修プログラム」を実施する。
● 管理職層の女性登用に対する意識改革を目的としたセミナーや講演会を実施する。
● 主任の女性比率を前年度比以上とし、職場のリーダーとなる経験を積む女性の人数を増やす。

2020年度における女性職員管理職比率を15%以上とする。目標2
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～同性パートナーシップを世界で初めて認めた社会～

3． 目標と取組内容

公開
講座

ダイバーシティ推進委員会
委員　浅倉むつ子（法学学術院教授）・石山敦士（研究推進担当理事/理工学術院教
授）・上野佳輝（研究企画課長）・大谷俊昭（教務課長）・岡部耕典（文学学術院教授）・
○小高京子（高等学院事務長）・木村和夫（人事部長）・齊藤泰治（学生部長/政治経済
学術院教授）・佐藤正志（教務担当理事/政治経済学術院教授）・島田陽一（副総長・法
人統括担当常任理事/法学学術院教授）・棚村政行（法学学術院教授）・○所千晴（理工
学術院教授）・根本進（総務部長）・畑惠子（ダイバーシティ推進担当理事/社会科学総
合学術院教授）・古谷修一（教務部長/法学学術院教授）・松尾亜弓（環境保全センター
事務長）・松嶋敏泰（研究推進部長/理工学術院教授）・村田晶子（文学学術院教授）・
◎矢口徹也（教育・総合科学学術院教授）・弓削尚子（法学学術院教授）

教育研修部会
部会委員　宇羽野聡（法学学術院職員）・大久保裕子（障がい学生支援室課長）・田中
丸明日香（教育システム課職員）・野原佳名子（文学学術院学務担当課長）・矢口徹也（教
育・総合科学学術院教授）・◇弓削尚子（法学学術院教授）・和氣一成（教育・総合科学
学術院准教授）

ダイバーシティ推進に関連する本学における授業、教職員に対する研修に関する事項

制度環境部会
部会委員　浅倉むつ子（法学学術院教授）・岡部耕典（文学学術院教授）・川島いづみ
（社会科学総合学術院教授）・坂倉みどり（理工センター事務部教学支援課長）・棚村政
行（法学学術院教授）・福田秀彦（研究院調査役）・布施直人（学生生活課職員）・◇村
田晶子（文学学術院教授）

ダイバーシティ推進に関連する本学における教育、研究、就労等に係る
制度および環境の整備改善等に関する事項

広報調査部会
部会委員　石田京子（法学学術院准教授＜国際渉外担当＞）・◇小高京子（高等学院
事務長）・尾内一美（国際コミュニティセンター課長）・草柳千早（文学学術院教授）・小
西麻知子（図書館総務課職員）・末松大（アジア太平洋研究センター職員）・山内暁（商
学学術院教授）・余語琢磨（人間科学学術院准教授）・ローリー・ゲイ（法学学術院教授
＜国際渉外担当＞）

ダイバーシティ推進に関連する学内外への広報啓発および
国内外の情報収集、調査等に関する事項

サポート部会
部会委員　岡本俊郎（学生生活課職員）・田口素子（スポーツ科学学術院教授）・所千
晴（理工学術院教授）・内藤順子（理工学術院准教授）・布目有紀（所沢総合事務センター
職員）・橋田朋子（理工学術院准教授）・福川康之（文学学術院教授）・細井肇（理工セン
ター技術部技術企画総務課長）・◇松尾亜弓（環境保全センター事務長）

ダイバーシティ推進に関連するサポート施設の管理・運営、
支援業務、交流業務等に関する事項

総長・理事会

ダイバーシティ推進委員会

ダイバーシティ推進室

指示・建議

教育研修部会
制度環境部会
広報調査部会
サポート部会

付議・報告
学術院長会等

委
員
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① 男女共同参画推進に係る施策の企画に関する事項
② 障がい者支援に係る施策の企画に関する事項
③ セクシュアル・マイノリティ支援に係る施策の企画に関する事項
④ その他、ダイバーシティ推進に関する事項

委員長（推進室長）

受講者の声

2016年7月8日、ダイバーシティ推進室としてはじめての講演会を、デンマーク大使館後援のもと開催いたしました。
早稲田大学のダイバーシティ推進、ダイバーシティを尊重する視点の重要性を皆で考える記念の講演会となりました。

講師

講師

2016年5月26日（木）

▲ 大竹 真由氏▲ 所 千晴教授

▲ 寺田 和弘氏

▲ 阿佐見 綾香氏

▲ 大木 理恵子氏
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　社会学を専門にしている関係上、ジェン
ダー不均衡やワークライフバランスなどの
問題について、一通りの知識をもっているつ
もりであった。しかし実際に妻の妊娠、出産、
その後の育児となっていく各段階で、思いの
ほかの自身の「頭の硬さ」に気づかされた。ま
た双方の親に頼れず、妊娠期や出産後に妻の
体調不良が続く場合、男性の育児休職は、と
れたら「望ましい」ものなどではなく、必要不
可欠なものであることを、身をもって体験す
ることとなった。

　実は私も、妻の妊娠当初は、自分が育児休
職を取得せずとも、講義や会議の時間調整で
対応可能だと考えていた。また育児休職を取
得することに、どこか罪悪感を抱いてもい
た。プライベートを仕事より優先してはいけ
ない、などという「昭和男」の発想は縁遠いつ
もりだった。だが実際は、育児を私事と考え、
そのために周囲に仕事上の迷惑をかけてはいけない、という思いが頭
から離れなかった。とはいえ、いざ出産や育児に関わると、講義や会議
などの予定に合わせて動けるという考えが、いかに甘いものであった
かを痛感した。妊娠、出産や育児は、予定通りにいかないだけではなく、
むしろ妻や子供の状況によって自分の意志や計画が遮られ続ける中で
こなす仕事なのである。

　そのような状態の中で、実は（育児休職どころか）「産休」を男性がと
れないのは制度上の不備では
ないかとも感じられた。妊娠中
の経過が良好ではなく、妻に心
身両面のサポートが必要な時
期、自分も「産休」をとることが
できればどれだけ助かるだろ
うと思うことも多かったのだ。
さらに出産時にもトラブルが
あり、１週間ほど自分も病院に
泊まり込み、妻と娘にはりつく
ことになったが、出産予定日が
夏期休業期間であったことが
幸いしてなんとか対応できた。
しかし、これが授業期間のただ
中であった場合、対応不可能で▲ 初めての授乳：なんとも手慣れない

　 おぼつかない様子

早稲田キャンパス
TEL：03-5286-9871　FAX：03-5286-1429
e-mail：diversity@list.waseda.jp

ワークライフバランス挑戦中！⑭

割り切れない気持ちと喜び 文学学術院准教授　田辺 俊介

▲ 最近の授乳：出先でも（お互い）力を抜いてできるように

■ 略　　歴  ：  東京都立大学人文学部卒。東京都立大学にて社会学修士、同大社会学博士号
を取得。学術振興会特別研究員（PD）、2007年東京大学社会科学研究所助教、
2009年同准教授を経て、2013年より現職。

■ 専門領域  ：  社会学（経験社会学、社会意識、社会調査方法論）
■ 家族構成  ：  妻と娘1人の3人家族
■ 育児休職  ：  2015年9月～2016年3月
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早稲田大学におけるダイバーシティ推進
‒男女共同参画の推進からダイバーシティの推進へ‒
2016年7月1日、男女共同参画推進室を発展的に改組し、早稲田大学ダイバーシティ推進室を開設いたしました。
本学におけるダイバーシティ推進についてお話しをいただきました。

矢口　このたび、男女共同参画推進室長の役職を引き継ぎ、ダイバー
シティ推進室長として指名を受けました。早稲田大学では創立125年
をむかえた2007年、教育・研究活動や学術・研究分野における男女
共同参画の促進、誰もが能力を発揮できる環境の整備などが宣言され
ました。そして、2012年、「Waseda Vision 150」が策定され、
2032年に向けた核心戦略の中に「男女共同参画」「ダイバーシティ」
が盛り込まれました。この流れを受け「ダイバーシティ推進室」が始動
しました。
鎌田　早稲田大学は、創立以来、全国各地の志ある学生を広く受け入
れるだけでなく、早くからアジアの留学生や女子学生にも門戸を開い
てきました。このように多様な人たちが集い切磋琢磨するなかで育ま
れてきた早稲田の学風と文化をさらに発展すべく、「Waseda Vision 
150 」では多様性の尊重と推進が謳われています。多様な知を組織
するためには新たな視点と思考の導入が不可欠であり、このために教
育・研究・大学運営への女性や外国人の参画を求め、また年齢、性別、
専門、地域などを超えた、目的を共有する人々からなる新たなコミュニ
ティの形成が必要であると考えています。
畑　本学ではこれまで「ダイバーシティ推進」それ自体を目標に掲げる
ことはありませんでしたが、学内のさまざまな箇所で個別に地道な取り
組みがなされてきました。矢口室長の言葉にもありましたように、男女
共同参画は2007年以来、同推進室を中心に活動が続けられてきまし
たし、Waseda Vision 150では2032年の学生・教職員における女
性・外国人比率の数値目標が示されています。学生部には障がい学生
支援室や国際コミュニティセンターが開設され、学生たちからのLGBT
学生センター設置の提案は実現に向けた検討がされています。これら
はすべて、「ダイバーシティの推進」に収斂するものであり、特定の属
性によって差別されることなく、全構成員がその能力を十全に発揮す
ることによって新たな知を創出し、学内だけでなく社会全体の多様な生
の共存に貢献することに繋がります。

鎌田　今日、「ダイバーシティ」は、性別、国籍、エスニシティなどだけ
にとどまらず、さまざまな少数者への配慮をも含む概念になっていま
す。その推進のためには、異なるものに対する寛容さがあればよいと
いうわけでなく、参画の機会とその利益の平等な享受を保障していか
ねばなりません。大学は理念を率先して実践し、よき社会の実現のた
めに提言していく使命を担っています。
畑　そのために私たちに求められるのは、その意義を理解し、日常
生活のなかで問題を見つけ解決していく姿勢を養うことであると思
います。
矢口　多様な人々が集うことが早稲田大学の特色であり、お互いの個
性を認め合って成長していける空間がこの大学の魅力であると思いま
す。本学がダイバーシティ推進を掲げる意味を確認し、また、多くのみ
なさんのご意見を頂きながらこの課題に取り組んでいきたい、と考え
ています。

本学のダイバーシティ推進への取り組みに、大学構成員・関係の皆様
のご理解とご協力をお願い申し上げます。

▲中央：鎌田 薫総長、左：畑 惠子理事、右：矢口 徹也室長

あったと想像される。

　そのように自身の経験を思い起こしてみ
ると、男性が育児休職を取らずに済んでいる
場合、妊娠・出産時の経過の良好さに加え、妻
側の過重負担を前提とした上で、頼りになる
身近なサポート手段の存在も必須であると
思われる。しかし、そうした状況が許されな
い人は社会において決して少数ではないだ
ろう。さらにはいわゆる「保活」での苦戦も経
験し、これでは日本社会の少子化が進むわけ
だ、と身をもって実感する日々であった。

　また男性の育児休職は、あくまで育児の
「補助」程度に考えられている、と感じるこ
とも多かった。しかし私の場合、先述のよう
に妻の出産時のトラブルなどもあり、私自
身が「主たる育児者」として頑張ることが必
要な状態であった。そのため子供が生まれ
てから３ヶ月目ぐらいまでは、３時間おき

のミルク授乳で睡眠不足が続き、「連続して３時間寝るのが一番の夢」
という状況であった。しかし笑えない笑い話として、この「ワークライ
フバランス挑戦中！」という本記事の執筆依頼は、最初はまさにその
時期に頂いたのである（その時は「とても無理です」とお断りし、育児
休職終了後の現在執筆させて頂いている）。他にも研究職の場合、育児
休職を取得して大学の業務を休んでいても、各種学会業務や科研費な
ど外部資金による研究課題、はては社会貢献の類いは「休職」にならな
いことが多い。育児休職を理由に「これ以上周囲に迷惑をかけてはい
けない、かけたくない」という気持ちと、これが女性の育児休職の場合
でも同じようなことを求められるのだろうかという気持ちで、悶々と
することも少なくなかった。

　ここまで育児休職中に感じたマイナス面の話ばかりを書いてきた
が、もちろんその期間に得たものも非常に大きかった。日々変わって
いく子供の成長を見ることができたこと、そしてそうした日々の些細
なことを含めた時間と記憶を妻と共有できたことは、今後の人生や家
族関係におけるかけがえのない財産となったのではないかと思って
いる。

ダイバーシティ推進室事務所

URL：http://www.wasea.jp/inst/diversity/
オフィシャルウェブサイト

早稲田大学ダイバーシティ推進室 No.16
さんかくニュース 2016. 9
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早稲田大学におけるダイバーシティ推進

女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画
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ダイバーシティ推進室は大隈会館2階に開設いたし
ました。また、西早稲田キャンパス「ワークライフバ
ランス・サポートセンター」は、「ダイバーシティ推進
室分室」へと生まれ変わり、従来の「授乳・搾乳室」
の機能に加え、交流スペース等としてご利用いただ
けることになりました。両立支援のための各施設に
ついて詳細は、ウェブサイトよりご案内しています。 ▲ ダイバーシティ推進室（大隈会館2階）


