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　私自身はワークライフバランスに挑戦、という
感覚はあまりないのですが、このような執筆の
機会をいただき、これまでを振り返り、周囲の、
あるいは自身のワークライフバランスに関係す
ることはなかったか、改めて考えてみました。
　私は2006年まで学術院事務所におり、特に
2002年以降深夜残業も徹夜も日常的で、特定
の職員に業務もノウハウも集中してしまう傾向
がありました。その後の人事異動で学術院事務
所を離れ、そのような学術院事務所の現状を全
学的に改善するプロジェクト（教務事務支援推
進PJ）を2007年から進める立場になりました。
各学術院事務所で行っている教学関係のデー
タ設定、データ処理を早稲田ポータルオフィス
（以下WPO）に集約し、徹底した業務手順の標
準化、ノウハウのドキュメント化を促し、WPOを
中心とした恒常的な全学教務事務支援体制構
築を目指しました。業務の属人化を改善し、業
務を個人ではなく「組織」で対応できる仕組みに変えていく取り組みです。
　業務の集約、標準化、理想的な業務のやり方の推進は、口で言うのは
簡単ですが、実現には相当な覚悟と労力が必要になります。他人の仕
事のやり方を変えていく作業は、根気と情熱を持って一つ一つ当たる姿
勢、理想論を振りかざすだけでなく丁寧に歩み寄っていく姿勢が大事で
「今は何ができるのか」を一緒になって考えていく必要があります。個々
人の思い、事情に謙虚に耳を傾け、観察、想像しきらないと組織は変わっ
て行かないことを実感しました。そして、このPJを始めた当初より、学
術院事務所では時間外労働も劇的に減少し、全学的な教務事務支援体
制も築け、学術院事務所も安定してきました。
　個人への業務の属人化を防ぐこと、そしてこのPJを進めていくプロ
セスは、ワークライフバランスにもつながるのかなと思いました。何か

を変える際、「理想的
だから」だけでスター
トせず、現状の業務も
ある中で、今後担当者
が変わっていっても継
続、定着できる事業な
のか、しっかり足元を
見て計画して進めない
と、現状の業務にも歪

ワークライフバランス挑戦中！⑮

気持ちよく働ける環境に近づけるには？
情報企画部マネージャー（業務支援システム担当）

兼 早稲田ポータルオフィスマネージャー（業務支援担当）

根本 進

「ダイバーシティをめぐる早稲田大学の論点」開催

みが出たり、担当が変わる度に残業が増えてい
く構図につながります。そうならないためにも、
関係者の事情、気持ちに真摯に耳を傾けて、で
きるところから根気よく組織に落とし込んでい
くことが重要だと思いました。
　相手の事情を受け止めてみることは、普段の
仕事において大事です。現在、私の職場
（WPO）でも半数が育児休職あるいは育児時
間を取得しています。育児中の人に限らず、そ
れぞれ様々な理由で人の手を借りなければな
らない瞬間は誰しもあります。誰もができる時
にできる限りのことをやり、助けてもらった時に
は素直に感謝の意を示し、個人の立場を主張す
るだけでなく、皆が日々互いの事情を尊重し、
努力し合うことが根底には必要です。仕事がで
きる時間が限られる時は「仕事ができる時間内
は他人の仕事を奪ってでも一生懸命やって欲し
い」と私もお願いしています。管理職としての

マネジメントが問われるところで、私自身もしっかりできている自信はな
いですし、課員個人の元々の資質によるところが大きいわけですが、職
場の雰囲気は良いように感じています。
　WPOと学術院事務所が安定してくると、私自身も学術院事務所にい
た頃、先のPJを始めた当初よりも余力が増え、他の業務だけでなく、自
身の体のメンテナンス？や自分の学生時代の部活の後輩達と過ごせる
時間も増やすことができてきました。
　近年は他人のミスに厳しい時代です。当事者だけでなく第三者にま
で対応が求められ、そのことで業務増大、高度化も進み、学術院事務所
でも守りに入らざるを得ない仕事も増えてきています。そういう中でも、
専任教職員であること自体、恵まれているという気持ちを忘れずに、周
囲の方々と気持ちよく協力しあえるような組織を今後も築いていければ
と思います。そのことは自分自身にもいい形で返ってくることですので。
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シンポジウム

■登壇者  黒田 一雄 教授（国際学術院）・神尾 達之 教授（教育・総合科学学術院）
■コメンテーター  橋本 周司 副総長
■ご挨拶  畑 惠子 ダイバーシティ推進担当理事　■司会  矢口 徹也 ダイバーシティ推進室長

2016年11月29日（金）日程

26号館地下2階場所

●質疑・討議
　会場からの質疑・討議のしめくくりとして、橋本周司早稲田大学副総長からは、
「多様性の視点については、「人種・宗教・地域」、「男女」、「心身障害」、「LGBT」
といったものがこれまでに捉えられてきたが、「認知障害」や「知的水準」に関す
る差別といった「教育」とは何かを問うような深刻な問題もある。人は様々に多様
でよく、多様であるからこそ全体のためになる、学生には他者との違いを認識しな
がら交流することに学生時代より慣れ親しんでほしい。様々な問題があるが、
ヒューマニズムを超えるダイバーシティの思想を考えることも大学の仕事である
と感じている。以上を、ダイバーシティ推進を考えるヒントに加え、引き続き皆で
取り組んでいきたい」とのコメントをいただきました。

シンポジウム

「ダイバーシティと『LGBT』、セクシュアル・
 マイノリティをめぐって」
活動報告（2016年度）

スチューデントダイバーシティセンター（SDC）設置について

P.2 公開講演会

　早稲田大学のダイバーシティ推進の意味・課題を共有し、議論することを目的
とした公開シンポジウムを開催しました。「基調講演」では、ダイバーシティ推進の
意味や課題について黒田教授、神尾教授よりお話しをいただき、プログラム後半
の「質疑・討議」では、会場からの質問や意見とそれに対する登壇者のコメン
トにより、さらに議論が深められました。本学のダイバーシティ推進を積極的に考
えるための有意義な時間となりました。

●基調講演1
「早稲田大学におけるダイバーシティの課題」（黒田一雄教授）
　はじめに、国際学術院 黒田一雄教授より基調講演をいただきました。高等教育
機会の平等の達成が「世界人権宣言」などにおいて掲げられていることや、インク
ルーシブ教育が差別と闘う有効な手段であるとの内容がユネスコ「サラマンカ宣
言」にあることなどの紹介があり、ダイバーシティやインクルージョンは、単に平等
へのアプローチだけでなく、教育というシステムにおいてより生産性・クオリティ
を高めるためのアプローチで、大学の革新、創造の基となるとの考えについても
触れられました。
　早稲田大学のダイバーシティは、その目的を国際化や多様性を達成させること
に留めるのではなく、達成したその先には何があるのか、早稲田大学教旨を受け
継ぎ世界にどんな貢献をするために推進するのかを考えなければならないと強調
さ れ、「Competitiveness」「Cooperation」「Contribution」と いう3つ の
「C」のバランスをとりつつ、①合理的配慮の範囲 ②Selectivityと多様性重視の
相克 ③アファーマティブ・アクション といった課題を明確にすることについて提
案がされました。

●基調講演2
「ダイバーシティ批判」（神尾達之教授）
　続いて、教育・総合科学学術院 神尾達之教授より基調講演をいただきました。
　まず、ダイバーシティの「構成」に、「男女」「身体障がい者」「国籍（宗教）」「年令」
「能力の種類」「能力のレベル」「セクシュアリティ」があるとの見解を共有しました。
続いて、多様性が高いほど生態系が安定するという「①生物多様性」、企業の競争
力を高めようという「②企業組織におけるダイバーシティ」（デモクラフィー型／
タスク型）、反ナショナリズムから成る「③社会の構成（地区・国家・連合）」といっ
たダイバーシティの概念の紹介があり、これらがそれぞれの領域で肯定的に認識
されてきたと説明されました。
　私たちが大学（教育）におけるダイバーシティを考える際には、ダイバーシティ
には2つの目的「ヒューマニズム」、「広義の生産性の向上」が共存していることを
おさえておかなければならず、そのうえで、あらためて早稲田大学が何を目的に
ダイバーシティを推進するのかを明らかにし、その方法論を打ち出すことが必要
ではないかとの提案がされました。

両立支援施設 新設・移設のご案内
　2016年9月、西早稲田キャンパス60号館に「ダイ
バーシティ推進室分室」がオープンしました。女性専
用の交流・休憩スペース、授乳・搾乳室等としてご利用
いただけます。また、2017年1月、早稲田キャンパス
の授乳・搾乳室が7号館2階に移設され、リニューアル
オープンしました。施設や利用方法など詳細はダイ
バーシティ推進室ウェブサイトよりご確認ください。

「男性が介護を担うとき」
「みんなちがって、みんないい」が実現する日

ダイバーシティマップについて

公開講演会

コラム

スチューデントダイバーシティセンター（SDC）
設置について
　2017年4月、外国人学生、障がい学生ならびにセクシュアル・マイノ
リティ学生の支援や啓発・交流活動をとおして、多様な学生が安心して
学業に専念できる学生生活環境の確保と、本学に集う全構成員が多様
な価値観や生き方を受容するキャンパスづくりの推進を目的とし、ス
チューデントダイバーシティセンター（SDC）が設置される予定です。
ダイバーシティ推進室とSDCが連携し、全学的な視野で、ダイバーシ
ティの実現に取り組みます。

※Course N@viより配信中

▲ WPOの職員で集合写真（右から4人目が筆者）

▲ 自身の自宅で後輩達（学生）と

■ 略　　歴  ：  本学人間科学部卒業後、1994年から専任職員。1998年まで社会科科学部事
務所で主に学務業務を担当。1998年から2006年まで法学部事務所で主に
学務業務、法学研究科事務所で入試業務等を担当。2006年から2008年まで
メディアネットワークセンター（現情報企画部）で主に教室AV整備、新入職員
研修等を担当。2008年から2015年まで早稲田ポータルオフィスマネー
ジャーとして全体統括、全学的な教務事務支援体制の整備、学生参加型PJ（プ
ロフェッショナルズ・ワークショップ、こうはいナビ）の実行責任者を担当。
2015年より情報企画部兼早稲田ポータルオフィス所属となり現在に至る。

▲交流・休憩
スペース
（60号館）

▲授乳・搾乳室 個室（7号館）

▲ 左から、黒田教授、神尾教授、橋本副総長、矢口室長



2 3

参加者の声「つながろう、介護者」参加者の声「映されたジェンダーとの向き合い方」

ダイバーシティと『LGBT』、セクシュアル・マイノリティをめぐって公開
講演会

　セクシュアル・マイノリティという新しい考えに対して、メディアや広
告が人々の価値観に及ぼす影響は良くも悪くも大きいと感じた。同時
に、多方面から情報を受け取り、正しく取捨選択する必要があると感じ
た。渋谷区パートナーシップ条例についてのニュースの多くが、区の
対応をポジティブに捉えており私自身もこれまで良い印象を持ってい
た。しかし、藤田さんのお話を聞いて、実際は証明書発行にある程度
の費用が必要であったり、民間へのヒアリングを十分に実施していな
かったりと、不十分な点もあることを知った。また、イスラエルの“世
界で最もゲイフレンドリーな都市”という広告掲載が実はピンクウォッ

シングを助長しているということも新しい視点だった。この学びから、
ジェンダーやマイノリティという正解がないトピックに関して、情報を
受け取る側のリテラシーがとても重要だと感じた。具体的には、受け
取ったすべての情報を鵜呑みにしないこと、積極的に様々な意見に耳
を傾けることが必要であると考える。

国際教養学部3年　藤田 真彩

概 要 概 要

2016年10月28日（金）日程 小野記念講堂場所

藤田 裕喜氏 （NPO法人レインボー・アクション）講師

2016年10月7日（金）日程 26号館3階場所

津止 正敏氏 （立命館大学教授、男性介護者と支援者の全国ネットワーク 事務局長）講師

男性が介護を担うとき ～仕事と介護の両立を目指すには～公開
講演会

　この講演から学んだことは、「介護をめぐる現状の厳しさ」と「介護者
ネットワークがもつ希望」でした。
　様々な統計データや当事者の体験談などから伝えられた介護をめぐ
る現状は、これまで報道等で知っていたことを超えて深刻かつ複雑なも
のでした。社会が大きく変化するなかで、介護する／される人の関係性
も、要介護者の状況も、介護の形も、「今、こうなっています」と一括り
にして説明できないほど多様かつ複雑になっている、ということを認識
しました。「これが問題だから、こうすればいい」と簡単に言い切れるほ
ど、介護の問題をめぐる構図は単純ではない、と気づかされました。
　しかし、講演で重きが置かれていたのは、前段のような「問題」に加え
て、男性介護者のネットワークづくりに見える「希望」でした。介護の感

情や経験を分かち合う場を設けることにより、介護者が「ひとりじゃない」
「他者の経験が役立つ」という気づきを得られることは、「誰もが『介護
する／される』という暮らし方」が広がる今とこれからにおいて、重要な
ことであると考えます。講演の最後に、「『介護を排除して成り立つ暮ら
しや働き方』ではなく『介護のある暮らしや働き方を社会の標準に』」と
いうメッセージがありました。その理念を実現するための仕組みづくり
や実践に取り組むことが、これからの重要な課題であると考えます。
　今年、私の就職先が決まるとともに、父が還暦を迎えました。この講
演をきっかけに、「男が介護を担うとき」に備え、「仕事と介護の両立」を
どうするべきか、社会課題と自分事の両面で考えていきたいと思います。

文学部4年　小陳 泰平

「みんなちがって、みんないい」が実現する日

　昼休み、障がい学生の車いすを押して、授業教室へと向かった時のこと。
エレベーター前には長蛇の列。「車いすの方優先です」の張り紙があります
が、皆、なかなかこちらに気づいてはくれません。「すみません、車いすの学
生さんを先に乗せてもらってもいいですか。」と声をかけると、ようやく皆気
づいて、列を空けてくれます。
　障がい学生支援室では、障がいのある学生に対して修学上必要な支援を
提供していますが、支援を提供すればそれで解決でしょうか。障がい学生は
大学生活を、健常の学生と同様に楽しく充実したものにできるのでしょうか。
私は、周囲のちょっとした気配り、支援に対する理解や協力が必要不可欠だ
と思います。皆が率先してエレベーターを譲ってくれたら、それだけで移動
のバリアが軽減される気がするのです。

　「支援」というと「特別扱い」だと思われることがあります。しかし実際は、
「特別なもの」でなく、健常の学生と同等の環境にアクセスするための「手段」
に過ぎないのです。適切な支援を受けることで、初めて皆と同じ土台に立て
るのです。かくいう私も、聴覚障がいがあり、支援がなければ業務を全てこ
なすことはできません。適切な配慮・支援を受けることで、初めて皆さんと
同じように仕事に携わることができ、生産・還元することができるのです。
　多様であることはある意味「当たり前」のことです。その「当たり前」が早
稲田にとっての「当たり前」になるよう、少しの気配り、歩み寄りが、日常に溢
れるキャンパスになることを願っています。

ダイバーシティマップについて
　2017年3月、障がい者支援のためのバリアフリー情報や保育関
連施設、セクシュアル・マイノリティの方に配慮したトイレに関する情
報を掲載した「早稲田大学ダイバーシティマップ」を作成しました。
ダイバーシティ推進室ウェブサイトよりご参照ください。

コラム

障がい学生支援室 常勤嘱託職員　志磨村 早紀

活動報告活動報告（2016年度）

ダイバーシティ推進委員会

　2016年7月、男女共同参画推進委員会からダイバーシティ推進委員
会への改組に伴い、事務局となるダイバーシティ推進室を大隈会館2階
に移転・整備し、これまでの男女共同参画推進に、障がい者支援、セク
シュアル・マイノリティ支援等を加えた活動をおこなうための体制整備
に取り組みました。

広報調査部会

　7月のダイバーシティ推進室への改組後のNews Letterの名称につ
いて検討を重ねた結果、引き続き多様な構成員の参画推進を意図して
「さんかくニュース」の名称を継承することを決定し、若干のレイアウト変
更を経てNo.16（9月）、No.17（3月）を発行しました。また、各種メディ
アの活用による広報戦略を打ち出し、Webサイトのリニューアル、SNS
の導入を行いました。来年度はこれらのメディアを活用した積極的な広
報展開に加え、全学的な調査実施に向けた準備を進めてまいります。

サポート部会

　西早稲田キャンパスのダイバーシティ推進室分室の利活用について
議論をおこない、本学では初めての女性専用休憩室機能を設け、従来か
らの授乳・搾乳室に加え、新たに託児室機能を含めた施設としました。
ライフイベントとの両立支援ならびに研究者支援の一環として、意識啓
発を目的としたイベントを実施、加えて新たにメンター制度設計をおこな
いました。ダイバーシティの視点からできる支援について鋭意検討を進
めてまいります。

教育研修部会

　例年通り、教職員研修や公開講座を実施したほか、全学の関連科目を
抽出しWebサイトで公開しました。昨年に引き続き開講された「ダイ
バーシティ・男女共同参画を学ぶ」（GEC設置・寄付講座）ではワーク
ショップなど学生が議論する機会を多く設けたほか、11月には公開シン
ポジウム「ダイバーシティをめぐる早稲田大学の論点」を開催しました。

制度環境部会

　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定にともない、女
性教員採用率向上のため、必要な施策（ポジティブ・アクション等）を検
討しました。また新たに始まったライフイベントに係る研究支援制度の
検証や組織改組に伴う新たな分野への支援の方針を確認しました。

〈2016年度 サポート交流事業〉

※Course N@viより配信中

　男性介護の支援ネットワークをたちあげ、全国的に活動されている講師をお招きしました。講
演では支援活動をとおして届いた「介護する側／介護される側の声」や社会が抱える介護者と支
援者の高齢化問題、介護形態の多様化や在宅看護の長期化とそれに伴う重度化問題などの現状
を数値データで示しながらお話いただきました。誰もが「介護する／される」時代となるにあたり、
仕事と介護の両立ができる社会・職場が必要であること、男性介護者が言葉にして発信する場所
が不可欠であること、また、介護する当事者に寄り添い共に考える体制こそ「介護離職防止」の
最も確かな支援であるという支援について聴講者が耳を傾けました。

　ダイバーシティ推進を掲げる2つの事例について、差別的な政策や意図を覆い隠すた
めに「LGBT」を利用し、多様性の寛容さをアピールするというイメージアップ戦略（ピン
クウォッシング）であるとの批判的な見解が述べられ、早稲田大学が「ダイバーシティ推
進」を掲げる意味があらためて問われました。表向きの看板におわらない中身が伴った
ダイバーシティを実施するための施策の提案があり、聴講する多くの学生に向けて、多様
な考え方があること、自らの意見・考えを持ち発してほしいとの期待が伝えられました。

※Course N@viより配信中
▲ 自らの意見・考えを持った自分らしい学生生活を
と在学生に語る藤田氏

▲ 介護のある暮らしや働き方ができる社会を
標準にと語る津止教授

▲ 学期末恒例となっている学生交流会での集合写真。多様性を感じる1枚です。



2 3

参加者の声「つながろう、介護者」参加者の声「映されたジェンダーとの向き合い方」
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　様々な統計データや当事者の体験談などから伝えられた介護をめぐ
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どうするべきか、社会課題と自分事の両面で考えていきたいと思います。

文学部4年　小陳 泰平
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コラム
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の導入を行いました。来年度はこれらのメディアを活用した積極的な広
報展開に加え、全学的な調査実施に向けた準備を進めてまいります。
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らの授乳・搾乳室に加え、新たに託児室機能を含めた施設としました。
ライフイベントとの両立支援ならびに研究者支援の一環として、意識啓
発を目的としたイベントを実施、加えて新たにメンター制度設計をおこな
いました。ダイバーシティの視点からできる支援について鋭意検討を進
めてまいります。
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　例年通り、教職員研修や公開講座を実施したほか、全学の関連科目を
抽出しWebサイトで公開しました。昨年に引き続き開講された「ダイ
バーシティ・男女共同参画を学ぶ」（GEC設置・寄付講座）ではワーク
ショップなど学生が議論する機会を多く設けたほか、11月には公開シン
ポジウム「ダイバーシティをめぐる早稲田大学の論点」を開催しました。

制度環境部会

　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定にともない、女
性教員採用率向上のため、必要な施策（ポジティブ・アクション等）を検
討しました。また新たに始まったライフイベントに係る研究支援制度の
検証や組織改組に伴う新たな分野への支援の方針を確認しました。
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を数値データで示しながらお話いただきました。誰もが「介護する／される」時代となるにあたり、
仕事と介護の両立ができる社会・職場が必要であること、男性介護者が言葉にして発信する場所
が不可欠であること、また、介護する当事者に寄り添い共に考える体制こそ「介護離職防止」の
最も確かな支援であるという支援について聴講者が耳を傾けました。

　ダイバーシティ推進を掲げる2つの事例について、差別的な政策や意図を覆い隠すた
めに「LGBT」を利用し、多様性の寛容さをアピールするというイメージアップ戦略（ピン
クウォッシング）であるとの批判的な見解が述べられ、早稲田大学が「ダイバーシティ推
進」を掲げる意味があらためて問われました。表向きの看板におわらない中身が伴った
ダイバーシティを実施するための施策の提案があり、聴講する多くの学生に向けて、多様
な考え方があること、自らの意見・考えを持ち発してほしいとの期待が伝えられました。
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と在学生に語る藤田氏

▲ 介護のある暮らしや働き方ができる社会を
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INFORMATION

　私自身はワークライフバランスに挑戦、という
感覚はあまりないのですが、このような執筆の
機会をいただき、これまでを振り返り、周囲の、
あるいは自身のワークライフバランスに関係す
ることはなかったか、改めて考えてみました。
　私は2006年まで学術院事務所におり、特に
2002年以降深夜残業も徹夜も日常的で、特定
の職員に業務もノウハウも集中してしまう傾向
がありました。その後の人事異動で学術院事務
所を離れ、そのような学術院事務所の現状を全
学的に改善するプロジェクト（教務事務支援推
進PJ）を2007年から進める立場になりました。
各学術院事務所で行っている教学関係のデー
タ設定、データ処理を早稲田ポータルオフィス
（以下WPO）に集約し、徹底した業務手順の標
準化、ノウハウのドキュメント化を促し、WPOを
中心とした恒常的な全学教務事務支援体制構
築を目指しました。業務の属人化を改善し、業
務を個人ではなく「組織」で対応できる仕組みに変えていく取り組みです。
　業務の集約、標準化、理想的な業務のやり方の推進は、口で言うのは
簡単ですが、実現には相当な覚悟と労力が必要になります。他人の仕
事のやり方を変えていく作業は、根気と情熱を持って一つ一つ当たる姿
勢、理想論を振りかざすだけでなく丁寧に歩み寄っていく姿勢が大事で
「今は何ができるのか」を一緒になって考えていく必要があります。個々
人の思い、事情に謙虚に耳を傾け、観察、想像しきらないと組織は変わっ
て行かないことを実感しました。そして、このPJを始めた当初より、学
術院事務所では時間外労働も劇的に減少し、全学的な教務事務支援体
制も築け、学術院事務所も安定してきました。
　個人への業務の属人化を防ぐこと、そしてこのPJを進めていくプロ
セスは、ワークライフバランスにもつながるのかなと思いました。何か

を変える際、「理想的
だから」だけでスター
トせず、現状の業務も
ある中で、今後担当者
が変わっていっても継
続、定着できる事業な
のか、しっかり足元を
見て計画して進めない
と、現状の業務にも歪

ワークライフバランス挑戦中！⑮

気持ちよく働ける環境に近づけるには？
情報企画部マネージャー（業務支援システム担当）

兼 早稲田ポータルオフィスマネージャー（業務支援担当）

根本 進

「ダイバーシティをめぐる早稲田大学の論点」開催

みが出たり、担当が変わる度に残業が増えてい
く構図につながります。そうならないためにも、
関係者の事情、気持ちに真摯に耳を傾けて、で
きるところから根気よく組織に落とし込んでい
くことが重要だと思いました。
　相手の事情を受け止めてみることは、普段の
仕事において大事です。現在、私の職場
（WPO）でも半数が育児休職あるいは育児時
間を取得しています。育児中の人に限らず、そ
れぞれ様々な理由で人の手を借りなければな
らない瞬間は誰しもあります。誰もができる時
にできる限りのことをやり、助けてもらった時に
は素直に感謝の意を示し、個人の立場を主張す
るだけでなく、皆が日々互いの事情を尊重し、
努力し合うことが根底には必要です。仕事がで
きる時間が限られる時は「仕事ができる時間内
は他人の仕事を奪ってでも一生懸命やって欲し
い」と私もお願いしています。管理職としての

マネジメントが問われるところで、私自身もしっかりできている自信はな
いですし、課員個人の元々の資質によるところが大きいわけですが、職
場の雰囲気は良いように感じています。
　WPOと学術院事務所が安定してくると、私自身も学術院事務所にい
た頃、先のPJを始めた当初よりも余力が増え、他の業務だけでなく、自
身の体のメンテナンス？や自分の学生時代の部活の後輩達と過ごせる
時間も増やすことができてきました。
　近年は他人のミスに厳しい時代です。当事者だけでなく第三者にま
で対応が求められ、そのことで業務増大、高度化も進み、学術院事務所
でも守りに入らざるを得ない仕事も増えてきています。そういう中でも、
専任教職員であること自体、恵まれているという気持ちを忘れずに、周
囲の方々と気持ちよく協力しあえるような組織を今後も築いていければ
と思います。そのことは自分自身にもいい形で返ってくることですので。

連載

「ダイバーシティをめぐる早稲田大学の論点」
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■登壇者  黒田 一雄 教授（国際学術院）・神尾 達之 教授（教育・総合科学学術院）
■コメンテーター  橋本 周司 副総長
■ご挨拶  畑 惠子 ダイバーシティ推進担当理事　■司会  矢口 徹也 ダイバーシティ推進室長

2016年11月29日（金）日程

26号館地下2階場所

●質疑・討議
　会場からの質疑・討議のしめくくりとして、橋本周司早稲田大学副総長からは、
「多様性の視点については、「人種・宗教・地域」、「男女」、「心身障害」、「LGBT」
といったものがこれまでに捉えられてきたが、「認知障害」や「知的水準」に関す
る差別といった「教育」とは何かを問うような深刻な問題もある。人は様々に多様
でよく、多様であるからこそ全体のためになる、学生には他者との違いを認識しな
がら交流することに学生時代より慣れ親しんでほしい。様々な問題があるが、
ヒューマニズムを超えるダイバーシティの思想を考えることも大学の仕事である
と感じている。以上を、ダイバーシティ推進を考えるヒントに加え、引き続き皆で
取り組んでいきたい」とのコメントをいただきました。

シンポジウム

「ダイバーシティと『LGBT』、セクシュアル・
 マイノリティをめぐって」
活動報告（2016年度）

スチューデントダイバーシティセンター（SDC）設置について

P.2 公開講演会

　早稲田大学のダイバーシティ推進の意味・課題を共有し、議論することを目的
とした公開シンポジウムを開催しました。「基調講演」では、ダイバーシティ推進の
意味や課題について黒田教授、神尾教授よりお話しをいただき、プログラム後半
の「質疑・討議」では、会場からの質問や意見とそれに対する登壇者のコメン
トにより、さらに議論が深められました。本学のダイバーシティ推進を積極的に考
えるための有意義な時間となりました。

●基調講演1
「早稲田大学におけるダイバーシティの課題」（黒田一雄教授）
　はじめに、国際学術院 黒田一雄教授より基調講演をいただきました。高等教育
機会の平等の達成が「世界人権宣言」などにおいて掲げられていることや、インク
ルーシブ教育が差別と闘う有効な手段であるとの内容がユネスコ「サラマンカ宣
言」にあることなどの紹介があり、ダイバーシティやインクルージョンは、単に平等
へのアプローチだけでなく、教育というシステムにおいてより生産性・クオリティ
を高めるためのアプローチで、大学の革新、創造の基となるとの考えについても
触れられました。
　早稲田大学のダイバーシティは、その目的を国際化や多様性を達成させること
に留めるのではなく、達成したその先には何があるのか、早稲田大学教旨を受け
継ぎ世界にどんな貢献をするために推進するのかを考えなければならないと強調
さ れ、「Competitiveness」「Cooperation」「Contribution」と いう3つ の
「C」のバランスをとりつつ、①合理的配慮の範囲 ②Selectivityと多様性重視の
相克 ③アファーマティブ・アクション といった課題を明確にすることについて提
案がされました。

●基調講演2
「ダイバーシティ批判」（神尾達之教授）
　続いて、教育・総合科学学術院 神尾達之教授より基調講演をいただきました。
　まず、ダイバーシティの「構成」に、「男女」「身体障がい者」「国籍（宗教）」「年令」
「能力の種類」「能力のレベル」「セクシュアリティ」があるとの見解を共有しました。
続いて、多様性が高いほど生態系が安定するという「①生物多様性」、企業の競争
力を高めようという「②企業組織におけるダイバーシティ」（デモクラフィー型／
タスク型）、反ナショナリズムから成る「③社会の構成（地区・国家・連合）」といっ
たダイバーシティの概念の紹介があり、これらがそれぞれの領域で肯定的に認識
されてきたと説明されました。
　私たちが大学（教育）におけるダイバーシティを考える際には、ダイバーシティ
には2つの目的「ヒューマニズム」、「広義の生産性の向上」が共存していることを
おさえておかなければならず、そのうえで、あらためて早稲田大学が何を目的に
ダイバーシティを推進するのかを明らかにし、その方法論を打ち出すことが必要
ではないかとの提案がされました。

両立支援施設 新設・移設のご案内
　2016年9月、西早稲田キャンパス60号館に「ダイ
バーシティ推進室分室」がオープンしました。女性専
用の交流・休憩スペース、授乳・搾乳室等としてご利用
いただけます。また、2017年1月、早稲田キャンパス
の授乳・搾乳室が7号館2階に移設され、リニューアル
オープンしました。施設や利用方法など詳細はダイ
バーシティ推進室ウェブサイトよりご確認ください。

「男性が介護を担うとき」
「みんなちがって、みんないい」が実現する日

ダイバーシティマップについて

公開講演会

コラム

スチューデントダイバーシティセンター（SDC）
設置について
　2017年4月、外国人学生、障がい学生ならびにセクシュアル・マイノ
リティ学生の支援や啓発・交流活動をとおして、多様な学生が安心して
学業に専念できる学生生活環境の確保と、本学に集う全構成員が多様
な価値観や生き方を受容するキャンパスづくりの推進を目的とし、ス
チューデントダイバーシティセンター（SDC）が設置される予定です。
ダイバーシティ推進室とSDCが連携し、全学的な視野で、ダイバーシ
ティの実現に取り組みます。

※Course N@viより配信中

▲ WPOの職員で集合写真（右から4人目が筆者）

▲ 自身の自宅で後輩達（学生）と

■ 略　　歴  ：  本学人間科学部卒業後、1994年から専任職員。1998年まで社会科科学部事
務所で主に学務業務を担当。1998年から2006年まで法学部事務所で主に
学務業務、法学研究科事務所で入試業務等を担当。2006年から2008年まで
メディアネットワークセンター（現情報企画部）で主に教室AV整備、新入職員
研修等を担当。2008年から2015年まで早稲田ポータルオフィスマネー
ジャーとして全体統括、全学的な教務事務支援体制の整備、学生参加型PJ（プ
ロフェッショナルズ・ワークショップ、こうはいナビ）の実行責任者を担当。
2015年より情報企画部兼早稲田ポータルオフィス所属となり現在に至る。

▲交流・休憩
スペース
（60号館）

▲授乳・搾乳室 個室（7号館）

▲ 左から、黒田教授、神尾教授、橋本副総長、矢口室長


