
4 1

さんかくニュース

東京都新宿区戸塚町 1-104早稲田大学ダイバーシティ推進室発 行

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

Access

早稲田大学ダイバーシティ推進室
編集・発行

No.18
2017.9

INFORMATION

　週末の公園で、保育園のお迎え時、就寝時一緒に布団に入るとき、子どもの笑顔にほっとする。任された仕
事やこれと決めた研究は一生懸命に、しかしある種の諦めや潔さを持って働き、今この時にしかない子どもの成
長を楽しみながら、ひとときでも一緒の時間を大切に過ごしたいと考えている。

分刻みのスケジュール共有
　子どもが生まれる前も、私は現職、同業の妻も常勤で仕事に就いており、それぞれ自分の時間を自由に使っ
て好きなように働くことができた。しかし、妻の出産を期に一転した子ども中心の生活は、絶対的に時間が足り
ない。この状況は今でも変えられないが、「仕事と育児の両立ができています」とはまず言えない。遠方に住
む両親には頼れない状況のなか、妻はまもなくフルタイムで復職したが、認可保育園に入れないという結果も
重なり、毎日が綱渡りで不安であるのが率直な感想だ。
　妻は夜間開講授業を担当することが多く、夕方以降の授業や仕事をやりくりするための家族間の綿密なスケ
ジュール共有は欠かせない。限られた時間の中で互いのスケジュールを擦り合わせ、仕事を調整することや、
やむなく断る判断をすることはあるが、責任が大きく優先すべき仕事も多くある。現在は、家庭のことや育児に
ついて妻に任せている割合がとても大きい。

支え合う研究室
　研究はチームで進めているため、自身のスケジュールはプライベートを含めて研究室のメンバーにも共有す
るようにしている。「研究」という特殊な業種において、ワークライフバランスを保ちながら進めるためには、仲
間同士で個々の状況を共有し理解し合うことが大切なことなのではないかと感じている。研究室外からスカイ
プなどを用いた対応も可能ではあるが、コミュニケーションは生身でなければならないことも多く、毎日少しの
時間でも研究室の学生らと言葉を交わすことを大事にしている。また、研究室には女性がとても多く、私以外に
も育児中の研究者がいる。これまで、子育て等を理由に研究を継続することができず断念した女性研究者を何
人も見てきたが、そうあってはいけない。今、私は研究室のメンバーに本当に助けられているのだが、互いの状
況を理解し合い仲間同士のつながりを意識して、気持ちよく研究ができるような環境、だれもが働きやすい環
境を作っていきたいと思っている。

家族の絆
　時間が限られるからこそ家族間・研究室内でのスケジュール共有を徹底するし、海外の学会に子どもを連れ
ていくこともしてきたように、子どもがいるからといって仕事を諦めることはしたくない。研究室の運営や所属
箇所の教務主任という役職上の仕事など責任をもって果たすべき仕事が多いなか、これまでなんとかやってく
ることができたのは、仲間の理解、そして同業の妻の仕事への理解があってこそだと感謝している。子どもが
生まれる前までのかなり無理な仕事の仕方や、健康管理状況を思い返すと、今は子どもと共に就寝する習慣か
ら得られた睡眠時間の確保や朝型の生活スタイルへの転換など、健康的な生活を送るうえで子どもに助けられ
ていると思うこともずいぶんある。仕事を軸として考えたとき、子育てはどうしても自分の思うようにならない
こともあるが、家族の一体感や家族に対する責任感は確実に増した。

　子育てをしながらの綱渡りと感じる生活の中にも多くの喜びがある。もし子どもの誕生が、自身がキャリアを
積んで実績を上げることに時間を費やさなければならない時期であったなら、今と同じようにはできていなかっ
たかもしれないが、研究で関わる仲間はもちろん、これから研究者を目指す人々が子育てを理由に研究継続を
諦めることはしてほしくない。両立を支援する施設や環境がさらに充実し、所沢キャンパスそして早稲田大学が、
子育て・介護等に携わる研究者にとってより働きやすい環境となることを一構成員として願っている。

ワークライフバランス挑戦中！⑯

諦めず、働き続けられる環境をつくること
スポーツ科学学術院教授　岡 浩一朗

「ダイバーシティと早稲田大学の使命」開催
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早稲田大学ダイバーシティ推進室開設一周年記念シンポジウム

■登壇者  竹内 淳 理工学術院長（理工学術院教授）
藤本 浩志 人間科学学術院長（人間科学学術院教授）
三神 弘子 スチューデントダイバーシティセンター長（国際学術院教授）

■コメンテーター  橋本 周司 副総長　
■宣言発表  畑 惠子 ダイバーシティ推進担当理事　
■挨拶／質疑・討議司会  矢口 徹也 ダイバーシティ推進室長

2017年8月2日（水）日程 大隈記念講堂 小講堂場所

に明け暮れていた当時とは隔世の感があります。「障がい学生への合理的配慮の
あり方が課題」、「教職員含めた全構成員への展開を期待」と、かなり状況は進ん
でいたので、またまた衝撃が走りました。
　そのような意味で、今回の講演は私にとって大変感慨深く、また価値のある講
演でした。藤本先生、ありがとうございました！

研究院兼研究推進部調査役　福田 秀彦

　2005年、学生生活課の担当者だった私は「障がい学生支援室を何とか立ち上
げたい！」との一心で、他大学を視察しては先行事例の調査を重ねながら、悶々
とした日々を送っていました。2006年3月1日、障がい学生支援室が設置され、
ようやく日の目をみました。あれから11年の歳月が流れ、時代も世の中も大きく
変わってきましたが、その後、研究推進部に異動した私の頭の中は当時から止まっ
たままでした。今回の藤本学術院長の講演に、止まったままの私の障がい学生支
援の世界観は大きく突き動かされました！
　現在私が研究院で担当する研究機構の一つ、次世代ロボット研究機構でヘルス
ケアロボティクス研究所長としてご尽力いただいている藤本先生。その研究の原
点は動力義足の開発（階段昇降が可能な大腿義足）。これをのっけから『今の学
生には「やめた方がいいよ」と指導します』と衝撃の冒頭。先生いわく「これはマ
イノリティーと見なされる障がい当事者を必ずしも対象に含めていなかった当時
の社会の有様、当事者自身が個人で対応せざるを得なかったという1980年代当
時の発想からきたもの。バリアフリー新法も制定された2000年代になると、当
事者も含むすべての人たちを対象とした社会にすべく、社会や環境としてエレ
ベータ等のインフラからの適切な支援さえあれば特別な義足がなくてもうまくい
く、という発想に転換されている。環境因子が重要なのですよ」と。先生からの
丁寧な説明に、冒頭の衝撃も「なるほど！」と見事に変化しました。
　後半は、障がい者を取り巻く世界的な動きの説明、障がい学生支援室への期待
と続き、私の中で止まっていた頭の回転も一気に加速し、現況をキャッチアップす
ることができました。障がい学生支援室立ち上げに向けて、「どうやって支援室の
スタッフを集めようか。支援の学生をどうしようか」など、体制整備の問題ばかり

及され、最後に、今後のダイバーシティ推進に向け、本学の構成員への期待を伝
えました。
　三神弘子スチューデントダイバーシティセンター長は、4月に新設したGSセン
ターについて、開室から今までの運営状況や4か月間の利用者状況等に関する報
告とともに、引き続き課題について向き合っていくという決意を語りました。
　質疑・討議では、登壇者3名に橋本周司副総長がコメンテーターとして加わり、
矢口徹也ダイバーシティ推進室長の司会のもと、本学におけるダイバーシティ推
進の意義や今後の課題をあらためて共有する場となりました。
 ※Course N@viより配信中

シンポジウム

GSセンターが開設されました
早稲田大学UDマップを活用しよう！
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「多様な生き方を受容すること 
─LGBTQをめぐる米国の現状から─」参加者の声

公開講演会

　「早稲田大学ダイバーシティ推進宣言（7月1日公表）」を受け、「早稲田大学の
ダイバーシティを考える」をテーマとした第3回シンポジウムを開催しました。
　基調講演では、はじめに竹内淳理工学術院長が、日本の人口構造の現状を踏ま
え、なぜダイバーシティに取り組まなければならないのかを理系研究者の視点か
ら分析しました。これまで自身が取り組んできた男女共同参画の推進やポジティ
ブ・アクションについて理工学術院における現状を語り、今後、ダイバーシティの
推進は必然であると締めくくりました。次に、藤本浩志人間科学学術院長より、自
身の研究をきっかけに始まった障がい学生支援室との関わりと本学の障がい学
生支援についての説明がありました。障がい者を取り巻く社会状況について言

図書館のお子さま同伴利用に
関するお知らせ
　子育てをしながら研究・学習に取り組んでい
る方々を支援するため、所沢図書館は5月から、
中央図書館は7月からお子さまを連れての入館
いただけるようになりました。ご利用に関する詳
細は、各図書館ウェブサイトをご確認ください。

理工系女性メンター制度のご案内
西早稲田キャンパス「学生・教職員用託児室」開設

公開講座

「腕がつかえないというスペシャルなこと 
～「個性」が際立つパラリンピック～」参加者の声

※記事に記載する講演会等講師、執筆者等の肩書きは発行当時のものです。

■ 略歴：1999年に早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程を修了し、博士（人間科学）の学位を取得。早稲田大学人間
科学部助手、日本学術振興会特別研究員（PD）、東京都老人総合研究所（現東京都健康長寿医療センター研究所）介護
予防緊急対策室主任を経て、2006年4月に早稲田大学スポーツ科学学術院に准教授として着任。2012年4月より現
職（2016年9月より、教務担当・教務主任）。専門は、健康行動科学、行動疫学。

岡浩一朗オフィシャルWebサイト ▶ http://www.f.waseda.jp/koka/

「あれから時は動いた！！」 本学の障がい学生支援室の立ち上げに携わった経験から、障がい学生支援の問題を身近に捉えている参加者より感想をいただきました。

▲ 子どもと一緒に国際共同研究を行なう先生を訪問
（オーストラリアの国際学会にて）

▲ 「座り過ぎ」による健康リスクの研究
「スタンディングデスク」を使用する研究室

▲ 檀上左側の別スクリーンで、PC同時通訳による情報保障対応をおこないました。▲中央図書館外観

▲ ゼミ生（学部生・大学院生）集合写真

▲ 会場からの質問に答える登壇者
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参加者の声（抜粋）

多様な生き方を受容すること ─LGBTQをめぐる米国の現状から─公開
講演会

　今回の講演会に参加し、私は「愛」とは何かについて改めて考えさせられた。世界には、様々
な形態での「愛」があるが、根本的には2つに分類されると考える。「奪いあう愛」と「与えあう愛」
だ。人が一番満たされる愛に近づくためにはどうすればよいか。
　講演者の中に、日本人の養女を引き取り、その後その子からトランスジェンダーであることを
カミングアウトされたという経験をお話された方がいた。その子自身も自身の「性」について非
常に悩み苦労をされたと思うが、母親である講演者も計り知れないほど様々な葛藤に打ち勝っ
てきたと思う。母親は、人と違うからといって「普通に（女の子らしく）なりなさい」とは言わず、
ありのままを受け入れ、今も我が子のために戦っている。そして、現在、息子として生きる彼も

すべてを受け入れてくれる母親の愛を感じ、日々感謝している。この「ありのままに受け入れる
行為、そして感謝と喜びで生きる姿」が本当の意味で「愛」なのではないかと感じた。
　どのような形で人を愛するかよりも、どのような心で人を愛するかの方が大切ではないかと考
える。「まず愛してほしい」という奪い合う愛か、「まず愛してあげたい」という与えあう愛か、選
択するのは自分の心だ。相手がどんなセクシュアリティを選択するにせよ、まず自身の心を愛で
満たし、その上で人に愛を与えるような人が一人でも増えるとよい。

法学部2年　林 美沙

概 要

概 要

2017年4月18日（火）日程 大隈記念タワー（26号館）地下1階多目的講義室場所

グレン・D.・マグパンタイ氏 （全米アジア・太平洋諸島系クィア連盟（NQAPIA）事務局長）
マーシャ・アイズミ氏 （PFLAG（米国LGBT当事者の親とアライの団体）ナショナル理事）
矢部 文氏 （PFLAG NYC－API Rainbow Parentsコミュニティアウトリーチ担当／早稲田大学ニューヨーク稲門会副会長／LGBT稲門会会員）

講師

2017年5月19日（金）日程 14号館402教室場所

芦田 創氏講師

腕がつかえないというスペシャルなこと ～「個性」が際立つパラリンピック～公開講座

●「かっこいい障がい者」という言葉が印象に残った。障がいの有無に
関係なく誰もが普通に過ごせる社会を創りたいと思った。

●パラリンピックの選手達は、障がいを持っていることに対して、それを
個性としてとらえているのだと知りました。

●パラリンピックは“障がい者のオリンピック”とおきかえられて、どうし
ても「障がい者」であることがクローズアップされている。純粋にスポー
ツの大会として見えづらくなっているのは、その選手自身を見つめられ
ない社会の風潮にあるということを痛感した。パラリンピアンの方々
が“アスリート”であることが先行する社会を目指していきたいと思う。

●障がい者が頑張っている姿ではなく、1人のアスリートとして芦田さん
の努力がすごくかっこいいと思った。今の日本は何となく障がい者を
特別視しているように見えるが、芦田さんの話をきいて、体のハンデは
あっても、意志や明確な将来のビジョンをもっていれば、障がいなど関
係ないということを実感した。

●障がい者は健常者より劣っているわけではなく、「個性」でしかないと
いうのを改めて感じた。

●自分の知らない障がいの世界をリアリティのあるお話で教えてもらっ
たことがとても刺激的だった。障がいというラベルで分けられたくな
いという思いに深く共感した。

理工系女性メンター制度のご案内
　学業・研究とプライベートの両
立やキャリア形成を考えるうえで、
悩みや問題を解決するためのヒン
トを得たり、問題を自発的に解決
する能力を身に付けたりすること
を目的とした制度です。経験豊か
なメンター（本学教員）が対応い
たしますので、安心してお気軽に
ご利用ください。

Webサイト▶https://www.waseda.jp/
inst/diversity/portal/mentor/

早稲田大学UD（ユニバーサルデザイン）マップを活用しよう！
　早稲田大学UDマップは、だれもが安心して過ごせるキャンパスづく
りを実現するために、バリアフリー情報、「だれでもトイレ」（※）、保育関連
施設等に関する情報を掲載しています。マップ制作において、障がい学
生支援室利用学生および支援学生が早稲田・戸山・西早稲田・所沢の
4キャンパスのバリアフリー調査に協力してくれました。

Webサイト▶https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2017/03/31/2395/

GS Events
　ジェンダー・セクシュアリティに関する勉強会やテーマ別カフェイベントだけでな
く、学生サークルや学内他箇所と連携したイベントを行っていく予定です。詳細は
ウェブサイトをご覧ください。

　ダイバーシティ推進室と、学生支援のための実行組織であるスチューデントダイバーシティ
センター（学生部）および関係箇所が連携を図り、全学的な視野で早稲田大学のダイバーシ
ティの実現に取り組みます。

GS Mission
1. 安心・安全に相談ができるクローズドな相談支援センターとしての機能
2. 知識にアクセスできるオープンなリソースセンターとしての機能
3. イベント等を実施するセミオープンなコミュニティスペースとしての機能

GS Support
●ジェンダー・セクシュアリティに関する疑問や質問に、可能な限りお応えします。
●学生生活で感じたちょっとした違和感や心配事、不自由などについて、GSセン
ターの専門職員が可能な範囲でお聞きします（プライバシーは守られます）。
必要な情報の提供や学内外の専門機関への橋渡しなども行なっていますので、
お気軽にご相談ください。

WSCメンバーズ基金寄附講座

スチューデントダイバーシティセンター  GS（ジェンダー・セクシュアリティ）センターが開設されました

　病気治療のため右腕の成長が小学5年生で止まり、右半身に機能障害があると冒頭に
語った芦田氏。自身のアスリートとしての活動に加え、世界のパラリンピアンたちを例に出
しながら、競技レベルが低いと誤解されがちなパラリンピックにおいて、オリンピックの記
録を超える例もあることや、障がいやバックグラウンドの全く異なるパラリンピアンがそれ
ぞれ創意工夫し競技するという、「フラット」ではないからこそ感じる面白さがパラリンピッ
クにはあるというお話に、100名以上の参加者が耳を傾けました。講演終了後も質問者の
列が途切れないほど、参加者の関心の高さが印象的な講座となりました。

　LGBTQをめぐる米国の現状や当事者としての体験談、カミングアウトを受容した家族のストーリーと社会へのメッセージなどについて、88名の来場者が登
壇者の講演に耳を傾けた公開講演会。グレン・D.・マグパンタイ氏からは、NQAPIAの紹介、交差する移民とクィア（セクシュアル・マイノリティの総称）の権利、
LGBTQ当事者の可視化について、マーシャ・アイズミ氏からは、トランスジェンダーの子を持つ親としての葛藤、家族から学んだ教訓について、矢部文氏より、
レズビアンの我が子を取り巻く社会の反応を踏まえた「誰もが過ごしやすい社会」の実現に向けた強い思いと願いについてお話をいただきました。
　「各登壇者の活動の推進力の裏にある現実」「自分で自分のセクシュアリティを受け入れるということが大きな壁の1つであること」「親の心情について」な
どに触れることができ、講演者それぞれのストーリーが心に響いた、大変メッセージ性の高い講演会となりました。

本学政治経済学部卒業／リオデジャネイロパラリンピック 4×100リレー銅メダル／
トヨタ自動車（株）オリンピック・パラリンピック部プロジェクト推進室アスリート支援G( )

西早稲田キャンパス
「学生・教職員用託児室」開設
　2017年4月、西早稲田キャンパス60号館2階のダイバーシティ
推進室分室内に、本学2か所目となる「学生・教職員用託児室」が開
設し、早稲田キャンパス99号館（STEP21）1階と同様、大学が提携
する保育事業者による一時預かり託児サービスがご利用いただける
ようになりました。
　同施設は、利用者が保育に携わる方を自分で手配したうえで、託児
用スペースのみをご利用いただくことも可能です。詳しくは、ダイ
バーシティ推進室ウェブサイトをご覧ください。

参加者の声

＊LGBTQ：LGBTは、L：Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、G：Gay（ゲイ、男性同性愛者）、B：Bisexual（バイセクシュアル、両性愛者）、T：Transgender（トランスジェンダー、周囲の人間が想定する性別や生物学的性別とは異なる性別を生きる者）の頭文字からなる、セクシュアル・
マイノリティ（性的少数者）を総称する語として日本でも近年広く使われている。Q：Questioning（クエスチョニング、自身の性のあり方を探している・決められない、またはあえて決めない者）／Queer（クィア、LGBTの定義にあてはまらない性的マイノリティ）などが並べて表記される場合もある。

＊ALLY（アライ）：一般的に性的マイノリティの「支援者」「理解者」を指す言葉。「WASEDA LGBT ALLY WEEK 2017」では、「誰もが誰かのALLYになれる」をテーマに、LGBTの問題を「当事者」と「支援者」だけでなくみんなで考えられるよう、
「ありのままの『その人』を尊重できる人」と定義されました。

対象：①理工学術院に所属するキャリア初期研究者（専任講
師、助教、任期付講師、次席研究員、研究助手、助手）
②博士後期課程および一貫制博士課程在籍者、博士
後期課程および一貫制博士課程進学希望の修士課程
在籍者

　2017年4月、スチューデントダイバーシティセンターの一部門として新たに設置されたGS（ジェンダー・セクシュアリティ）センター。性的マイノリティ学生の支援と、
全ての学生が性のあり方に関する教養を身に付けALLY（アライ）＊になるためのさまざまな施策を企画・運営することを目的として設置されました。

　施設・機能の整備等にともない、定期的にマップ情報を更新する予定
です。記載内容について、お気づきの点がありましたら、ダイバーシティ
推進室までお知らせください。

※「だれでもトイレ」は、性別を問わずどなたでもご利用いただけます。車椅子対
応、オストメイト、オムツ交換台、ベビーチェアなどの機能について、右図「だれ
でもトイレ」サインのようにピクトグラム（マーク）で表示しています。なお車椅
子利用者など広めのスペースが必要な方、介助を必要とする方などが、必要なと
きに優先して使えるようご理解とご協力をお願いいたします。

ダイバーシティ推進室ウェブサイト「ムービー」より動画を配信中

▲ 参加者の質問に耳を傾ける登壇者

◀ 早稲田キャンパスUDマップ
（一部抜粋）

▲ 「だれでもトイレ」サイン

▲ GSセンター（10号館2階）室内の様子

▲ パラリンピックの面白さや課題に
ついて語る芦田氏

▲ 講師の講演に聴き入る会場

▲ 理工系女性メンター制度ポスター

▲ 畳仕様、壁面マットで安全。絵本やおもちゃもあります

ダイバーシティ推進室

教職員支援に関する
実行組織

学生支援に関する
実行組織

スチューデント
ダイバーシティセンター
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参加者の声（抜粋）

多様な生き方を受容すること ─LGBTQをめぐる米国の現状から─公開
講演会

　今回の講演会に参加し、私は「愛」とは何かについて改めて考えさせられた。世界には、様々
な形態での「愛」があるが、根本的には2つに分類されると考える。「奪いあう愛」と「与えあう愛」
だ。人が一番満たされる愛に近づくためにはどうすればよいか。
　講演者の中に、日本人の養女を引き取り、その後その子からトランスジェンダーであることを
カミングアウトされたという経験をお話された方がいた。その子自身も自身の「性」について非
常に悩み苦労をされたと思うが、母親である講演者も計り知れないほど様々な葛藤に打ち勝っ
てきたと思う。母親は、人と違うからといって「普通に（女の子らしく）なりなさい」とは言わず、
ありのままを受け入れ、今も我が子のために戦っている。そして、現在、息子として生きる彼も

すべてを受け入れてくれる母親の愛を感じ、日々感謝している。この「ありのままに受け入れる
行為、そして感謝と喜びで生きる姿」が本当の意味で「愛」なのではないかと感じた。
　どのような形で人を愛するかよりも、どのような心で人を愛するかの方が大切ではないかと考
える。「まず愛してほしい」という奪い合う愛か、「まず愛してあげたい」という与えあう愛か、選
択するのは自分の心だ。相手がどんなセクシュアリティを選択するにせよ、まず自身の心を愛で
満たし、その上で人に愛を与えるような人が一人でも増えるとよい。

法学部2年　林 美沙

概 要

概 要

2017年4月18日（火）日程 大隈記念タワー（26号館）地下1階多目的講義室場所

グレン・D.・マグパンタイ氏 （全米アジア・太平洋諸島系クィア連盟（NQAPIA）事務局長）
マーシャ・アイズミ氏 （PFLAG（米国LGBT当事者の親とアライの団体）ナショナル理事）
矢部 文氏 （PFLAG NYC－API Rainbow Parentsコミュニティアウトリーチ担当／早稲田大学ニューヨーク稲門会副会長／LGBT稲門会会員）

講師

2017年5月19日（金）日程 14号館402教室場所

芦田 創氏講師

腕がつかえないというスペシャルなこと ～「個性」が際立つパラリンピック～公開講座

●「かっこいい障がい者」という言葉が印象に残った。障がいの有無に
関係なく誰もが普通に過ごせる社会を創りたいと思った。

●パラリンピックの選手達は、障がいを持っていることに対して、それを
個性としてとらえているのだと知りました。

●パラリンピックは“障がい者のオリンピック”とおきかえられて、どうし
ても「障がい者」であることがクローズアップされている。純粋にスポー
ツの大会として見えづらくなっているのは、その選手自身を見つめられ
ない社会の風潮にあるということを痛感した。パラリンピアンの方々
が“アスリート”であることが先行する社会を目指していきたいと思う。

●障がい者が頑張っている姿ではなく、1人のアスリートとして芦田さん
の努力がすごくかっこいいと思った。今の日本は何となく障がい者を
特別視しているように見えるが、芦田さんの話をきいて、体のハンデは
あっても、意志や明確な将来のビジョンをもっていれば、障がいなど関
係ないということを実感した。

●障がい者は健常者より劣っているわけではなく、「個性」でしかないと
いうのを改めて感じた。

●自分の知らない障がいの世界をリアリティのあるお話で教えてもらっ
たことがとても刺激的だった。障がいというラベルで分けられたくな
いという思いに深く共感した。

理工系女性メンター制度のご案内
　学業・研究とプライベートの両
立やキャリア形成を考えるうえで、
悩みや問題を解決するためのヒン
トを得たり、問題を自発的に解決
する能力を身に付けたりすること
を目的とした制度です。経験豊か
なメンター（本学教員）が対応い
たしますので、安心してお気軽に
ご利用ください。

Webサイト▶https://www.waseda.jp/
inst/diversity/portal/mentor/

早稲田大学UD（ユニバーサルデザイン）マップを活用しよう！
　早稲田大学UDマップは、だれもが安心して過ごせるキャンパスづく
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WSCメンバーズ基金寄附講座
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　LGBTQをめぐる米国の現状や当事者としての体験談、カミングアウトを受容した家族のストーリーと社会へのメッセージなどについて、88名の来場者が登
壇者の講演に耳を傾けた公開講演会。グレン・D.・マグパンタイ氏からは、NQAPIAの紹介、交差する移民とクィア（セクシュアル・マイノリティの総称）の権利、
LGBTQ当事者の可視化について、マーシャ・アイズミ氏からは、トランスジェンダーの子を持つ親としての葛藤、家族から学んだ教訓について、矢部文氏より、
レズビアンの我が子を取り巻く社会の反応を踏まえた「誰もが過ごしやすい社会」の実現に向けた強い思いと願いについてお話をいただきました。
　「各登壇者の活動の推進力の裏にある現実」「自分で自分のセクシュアリティを受け入れるということが大きな壁の1つであること」「親の心情について」な
どに触れることができ、講演者それぞれのストーリーが心に響いた、大変メッセージ性の高い講演会となりました。

本学政治経済学部卒業／リオデジャネイロパラリンピック 4×100リレー銅メダル／
トヨタ自動車（株）オリンピック・パラリンピック部プロジェクト推進室アスリート支援G( )

西早稲田キャンパス
「学生・教職員用託児室」開設
　2017年4月、西早稲田キャンパス60号館2階のダイバーシティ
推進室分室内に、本学2か所目となる「学生・教職員用託児室」が開
設し、早稲田キャンパス99号館（STEP21）1階と同様、大学が提携
する保育事業者による一時預かり託児サービスがご利用いただける
ようになりました。
　同施設は、利用者が保育に携わる方を自分で手配したうえで、託児
用スペースのみをご利用いただくことも可能です。詳しくは、ダイ
バーシティ推進室ウェブサイトをご覧ください。
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＊LGBTQ：LGBTは、L：Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、G：Gay（ゲイ、男性同性愛者）、B：Bisexual（バイセクシュアル、両性愛者）、T：Transgender（トランスジェンダー、周囲の人間が想定する性別や生物学的性別とは異なる性別を生きる者）の頭文字からなる、セクシュアル・
マイノリティ（性的少数者）を総称する語として日本でも近年広く使われている。Q：Questioning（クエスチョニング、自身の性のあり方を探している・決められない、またはあえて決めない者）／Queer（クィア、LGBTの定義にあてはまらない性的マイノリティ）などが並べて表記される場合もある。

＊ALLY（アライ）：一般的に性的マイノリティの「支援者」「理解者」を指す言葉。「WASEDA LGBT ALLY WEEK 2017」では、「誰もが誰かのALLYになれる」をテーマに、LGBTの問題を「当事者」と「支援者」だけでなくみんなで考えられるよう、
「ありのままの『その人』を尊重できる人」と定義されました。

対象：①理工学術院に所属するキャリア初期研究者（専任講
師、助教、任期付講師、次席研究員、研究助手、助手）
②博士後期課程および一貫制博士課程在籍者、博士
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在籍者

　2017年4月、スチューデントダイバーシティセンターの一部門として新たに設置されたGS（ジェンダー・セクシュアリティ）センター。性的マイノリティ学生の支援と、
全ての学生が性のあり方に関する教養を身に付けALLY（アライ）＊になるためのさまざまな施策を企画・運営することを目的として設置されました。

　施設・機能の整備等にともない、定期的にマップ情報を更新する予定
です。記載内容について、お気づきの点がありましたら、ダイバーシティ
推進室までお知らせください。

※「だれでもトイレ」は、性別を問わずどなたでもご利用いただけます。車椅子対
応、オストメイト、オムツ交換台、ベビーチェアなどの機能について、右図「だれ
でもトイレ」サインのようにピクトグラム（マーク）で表示しています。なお車椅
子利用者など広めのスペースが必要な方、介助を必要とする方などが、必要なと
きに優先して使えるようご理解とご協力をお願いいたします。

ダイバーシティ推進室ウェブサイト「ムービー」より動画を配信中

▲ 参加者の質問に耳を傾ける登壇者

◀ 早稲田キャンパスUDマップ
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INFORMATION

　週末の公園で、保育園のお迎え時、就寝時一緒に布団に入るとき、子どもの笑顔にほっとする。任された仕
事やこれと決めた研究は一生懸命に、しかしある種の諦めや潔さを持って働き、今この時にしかない子どもの成
長を楽しみながら、ひとときでも一緒の時間を大切に過ごしたいと考えている。

分刻みのスケジュール共有
　子どもが生まれる前も、私は現職、同業の妻も常勤で仕事に就いており、それぞれ自分の時間を自由に使っ
て好きなように働くことができた。しかし、妻の出産を期に一転した子ども中心の生活は、絶対的に時間が足り
ない。この状況は今でも変えられないが、「仕事と育児の両立ができています」とはまず言えない。遠方に住
む両親には頼れない状況のなか、妻はまもなくフルタイムで復職したが、認可保育園に入れないという結果も
重なり、毎日が綱渡りで不安であるのが率直な感想だ。
　妻は夜間開講授業を担当することが多く、夕方以降の授業や仕事をやりくりするための家族間の綿密なスケ
ジュール共有は欠かせない。限られた時間の中で互いのスケジュールを擦り合わせ、仕事を調整することや、
やむなく断る判断をすることはあるが、責任が大きく優先すべき仕事も多くある。現在は、家庭のことや育児に
ついて妻に任せている割合がとても大きい。

支え合う研究室
　研究はチームで進めているため、自身のスケジュールはプライベートを含めて研究室のメンバーにも共有す
るようにしている。「研究」という特殊な業種において、ワークライフバランスを保ちながら進めるためには、仲
間同士で個々の状況を共有し理解し合うことが大切なことなのではないかと感じている。研究室外からスカイ
プなどを用いた対応も可能ではあるが、コミュニケーションは生身でなければならないことも多く、毎日少しの
時間でも研究室の学生らと言葉を交わすことを大事にしている。また、研究室には女性がとても多く、私以外に
も育児中の研究者がいる。これまで、子育て等を理由に研究を継続することができず断念した女性研究者を何
人も見てきたが、そうあってはいけない。今、私は研究室のメンバーに本当に助けられているのだが、互いの状
況を理解し合い仲間同士のつながりを意識して、気持ちよく研究ができるような環境、だれもが働きやすい環
境を作っていきたいと思っている。

家族の絆
　時間が限られるからこそ家族間・研究室内でのスケジュール共有を徹底するし、海外の学会に子どもを連れ
ていくこともしてきたように、子どもがいるからといって仕事を諦めることはしたくない。研究室の運営や所属
箇所の教務主任という役職上の仕事など責任をもって果たすべき仕事が多いなか、これまでなんとかやってく
ることができたのは、仲間の理解、そして同業の妻の仕事への理解があってこそだと感謝している。子どもが
生まれる前までのかなり無理な仕事の仕方や、健康管理状況を思い返すと、今は子どもと共に就寝する習慣か
ら得られた睡眠時間の確保や朝型の生活スタイルへの転換など、健康的な生活を送るうえで子どもに助けられ
ていると思うこともずいぶんある。仕事を軸として考えたとき、子育てはどうしても自分の思うようにならない
こともあるが、家族の一体感や家族に対する責任感は確実に増した。

　子育てをしながらの綱渡りと感じる生活の中にも多くの喜びがある。もし子どもの誕生が、自身がキャリアを
積んで実績を上げることに時間を費やさなければならない時期であったなら、今と同じようにはできていなかっ
たかもしれないが、研究で関わる仲間はもちろん、これから研究者を目指す人々が子育てを理由に研究継続を
諦めることはしてほしくない。両立を支援する施設や環境がさらに充実し、所沢キャンパスそして早稲田大学が、
子育て・介護等に携わる研究者にとってより働きやすい環境となることを一構成員として願っている。

ワークライフバランス挑戦中！⑯

諦めず、働き続けられる環境をつくること
スポーツ科学学術院教授　岡 浩一朗

「ダイバーシティと早稲田大学の使命」開催

「ダイバーシティと早稲田大学の使命」開催P.1
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早稲田大学ダイバーシティ推進室開設一周年記念シンポジウム

■登壇者  竹内 淳 理工学術院長（理工学術院教授）
藤本 浩志 人間科学学術院長（人間科学学術院教授）
三神 弘子 スチューデントダイバーシティセンター長（国際学術院教授）

■コメンテーター  橋本 周司 副総長　
■宣言発表  畑 惠子 ダイバーシティ推進担当理事　
■挨拶／質疑・討議司会  矢口 徹也 ダイバーシティ推進室長

2017年8月2日（水）日程 大隈記念講堂 小講堂場所

に明け暮れていた当時とは隔世の感があります。「障がい学生への合理的配慮の
あり方が課題」、「教職員含めた全構成員への展開を期待」と、かなり状況は進ん
でいたので、またまた衝撃が走りました。
　そのような意味で、今回の講演は私にとって大変感慨深く、また価値のある講
演でした。藤本先生、ありがとうございました！

研究院兼研究推進部調査役　福田 秀彦

　2005年、学生生活課の担当者だった私は「障がい学生支援室を何とか立ち上
げたい！」との一心で、他大学を視察しては先行事例の調査を重ねながら、悶々
とした日々を送っていました。2006年3月1日、障がい学生支援室が設置され、
ようやく日の目をみました。あれから11年の歳月が流れ、時代も世の中も大きく
変わってきましたが、その後、研究推進部に異動した私の頭の中は当時から止まっ
たままでした。今回の藤本学術院長の講演に、止まったままの私の障がい学生支
援の世界観は大きく突き動かされました！
　現在私が研究院で担当する研究機構の一つ、次世代ロボット研究機構でヘルス
ケアロボティクス研究所長としてご尽力いただいている藤本先生。その研究の原
点は動力義足の開発（階段昇降が可能な大腿義足）。これをのっけから『今の学
生には「やめた方がいいよ」と指導します』と衝撃の冒頭。先生いわく「これはマ
イノリティーと見なされる障がい当事者を必ずしも対象に含めていなかった当時
の社会の有様、当事者自身が個人で対応せざるを得なかったという1980年代当
時の発想からきたもの。バリアフリー新法も制定された2000年代になると、当
事者も含むすべての人たちを対象とした社会にすべく、社会や環境としてエレ
ベータ等のインフラからの適切な支援さえあれば特別な義足がなくてもうまくい
く、という発想に転換されている。環境因子が重要なのですよ」と。先生からの
丁寧な説明に、冒頭の衝撃も「なるほど！」と見事に変化しました。
　後半は、障がい者を取り巻く世界的な動きの説明、障がい学生支援室への期待
と続き、私の中で止まっていた頭の回転も一気に加速し、現況をキャッチアップす
ることができました。障がい学生支援室立ち上げに向けて、「どうやって支援室の
スタッフを集めようか。支援の学生をどうしようか」など、体制整備の問題ばかり

及され、最後に、今後のダイバーシティ推進に向け、本学の構成員への期待を伝
えました。
　三神弘子スチューデントダイバーシティセンター長は、4月に新設したGSセン
ターについて、開室から今までの運営状況や4か月間の利用者状況等に関する報
告とともに、引き続き課題について向き合っていくという決意を語りました。
　質疑・討議では、登壇者3名に橋本周司副総長がコメンテーターとして加わり、
矢口徹也ダイバーシティ推進室長の司会のもと、本学におけるダイバーシティ推
進の意義や今後の課題をあらためて共有する場となりました。
 ※Course N@viより配信中

シンポジウム

GSセンターが開設されました
早稲田大学UDマップを活用しよう！

P.2
「多様な生き方を受容すること 
─LGBTQをめぐる米国の現状から─」参加者の声

公開講演会

　「早稲田大学ダイバーシティ推進宣言（7月1日公表）」を受け、「早稲田大学の
ダイバーシティを考える」をテーマとした第3回シンポジウムを開催しました。
　基調講演では、はじめに竹内淳理工学術院長が、日本の人口構造の現状を踏ま
え、なぜダイバーシティに取り組まなければならないのかを理系研究者の視点か
ら分析しました。これまで自身が取り組んできた男女共同参画の推進やポジティ
ブ・アクションについて理工学術院における現状を語り、今後、ダイバーシティの
推進は必然であると締めくくりました。次に、藤本浩志人間科学学術院長より、自
身の研究をきっかけに始まった障がい学生支援室との関わりと本学の障がい学
生支援についての説明がありました。障がい者を取り巻く社会状況について言

図書館のお子さま同伴利用に
関するお知らせ
　子育てをしながら研究・学習に取り組んでい
る方々を支援するため、所沢図書館は5月から、
中央図書館は7月からお子さまを連れての入館
いただけるようになりました。ご利用に関する詳
細は、各図書館ウェブサイトをご確認ください。

理工系女性メンター制度のご案内
西早稲田キャンパス「学生・教職員用託児室」開設

公開講座

「腕がつかえないというスペシャルなこと 
～「個性」が際立つパラリンピック～」参加者の声

※記事に記載する講演会等講師、執筆者等の肩書きは発行当時のものです。

■ 略歴：1999年に早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程を修了し、博士（人間科学）の学位を取得。早稲田大学人間
科学部助手、日本学術振興会特別研究員（PD）、東京都老人総合研究所（現東京都健康長寿医療センター研究所）介護
予防緊急対策室主任を経て、2006年4月に早稲田大学スポーツ科学学術院に准教授として着任。2012年4月より現
職（2016年9月より、教務担当・教務主任）。専門は、健康行動科学、行動疫学。

岡浩一朗オフィシャルWebサイト ▶ http://www.f.waseda.jp/koka/

「あれから時は動いた！！」 本学の障がい学生支援室の立ち上げに携わった経験から、障がい学生支援の問題を身近に捉えている参加者より感想をいただきました。

▲ 子どもと一緒に国際共同研究を行なう先生を訪問
（オーストラリアの国際学会にて）

▲ 「座り過ぎ」による健康リスクの研究
「スタンディングデスク」を使用する研究室

▲ 檀上左側の別スクリーンで、PC同時通訳による情報保障対応をおこないました。▲中央図書館外観

▲ ゼミ生（学部生・大学院生）集合写真

▲ 会場からの質問に答える登壇者


