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INFORMATION

▲ 次男が生まれた日、上の子たちは
大喜びでした

▲ 長女はいつも「お母さんみたいに
なりたい」と言ってくれます

▲ 保育園の行事は小学生の長男も
必ず観に行きます

▲ 会場からの質問に答えるスウェーデン大使館の方々

エラノア・セザー氏アップルヤード 和美氏

職員になって、15年が経ちました。今まで経験した職場は、3箇所。それぞれの箇所で子どもを1
人ずつ出産し、気付けば3人の母となりました。
第1子を妊娠する前は、それこそ仕事に夢中の毎日でした。新卒で最初に配属されたのは、エクス

テンションセンター。上司や先輩、関連会社やアルバイトの皆さんに助けられ、教員の方々には見守っ
ていただきながら、全力で仕事に向き合いました。社会人になりたてで要領を得ないこともあり、定時
で帰ることがまずない毎日。繁忙期には、事務所を最後に出る日も数知れず。新米社会人として、仕
事の量に向き合い、素直な気持ちを持ちながら人にも真摯に向き合う。走りながら誠実に仕事をする
ことの大切さを学んだ、充実した日々でした。
結婚してもしばらくはそのような働き方でしたが、第1子を妊娠してから、働き方を変えることになり

ました。つわりがひどい体質で、定時の時間内で働くのがやっとの状況が、すべての妊娠時で出産前
まで続きました。出産後、3人とも0歳から保育園に預け職場復帰しましたが、今度は保育園のお迎え
で残業ができない上、子どもたちに体力がつく3歳くらいまでは、仕事中に保育園から呼び出しがかか
ることも数知れず。私も夫も実家が遠く応援を頼むことが難しいため、夫と半休を取り合い、昼休みの
時間帯に交代して子どもを看るなど、病気になるたびに半休や全休をいただかざるを得ませんでした。
2箇所目に配属されたレジデンスセンターでは、異動初日にさあ初心に戻ってがんばろう！と思って
いた矢先、「お子さんが水ぼうそうになりました」と保育園から電話があり、そのまま数日間お休みを
いただいたこともありました。
長時間働けない、急にお休みをいただくことがある状況の中、常に時間配分や業務の前倒しを考え、
今まで以上に周りの方々との連携を意識して働くようになりました。「情報共有をしながら業務を遂行
すること」が必須な立場であるからこそ見えてくるものを、日々の業務やその改善に落とし込んでいこ
う。常にそう強く意識しながら仕事を進めています。
現在勤務している学生生活課では、次男が0歳の間は育児・保育時間（時短勤務）、1歳になってか

らは育児のための所定時間外勤務の免除を申請し、定時までの勤務とさせていただいています。私の
状況を理解してくださる上司、担当業務に定時を超えるものがあればバトンタッチで進めてくださる同
僚の皆さん、一緒に働いている派遣スタッフの方や学生スタッフ（学生生活課にはスチューデントジョ
ブとして働いている学生が数名います）の皆さんがいつも快くサポートしてくれるからこそ、仕事と家
庭の両立ができている現在。
妊娠・出産は、プライベートでは大変喜ばしく大切なことですが、職場には間違いなく負荷をかけて

しまうことでもあります。産休や育休の取得や、子育てしながら働き続けられるのは、本学の恵まれた
制度のもと、職場の皆さんのご協力があってのものです。幸いにも私はいつも人に恵まれ、温かく応
援してくださる方々に囲まれてきました。その応援の気持ちに応えられるよう、真摯に仕事に向き合う
ことで恩返ししていきたい。そして、子育てしながら働き続けたいと考える職員の皆さんに、こんな働
き方もあるんだと思っていただけるよう、これからも日々精進していきたいと思います。

ワークライフバランス挑戦中！⑰

長時間働けないからこそ見えてくるもの
学生生活課専任職員　福山 小帆里

INDEX

公開講演会

ジェンダーを超えて自分らしく生きられる社会
～男女平等・LGBTQに関するスウェーデンの取り組み～

P.1 公開講演会

※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。　※ Please refer to our website（https://www.waseda.jp/inst/diversity/en/）for articles in English.

連載           ワークライフバランス挑戦中！⑰
長時間働けないからこそ見えてくるものP.4
学生・教職員用託児室等の教職員用窓口変更のお知らせ

　本講演会はスウェーデン大使館ご協力のもと開催いたしました。はじめにアップルヤード 和美氏より、スウェー
デンにおける女性の活躍や男女平等を推進するための政策が進められていること、子育て支援制度も男女平等で
あり、男性が育児に積極的である事例がインタビュー動画も交えて紹介されました。つぎにエラノア・セザー氏か
らは、スウェーデンのジェンダーマイノリティについて説明がありました。スウェーデンのLGBTQはメディアで常
に注目・議論され、国民全体の関心度が非常に高いこと、その一方で、宗教の影響や精神的な負担・暴力・いじめ
などの問題もあることがお話から明らかになりました。「日本でLGBTQに関する意識を高めるには何が必要か？」
等の問いかけがあり、多様な視点から自ら考えることの重要性について参加者が再認識する講演会となりました。

連載

本学商学部を卒業後、2003年に入職。2003～2010年、エクステンションセンターにて社会人向け公開講座の企画、短期留学
プログラム等を担当。2010～2016年、レジデンスセンターで学生寮の広報業務等を担った後、2016年6月より学生生活課
にて勤務。現在はサークル関連の業務に携わっている。

■略　　歴：

■家族構成：

参加者の声

ジェンダーを超えて自分らしく生きられる社会
～男女平等・LGBTQに関するスウェーデンの取り組み～

■登 壇 者  アップルヤード 和美氏 スウェーデン大使館政治経済担当官
エラノア・セザー氏 スウェーデン大使館広報部補佐

■司会進行  弓削 尚子 法学学術院教授

2017年11月10日（金）日程 小野記念講堂場所

　世界初の「フェミニスト政府」を自認し、閣僚の半数、国会議員の44％を女性が占
める政治参画割合や雇用率など、男女別の統計グラフからスウェーデンの現状と変遷
を知ることができた。国が男性の育児休暇取得を促進する父親月間の導入など、男
女平等推進のさまざまな改革や法整備を行ってきた結果、女性の進出を男性がサポー
トする社会が形作られたのだと納得した。
　LGBTQについては同性婚や養子縁組など、当事者の権利がかなり認められてい
る。性別変更の際には、日本では必要な手術が不要で、医学検査に基づく判断のみ
だそうだ。当事者が安心して施設を利用できるようNPO発行のLGBTQ認定書が
広く活用され、長年反対していたスウェーデン国教会も同性同士の教会婚を認め始
め、伝統さえも変えていく社会風潮が感じられた。
　法整備や育休制度、教育面など、日本が見倣うべき点はたくさんあると感じた。地
方自治体の動きもあり、今後日本に合った形でダイバーシティが推進されていくこと
に期待したい。

法学部4年　奥山 美菜

学生・教職員用託児室等の教職員用窓口変更のお知らせ
　2017年12月1日より、下記の教職員用窓口を給与厚生課から
ダイバーシティ推進室に変更しました。
❶学生・教職員用託児室 ※学生用の窓口は、従来通り学生生活課となります。
❷ホームヘルプ補助
❸休日の授業実施日等における介護・育児負担に関する特別措置
　詳細はダイバーシティ推進室ウェブサイト（両立支援＞施設・
サービス案内）をご確認ください。

※Course N@viより配信中

＊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。

活動報告（2017年度）

P.3 若手研究者のランチ会
「自分らしく歩みたい研究者、
 それぞれのワーク・ライフ・バランス」

P.2 第3回 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～
「私がこの道を選んだ理由」
座談会企画  「育休を取得した男性職員に語ってもらいました」
早稲田大学UDマップを更新しました
戸山図書館  お子さま同伴利用に関するお知らせ

夫と息子（9歳と1歳）、娘（6歳）の5人家族。
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▲ 講演される日高 彩氏
▲ 左から、草柳教授、田辺教授、豊田教授

▲ 参加者と意見交換する
山田 宮土理氏

参加者の声

第3回 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～ 

「私がこの道を選んだ理由」

　今回は創造理工学研究科で建築を学ばれたお二人が講演をされました。大学教員の山田氏は、「将来やりたい
仕事が決まっている？」と参加者に問いかけ、Yes or Noの答えに対し「悩むより行動しよう」「現実的な問題を考
えるより挑戦しよう」とアドバイス。国家公務員の日高氏からは、総合職技術系としてのやりがい・魅力について
話され、女性のキャリアについて「個性と仕事への意志次第でさまざまな選択ができる。いろんな意見を参考に
自分に合った働き方を見つけてください」とメッセージをいただきました。その後、参加者のテーブルに講師と理
工系教職員が加わり、お茶とお菓子を楽しみながら活発な意見交換が行われました。

●シンポジウムでは建築学科出身のお二人の話を聞き、進路の指針に
なりました。またプライベートな話も聞くことができ、これからの人生
の参考になると思いました。シンポジウムの後も快く相談を受けてい
ただき、参加して本当に良かったと思いました。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　萩原 安寿

●お二方のお話を伺って、どのような環境にいても自分なりのワークラ
イフバランスのとり方を見つけることが大事なのだと感じました。ま
た、今後自分がそれを模索する上で、今までの考え方に縛られずに行
動してみるという今日のお話を覚えておきたいと思いました。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　渡邊 恵

●女性の仕事と家庭の両立は本当に可能か？その疑問が、山田さんの
「子供がいるから『やれない』『やってはいけない』ことは何もない、と
思うことにした」「両立のあり方は多種多様で正解はない」という言
葉で、すべて自分次第なのだという覚悟に変わり、勇気づけられた。

先進理工学部物理学科1年　柏木 ゆり

●今回シンポジウムでお二人のお話を聞いて、選んだ道に対する芯の強
さを感じました。それは過去の決断に対する評価や自身の将来への
希望などをしっかりと持っているからだと思いました。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　奥村 華帆

●女性が活躍できる環境が整っていなかった建築の世界で、講演してい
ただいた方々を中心に現状が変わってきているのだと思います。周
囲の理解や協力も必要ですが、講演された方々の意思の強さや前に
進むエネルギーを感じました。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　大木 漱一郎

●就職する女性は以前に比べて多くなり、女性にとっても選べる職業も
多くなってきています。建築の分野でも活躍されている女性が多くな
りました。卒業後の人生計画も多様になって女性の職場地位も高く
なりました。先輩たちは良い手本だと思います。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　蒋 宗佑

活動報告活動報告（2017年度）

■講　　師  山田 宮土理氏 近畿大学建築学部建築学科 助教
日高 彩氏 国土交通省 大臣官房官庁営繕部 計画課 計画基準係長

■司会進行  所 千晴 理工学術院教授

2017年11月2日（木）日程
西早稲田キャンパス55号館
1階大会議室場所

若手研究者のランチ会 

「自分らしく歩みたい研究者、それぞれのワーク・ライフ・バランス」

みなど、さまざまな事柄について質問、話題が出ました。例
えば、出産や子育て、親や祖父母の介護、配偶者との関係
等々の家庭生活・私生活に関わるさまざまな課題と研究・
キャリア（職業生活）との折りあい、研究上の悩み、研究生
活における健康管理の難しさ等々。短い時間の中で、若手
研究者を取り巻く状況の厳しさ、問題の多様さと深さが浮か
び上がってきました。専門領域や年代を超えて、問題を共有
し考えていくきっかけにしていきたく思います。

文学学術院教授　草柳 千早

ランチ会を開催して

　研究者としての生活途上に待ち受けるさまざまな事柄について、就職、結婚、ご自身・パートナーの出産を経験
し現在子育て真っ最中の教員2名を囲んで話し合いました。日頃の専門の枠を超えて共に問題を考えるひとつの
機会となったのではないでしょうか。

　戸山キャンパスで2年ぶりに若手研究者のランチ会（共
催：文学学術院、後援：キャリアセンター）を開催しました。
専門領域を超えてキャリアについて考えネットワークをつく
る場として企画し、学部生から教員まで幅広い層から29名
の参加者を得ました。
　研究とキャリア、私生活、特に子育て等家庭生活にどのよ
うに取り組んでいるかについて、教員2名から実体験を踏ま
えた話を聞き、全体で質疑応答、意見交換を行いました。参
加者からは、研究者としてやっていく上での問題や疑問、悩

■話題提供  豊田 真穂　文学学術院教授
田辺 俊介　文学学術院教授

■司会進行  草柳 千早　文学学術院教授

2017年12月18日（月）日程
戸山キャンパス33号館
16階第10会議室場所

座談会企画 
「育休を取得した男性職員に語ってもらいました」
　育児休職制度を活用した経験のある男性職員4名が集まり、育休を取得しよ
うと思ったきっかけや休職中のエピソードなどを語りあう座談会を開催しました。
座談会の記事はダイバーシティ推進室ウェブサイトをご確認ください。

早稲田大学UDマップを更新しました 戸山図書館 お子さま同伴利用に関するお知らせ

▲ 礼拝のできるスペース

　ユニバーサルデザインの考え
方をもとに作成した「早稲田大学
UDマップ（日英共通）」を更新し
ました。バリアフリー情報に加え、
「だれでもトイレ」、礼拝のできる
スペース、お子さま同伴で利用
可能な図書館、保育関連施設等
の情報を掲載しています。

　子育てをしながら研究・学習
に取り組んでいる利用者を支援
するため、所沢図書館、中央図
書館に続き、11月から戸山図書
館もお子さまを連れて入館がで
き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。

氏名は50音順、◎委員長　○副委員長　◆部会長　
◇副部会長 （掲載の委員・部会委員は2017年12月1日現在）

ダイバーシティ推進委員会
　7月に「早稲田大学ダイバーシティ推進宣言」を公表、ダイバーシティ
推進委員会設立1周年記念シンポジウムを開催しました。学外向けに
は、JST、JNWES、男女共同参画学協会連絡会が主催するイベントに参
加し、取り組みの紹介等を行いました。

浅倉むつ子（法学学術院教授）・大藪泰（文学学術院長／文学学術院教授）・岡部耕典（文
学学術院教授）・小高京子（高等学院事務長）・○尾内一美（スチューデントダイバーシティセンター
異文化交流担当課長）・黒田一雄（国際部長／国際学術院教授）・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）・佐藤宏之（総務部長）・島田
陽一（副総長・法人統括担当常任理事／法学学術院教授）・須賀晃一（政治経済学術院長／政
治経済学術院教授）・竹内淳（理工学術院長／理工学術院教授）・○所千晴（理工学術院教授）・
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）・藤本浩志（人間科学学術院
長／人間科学学術院教授）・古谷修一（教務部長／法学学術院教授）・三浦暁（人事部長）・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）・村上公一（学生、附属・系属校
担当理事／教育・総合科学学術院教授）・◎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）・横山勝常（教務部事務部長）・ローリー・ゲイ（法学学術院教授＜国際渉外担当＞）

委 員

教育研修部会
　ダイバーシティ関連科目をWebサイトで公開し、障がい学生支援室
のCourse N@viによる映像コンテンツ「障がい学生への修学支援」制
作に協力しました。開設3年目を迎えるWSCメンバーズ基金寄附講座
の公開講座、講演会、交流会を開催しました。

宇羽野聡（総長室校友課職員）・◇大久保裕子（スチューデントダイバーシティセンター
障がい学生支援担当課長）・大庭文子（理工センター事務部研究総合支援課長）・田中丸明日香
（教育企画課職員）・所千晴（理工学術院教授）・野原佳名子（文学学術院学務担当課長）・橋田
朋子（理工学術院准教授）・布施直人（学生生活課職員）・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）

部会委員

制度環境部会
　各キャンパスの授乳室およびダイバーシティ推進室分室などの施設
について、利用者から意見を収集し、関係箇所と今期の利用状況を検証
し、運用を見直しました。女性活躍推進法で定めた一般事業主行動計
画1年目の結果をとりまとめ、公開しました。

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）・関口八州男（学生生活
課長兼スチューデントダイバーシティセンター課長）・田口素子（スポーツ科学学術院教授）・棚村政
行（法学学術院教授）・福田秀彦（データ科学総合研究教育センター事務長）・◇松尾亜弓（環境
保全センター事務長）・村田晶子（文学学術院教授）

部会委員

　「さんかくニュース」No.18、No.19を発行しました。また、障がい者
支援、セクシュアル・マイノリティ支援に関する学内アンケート、女性職員
管理職アンケートを実施しました。ウェブコンテンツの充実、SNSによる
情報発信によりWEBサイト閲覧数は昨年比3割増加を達成しました。

広報調査部会

石田京子（法学学術院教授＜国際渉外担当＞）・尾崎慶吾（理工センター事務部総
務課長）・◆小高京子（高等学院事務長）・尾内一美（スチューデントダイバーシティセンター異文化
交流担当課長）・◇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）・布目有紀（所沢総合事務センター職員）・山内暁（商学学術院教
授）・ローリー・ゲイ（法学学術院教授＜国際渉外担当＞）

部会委員



2 3

▲ 講演される日高 彩氏
▲ 左から、草柳教授、田辺教授、豊田教授

▲ 参加者と意見交換する
山田 宮土理氏

参加者の声

第3回 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～ 

「私がこの道を選んだ理由」

　今回は創造理工学研究科で建築を学ばれたお二人が講演をされました。大学教員の山田氏は、「将来やりたい
仕事が決まっている？」と参加者に問いかけ、Yes or Noの答えに対し「悩むより行動しよう」「現実的な問題を考
えるより挑戦しよう」とアドバイス。国家公務員の日高氏からは、総合職技術系としてのやりがい・魅力について
話され、女性のキャリアについて「個性と仕事への意志次第でさまざまな選択ができる。いろんな意見を参考に
自分に合った働き方を見つけてください」とメッセージをいただきました。その後、参加者のテーブルに講師と理
工系教職員が加わり、お茶とお菓子を楽しみながら活発な意見交換が行われました。

●シンポジウムでは建築学科出身のお二人の話を聞き、進路の指針に
なりました。またプライベートな話も聞くことができ、これからの人生
の参考になると思いました。シンポジウムの後も快く相談を受けてい
ただき、参加して本当に良かったと思いました。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　萩原 安寿

●お二方のお話を伺って、どのような環境にいても自分なりのワークラ
イフバランスのとり方を見つけることが大事なのだと感じました。ま
た、今後自分がそれを模索する上で、今までの考え方に縛られずに行
動してみるという今日のお話を覚えておきたいと思いました。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　渡邊 恵

●女性の仕事と家庭の両立は本当に可能か？その疑問が、山田さんの
「子供がいるから『やれない』『やってはいけない』ことは何もない、と
思うことにした」「両立のあり方は多種多様で正解はない」という言
葉で、すべて自分次第なのだという覚悟に変わり、勇気づけられた。

先進理工学部物理学科1年　柏木 ゆり

●今回シンポジウムでお二人のお話を聞いて、選んだ道に対する芯の強
さを感じました。それは過去の決断に対する評価や自身の将来への
希望などをしっかりと持っているからだと思いました。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　奥村 華帆

●女性が活躍できる環境が整っていなかった建築の世界で、講演してい
ただいた方々を中心に現状が変わってきているのだと思います。周
囲の理解や協力も必要ですが、講演された方々の意思の強さや前に
進むエネルギーを感じました。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　大木 漱一郎

●就職する女性は以前に比べて多くなり、女性にとっても選べる職業も
多くなってきています。建築の分野でも活躍されている女性が多くな
りました。卒業後の人生計画も多様になって女性の職場地位も高く
なりました。先輩たちは良い手本だと思います。

創造理工学研究科建築学専攻修士1年　蒋 宗佑

活動報告活動報告（2017年度）

■講　　師  山田 宮土理氏 近畿大学建築学部建築学科 助教
日高 彩氏 国土交通省 大臣官房官庁営繕部 計画課 計画基準係長

■司会進行  所 千晴 理工学術院教授

2017年11月2日（木）日程
西早稲田キャンパス55号館
1階大会議室場所

若手研究者のランチ会 

「自分らしく歩みたい研究者、それぞれのワーク・ライフ・バランス」

みなど、さまざまな事柄について質問、話題が出ました。例
えば、出産や子育て、親や祖父母の介護、配偶者との関係
等々の家庭生活・私生活に関わるさまざまな課題と研究・
キャリア（職業生活）との折りあい、研究上の悩み、研究生
活における健康管理の難しさ等々。短い時間の中で、若手
研究者を取り巻く状況の厳しさ、問題の多様さと深さが浮か
び上がってきました。専門領域や年代を超えて、問題を共有
し考えていくきっかけにしていきたく思います。

文学学術院教授　草柳 千早

ランチ会を開催して

　研究者としての生活途上に待ち受けるさまざまな事柄について、就職、結婚、ご自身・パートナーの出産を経験
し現在子育て真っ最中の教員2名を囲んで話し合いました。日頃の専門の枠を超えて共に問題を考えるひとつの
機会となったのではないでしょうか。
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催：文学学術院、後援：キャリアセンター）を開催しました。
専門領域を超えてキャリアについて考えネットワークをつく
る場として企画し、学部生から教員まで幅広い層から29名
の参加者を得ました。
　研究とキャリア、私生活、特に子育て等家庭生活にどのよ
うに取り組んでいるかについて、教員2名から実体験を踏ま
えた話を聞き、全体で質疑応答、意見交換を行いました。参
加者からは、研究者としてやっていく上での問題や疑問、悩

■話題提供  豊田 真穂　文学学術院教授
田辺 俊介　文学学術院教授

■司会進行  草柳 千早　文学学術院教授

2017年12月18日（月）日程
戸山キャンパス33号館
16階第10会議室場所

座談会企画 
「育休を取得した男性職員に語ってもらいました」
　育児休職制度を活用した経験のある男性職員4名が集まり、育休を取得しよ
うと思ったきっかけや休職中のエピソードなどを語りあう座談会を開催しました。
座談会の記事はダイバーシティ推進室ウェブサイトをご確認ください。

早稲田大学UDマップを更新しました 戸山図書館 お子さま同伴利用に関するお知らせ

▲ 礼拝のできるスペース

　ユニバーサルデザインの考え
方をもとに作成した「早稲田大学
UDマップ（日英共通）」を更新し
ました。バリアフリー情報に加え、
「だれでもトイレ」、礼拝のできる
スペース、お子さま同伴で利用
可能な図書館、保育関連施設等
の情報を掲載しています。

　子育てをしながら研究・学習
に取り組んでいる利用者を支援
するため、所沢図書館、中央図
書館に続き、11月から戸山図書
館もお子さまを連れて入館がで
き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。

氏名は50音順、◎委員長　○副委員長　◆部会長　
◇副部会長 （掲載の委員・部会委員は2017年12月1日現在）
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加し、取り組みの紹介等を行いました。

浅倉むつ子（法学学術院教授）・大藪泰（文学学術院長／文学学術院教授）・岡部耕典（文
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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）・佐藤宏之（総務部長）・島田
陽一（副総長・法人統括担当常任理事／法学学術院教授）・須賀晃一（政治経済学術院長／政
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INFORMATION

▲ 次男が生まれた日、上の子たちは
大喜びでした

▲ 長女はいつも「お母さんみたいに
なりたい」と言ってくれます

▲ 保育園の行事は小学生の長男も
必ず観に行きます

▲ 会場からの質問に答えるスウェーデン大使館の方々

エラノア・セザー氏アップルヤード 和美氏

職員になって、15年が経ちました。今まで経験した職場は、3箇所。それぞれの箇所で子どもを1
人ずつ出産し、気付けば3人の母となりました。
第1子を妊娠する前は、それこそ仕事に夢中の毎日でした。新卒で最初に配属されたのは、エクス

テンションセンター。上司や先輩、関連会社やアルバイトの皆さんに助けられ、教員の方々には見守っ
ていただきながら、全力で仕事に向き合いました。社会人になりたてで要領を得ないこともあり、定時
で帰ることがまずない毎日。繁忙期には、事務所を最後に出る日も数知れず。新米社会人として、仕
事の量に向き合い、素直な気持ちを持ちながら人にも真摯に向き合う。走りながら誠実に仕事をする
ことの大切さを学んだ、充実した日々でした。
結婚してもしばらくはそのような働き方でしたが、第1子を妊娠してから、働き方を変えることになり

ました。つわりがひどい体質で、定時の時間内で働くのがやっとの状況が、すべての妊娠時で出産前
まで続きました。出産後、3人とも0歳から保育園に預け職場復帰しましたが、今度は保育園のお迎え
で残業ができない上、子どもたちに体力がつく3歳くらいまでは、仕事中に保育園から呼び出しがかか
ることも数知れず。私も夫も実家が遠く応援を頼むことが難しいため、夫と半休を取り合い、昼休みの
時間帯に交代して子どもを看るなど、病気になるたびに半休や全休をいただかざるを得ませんでした。
2箇所目に配属されたレジデンスセンターでは、異動初日にさあ初心に戻ってがんばろう！と思って
いた矢先、「お子さんが水ぼうそうになりました」と保育園から電話があり、そのまま数日間お休みを
いただいたこともありました。
長時間働けない、急にお休みをいただくことがある状況の中、常に時間配分や業務の前倒しを考え、
今まで以上に周りの方々との連携を意識して働くようになりました。「情報共有をしながら業務を遂行
すること」が必須な立場であるからこそ見えてくるものを、日々の業務やその改善に落とし込んでいこ
う。常にそう強く意識しながら仕事を進めています。
現在勤務している学生生活課では、次男が0歳の間は育児・保育時間（時短勤務）、1歳になってか

らは育児のための所定時間外勤務の免除を申請し、定時までの勤務とさせていただいています。私の
状況を理解してくださる上司、担当業務に定時を超えるものがあればバトンタッチで進めてくださる同
僚の皆さん、一緒に働いている派遣スタッフの方や学生スタッフ（学生生活課にはスチューデントジョ
ブとして働いている学生が数名います）の皆さんがいつも快くサポートしてくれるからこそ、仕事と家
庭の両立ができている現在。
妊娠・出産は、プライベートでは大変喜ばしく大切なことですが、職場には間違いなく負荷をかけて

しまうことでもあります。産休や育休の取得や、子育てしながら働き続けられるのは、本学の恵まれた
制度のもと、職場の皆さんのご協力があってのものです。幸いにも私はいつも人に恵まれ、温かく応
援してくださる方々に囲まれてきました。その応援の気持ちに応えられるよう、真摯に仕事に向き合う
ことで恩返ししていきたい。そして、子育てしながら働き続けたいと考える職員の皆さんに、こんな働
き方もあるんだと思っていただけるよう、これからも日々精進していきたいと思います。

INDEX

公開講演会

ジェンダーを超えて自分らしく生きられる社会
～男女平等・LGBTQに関するスウェーデンの取り組み～

P.1 公開講演会

※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。　※ Please refer to our website（https://www.waseda.jp/inst/diversity/en/）for articles in English.

連載           ワークライフバランス挑戦中！⑰
長時間働けないからこそ見えてくるものP.4
学生・教職員用託児室等の教職員用窓口変更のお知らせ

　本講演会はスウェーデン大使館ご協力のもと開催いたしました。はじめにアップルヤード 和美氏より、スウェー
デンにおける女性の活躍や男女平等を推進するための政策が進められていること、子育て支援制度も男女平等で
あり、男性が育児に積極的である事例がインタビュー動画も交えて紹介されました。つぎにエラノア・セザー氏か
らは、スウェーデンのジェンダーマイノリティについて説明がありました。スウェーデンのLGBTQはメディアで常
に注目・議論され、国民全体の関心度が非常に高いこと、その一方で、宗教の影響や精神的な負担・暴力・いじめ
などの問題もあることがお話から明らかになりました。「日本でLGBTQに関する意識を高めるには何が必要か？」
等の問いかけがあり、多様な視点から自ら考えることの重要性について参加者が再認識する講演会となりました。

本学商学部を卒業後、2003年に入職。2003～2010年、エクステンションセンターにて社会人向け公開講座の企画、短期留学
プログラム等を担当。2010～2016年、レジデンスセンターで学生寮の広報業務等を担った後、2016年6月より学生生活課
にて勤務。現在はサークル関連の業務に携わっている。

■略　　歴：

■家族構成：

参加者の声

ジェンダーを超えて自分らしく生きられる社会
～男女平等・LGBTQに関するスウェーデンの取り組み～

■登 壇 者  アップルヤード 和美氏 スウェーデン大使館政治経済担当官
エラノア・セザー氏 スウェーデン大使館広報部補佐

■司会進行  弓削 尚子 法学学術院教授

2017年11月10日（金）日程 小野記念講堂場所

　世界初の「フェミニスト政府」を自認し、閣僚の半数、国会議員の44％を女性が占
める政治参画割合や雇用率など、男女別の統計グラフからスウェーデンの現状と変遷
を知ることができた。国が男性の育児休暇取得を促進する父親月間の導入など、男
女平等推進のさまざまな改革や法整備を行ってきた結果、女性の進出を男性がサポー
トする社会が形作られたのだと納得した。
　LGBTQについては同性婚や養子縁組など、当事者の権利がかなり認められてい
る。性別変更の際には、日本では必要な手術が不要で、医学検査に基づく判断のみ
だそうだ。当事者が安心して施設を利用できるようNPO発行のLGBTQ認定書が
広く活用され、長年反対していたスウェーデン国教会も同性同士の教会婚を認め始
め、伝統さえも変えていく社会風潮が感じられた。
　法整備や育休制度、教育面など、日本が見倣うべき点はたくさんあると感じた。地
方自治体の動きもあり、今後日本に合った形でダイバーシティが推進されていくこと
に期待したい。

法学部4年　奥山 美菜

学生・教職員用託児室等の教職員用窓口変更のお知らせ
　2017年12月1日より、下記の教職員用窓口を給与厚生課から
ダイバーシティ推進室に変更しました。
❶学生・教職員用託児室 ※学生用の窓口は、従来通り学生生活課となります。
❷ホームヘルプ補助
❸休日の授業実施日等における介護・育児負担に関する特別措置
　詳細はダイバーシティ推進室ウェブサイト（両立支援＞施設・
サービス案内）をご確認ください。

※Course N@viより配信中

＊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。

活動報告（2017年度）

P.3 若手研究者のランチ会
「自分らしく歩みたい研究者、
 それぞれのワーク・ライフ・バランス」

P.2 第3回 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～
「私がこの道を選んだ理由」
座談会企画  「育休を取得した男性職員に語ってもらいました」
早稲田大学UDマップを更新しました
戸山図書館  お子さま同伴利用に関するお知らせ

夫と息子（9歳と1歳）、娘（6歳）の5人家族。

連 載 ワークライフバランス挑戦中！⑰

長 時 間 働けないからこそ見えてくるもの
　　　　学生生活課専任職員 F.S.


