
SANKAKUNEWS
No.20

2018.9さんかくニュース

早稲田大学ダイバーシティ推進室編集・発行

INDEX

P.1 P.3

P.2
P.4

・第４回 Rikohティータイムシンポジウム
　「自分らしく生きる道を選ぶ」

・妊婦体験を通して考える、ワークライフバランス
・聴覚障がい者支援のための機器貸出しを始めました
・早稲田大学「女性研究者メンター制度」 全学術院対象へ
・ホームヘルプ補助 対象者拡大のお知らせ
・「礼拝のできるスペース」のお知らせ

・理工学図書館・理工学生読書室・高田早苗記念研究図書館 
　子ども同伴利用に関するお知らせ

・　　　 ワークライフバランス挑戦中！⑱

・「セクシュアルマイノリティ学生への配慮・
　対応ガイド（教職員向け）」の発行・配布について
・　　　   より遠くへ
・　　　   学校・教育現場とLGBT について考えよう

公開講座

公開講座

連 載

─ 1 ─

第４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～

「自分らしく生きる道を選ぶ」
2018年７月19日（木） 西早稲田キャンパス60号館１階 

創造理工学部ラーニングコモンズ

全日本空輸株式会社 整備センター 
品質保証室品質企画部 品質管理チーム マネージャー
本学理工学部 応用化学科卒業
イメージコンサルタント／著述家
本学理工学部 物質開発工学科卒業

理工学術院 講師

理工学術院 教授

◦「自分が何をしたいか」を考え、選択することで自ずと道は見えてくると思います。やろうと思えば
何でもできるので、柔軟に考えて、今後の進路選択にあたってくれたら嬉しいですね。 松田 実生 氏

◦ 今はファッションに関する仕事をしていますが、理系としてのキャリアが思わぬ形で強みになってい
ます。やってきたことは決して無駄にはならないので、「自分がやりたいと思う道」を信じて進んで
もらえたらいいなと思います。 森本 のり子 氏

◦ 自分の専攻やキャリアに囚われず多くの決断をし、後悔のない人生を
送っている講師のお二人がとても輝いて見えました。理工学部出身だ
から、女性だから、と固執せず、自分の道を自身の決断で切り開く覚
悟が重要だと学んだシンポジウムでした。

基幹理工学部 応用数理学科４年　梶 美香子

◦ ワークライフバランスや仕事の在り方を考えたこと、また様々な生き
方を選択なさったお二人のお話は、周囲の価値観に囚われることのな
い岐路選択への足掛かりになったと感じております。大変貴重なお話
を有難うございました。

先進理工学研究科 化学・生命化学専攻修士１年　長谷川 花恵

主催：ダイバーシティ推進室　共催：理工学術院　後援：キャリアセンター

ダイバーシティ推進室ウェブサイトで動画公開中

▲松田�実生氏� ▲森本�のり子氏�

▲�参加者とのディスカッション
タイム

▲�わせポチによる質疑
応答の様子

▲�折原�芳波�講師

森本 のり子 氏

講　　師：松田 実生 氏
（アドバイザー）

司会進行：折原 芳波
オブザーバー：所 千晴

　４回目となる今回は、理工学部出身であることに縛られず、興味ある分野へと柔軟にチャレンジし、ご活躍中の
お二人に講演いただきました。学生、研究員、教職員のほか都立戸山高校の生徒の皆さんが参加されました。
　松田実生さんは、女性の少ない航空機整備の業務に就きながら、国家資格である航空工場整備士を取得するも、
法律の知識を得るべくいったん会社を退職し法科大学院に進学、その知見が元の航空会社の目に留まり、再就職す
るという道を選ばれました。進学という新しい道に進むかどうかを迷った時、「チャレンジしないで後悔するより
も、チャレンジして後悔する」というモットーを貫き、決断された経験をご紹介いただきました。
　森本のり子さんは、女性では社内初の時計設計エンジニアとして就業後、商品企画へ異動され新たな業務を経験
する中で、内面の変化に気づき独立の道を選ばれたこと、理系の論理的な考え方が執筆業で評価され、自身の強み
とできていることをお話いただきました。参加者は、自分の内なる声や気持ちを大切にし、それを転機に活かすと
いうことを学びました。
　第２部のグループ・ディスカッションでは、高校生から教職員、独身の方から妊婦、親の立場の方まで、多様な
立場の方々が意見を交換し合う場となり、幅広いディスカッションができたのではないかと思います。 （折原 芳波）

参加者の声

講師からのメッセージ

開催報告
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「セクシュアルマイノリティ学生への配慮・対応ガイド
（教職員向け）」の発行・配布について

より遠くへ

学校・教育現場とLGBTについて考えよう
  ～全ての子どもがありのままで大人になれる社会へ～

　2017年４月にGS（ジェンダー・セクシュアリティ）センターが開設され、この１年間で150件（2018年３月現在）の相談が寄せ
られました。その内容からは、ジェンダー・セクシュアリティに関しての誤解や偏見が学内に存在し、当事者を含めた悩みをもつ学生
たちの適切な配慮を受けられていないという現状が、浮き彫りにされました。このような状況を受け、ダイバーシティ推進室では「セ
クシュアルマイノリティ学生への配慮・対応ガイド（教職員向け）」を作成し、2018年４月、全教職員に配布しました。「LGBT」や

「性的指向・性自認」の解説や、実際の学生からの声を参考に作成した具体的な対応例、相談窓口などを掲載しています。
　　　学生と接する際にこのガイドが活用されることにより、
本学の教育・研究環境において、互いに個性を尊重し合い、
誰もが安心して過ごすことができる環境づくりの一助とな
ることを期待しています。

　芦田氏からは、幼少期の頃に発症した自分の病気と向き合った人生について、年齢を重ねるごとに変化する
心の移り変わりを詳細にお話しいただきました。目標や夢という壁は絶対にあった方が良い、自分の壁を持つ
ことの大切さと、その壁から逃げず向き合う姿勢を持ち続けてもらいたいという強いメッセージが多くの参加
者へ届けられました。

　藥師氏からは、「情報を伝えることが大事である」という想いに至った経緯や、教育現場における情報提供の大切さ、LGBTの子ど
もたちが生きやすい社会にするための自身の活動内容が紹介されました。「支援に正解はない」という言葉とともに、ひとりひとりの
多様性について、想像をふくらませることが大切であることが伝えられました。

開催報告

News

場所：早稲田キャンパス7号館207教室
主催： ダイバーシティ推進室・グローバ

ルエデュケーションセンター

共催：競技スポーツセンター、障がい学生支援室、オリンピック・パラリンピック事業推進プロジェクト室

共催：GSセンター

㊟  タイトルの「LGBT」について…セクシュアルマイノリティ（性的少数者）はLGBTというカテゴリーだけではありませんが、
本講座では、講師のご意向により広く社会に認識されている用語として「LGBT」を使用しました。

特定非営利活動法人ReBit代表理事、本学大学院教育学研究科修士２年

WSCメンバーズ基金講座【ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ】公開講座

2018年５月25日（金）

2018年７月13日（金）

講師：芦田 創 氏

講師：藥師 実芳 氏

本学政治経済学部卒業、競走部OB/リオ・デ・ジャネイロ・パラリンピック 銅メダリスト/
世界パラ陸上選手権大会2017 銅メダリスト/
トヨタ自動車株式会社オリンピック・パラリンピック部プロジェクト推進室所属

▲芦田�創氏

▲藥師�実芳氏

◦ 障がいがある方としてダイバーシティを語れるということではな
く、自分の人生を分析し、生き方を通してダイバーシティに必要な
考え方を話してくださり、本当に素晴らしい講演でした。

◦ 学校・教育現場におけるLGBTの苦労を知った。LGBTはいまだ多
くの学校で“いないこと”になっていて、笑いやいじめの対象と
なっている。講師の話によると、85％の子どもがLGBTに関する
差別的表現を見聞きする一方で、LGBTについて学んだことがある

・ 当ガイドは今後もその内容について検討を重ね、また各種支援の
拡充に合わせて、定期的な改訂を予定しています。ガイドに関す
るご意見など、ダイバーシティ推進室までお寄せください。

・ 当ガイドと合わせて、GSセンター作成の「セクシュアルマイノ
リティ学生のためのサポートガイド」（学生向け）もご活用くだ
さい。（https://www.waseda.jp/inst/gscenter/）

◦ とてもパワフルで力強い講演に心打たれ、自分自身をもう一度見つ
めなおそうと思えました。また、芦田さんのお話で、障がいを持っ
ている方へのイメージも変わり、親しみをもてました。

子どもは、なんとたったの９％。今この瞬間も学校教育の在り方が問
われているのだ。ダイバーシティ社会の実現に向けて、性のあり方を
きっかけに、誰もが違いを受け入れあえる社会を願う。

GSセンター 学生スタッフ　松島 匠哉

参加者の声（抜粋）

参加者の声

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/
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「セクシュアルマイノリティ学生への配慮・対応ガイド
（教職員向け）」の発行・配布について

妊婦体験を通して考える、ワークライフバランス
～子育てのライフスタイルとは～

聴覚障がい者支援のための機器貸出しを始めました

　CM動画の視聴や、約７キロの重さの妊婦体験ジャケット装着、育休取得経験のある男性
職員との座談会、ワークライフバランスに関するレクチャーを大葉氏がファシリテートし、
多角的に育児期の女性への理解を深めました。妊娠・出産・育児期の女性特有の身体・精神
状態、就労・育児環境を踏まえ、パートナーや職場には、いつ、どのような理解や配慮が必
要なのかを考える機会となりました。

　聴覚に障がいのある方が学会、イベント等に出席する場合、手話通訳やパソコンによる文
字通訳等が必要になります。このような支援を一般的に「情報保障」と言い、情報保障は原
則、主催者が手配することになります。この情報保障の支援を少しでも負担なく行えるよう、
パソコンによる文字通訳を行うための機器一式をパッケージにした「パソコン文字通訳セッ
ト」の貸出しを2018年５月から始めました。パソコン文字通訳者（支援者）を別途手配し
ていただき、このセットを利用すれば、学会、イベント等での情報保障対応が可能です。聴
覚障がいがある方の参加の機会を保障するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
　貸出し希望、ご相談はdiversity-shien@list.waseda.jp（ダイバーシティ推進室・障が
い学生支援室共通）までご連絡ください。

　女性キャリア初期研究者のために、両立支援の一環として設置された「女性研究者メンター制度」は、
2018年２月より対象者が全学術院に拡がりました。豊富な知識と職業経験を有する学内の先輩研究者

（メンター）が、キャリア初期研究者（メンティ）に対し面談（メンタリング）を通じて、キャリア形成
上の課題や研究場所内での悩みや問題を解決するサポートをおこなう制度です。
　経験豊かな先輩研究者から直接、助言を受けたり質問できるこの制度をどうぞご活用ください。

　教職員およびその配偶者が傷病等により家
事、育児および同居者の介護に支障をきた
し、ホームヘルパーを雇用した場合、補助金
を支給しています。2018年６月より対象者
に任期付教員、助手、研究員、常勤嘱託等を
加えました。

　多文化・多宗教共生への配慮として、2012年10月に早稲田キャンパス22
号館４階、2018年６月には西早稲田キャンパス51号館１階に「礼拝のできる
スペース」が設置されました。施設や利用方法などの詳細は各キャンパスの問
合せ窓口にてご確認ください。

〈問合せ窓口〉
早稲田キャンパス：留学センター（e-mail：cie@list.waseda.jp）
西早稲田キャンパス： 理工学術院事務部総務課（e-mail：rikou-soumu@list.waseda.jp）

主催：ダイバーシティ推進室　後援：キャリアセンター　協力：新宿区健康部牛込保健センター

株式会社バースセンス研究所

2018年７月10日（火） 早稲田キャンパス７号館３階305教室

ファシリテーター：大葉 ナナコ 氏

▲�妊婦体験ジャケットを装着した様子

▲�大葉ナナコ氏と育休取得経験のある
男性職員との座談会

▲パソコン文字通訳セット

◦ ネット等である程度の知識を持っているつもりだったが、実際に体験をしたり話を聞いたりする
と想像以上にサポートが必要なのだと実感できました。

◦ 動画を見てのディスカッションと育休取得者の方のお話がおもしろかった。学生には、産休・育
休に理解ある環境に触れた上で社会に出てほしいなと思いました。

I N F O R M AT I O N

I N F O R M AT I O N I N F O R M AT I O N

早稲田大学「女性研究者メンター制度」 全学術院対象へ

ホームヘルプ補助 
対象者拡大のお知らせ

「礼拝のできるスペース」のお知らせ

開催報告

News

参加者の声（抜粋）



─ 4 ─

連 載 ワークライフバランス挑戦中！⑱

人間科学学術院准教授 佐藤 将之
日常の挨拶から変えてみよう

　私にとってワークライフバランスの挑戦は、ダイエットと同じくら
い難しい。３日坊主。いや１食？１晩？しか続かない時もある。ひ
とりでは難しくなってきたので、「みんなで僕を助けて！助け合いま
しょう！」っていうのが正直言いたいところ。「とりあえず、みんな
でかたちから始めませんか？」という文章として読んでいただきた
い。この執筆を日曜にする時点でワークライフバランスが崩れている
という解釈もあろうが、今日は父の日だし、息子が宿題に取り組む短
時間でなんとか終わらせたい。僕は、１年間の特別研究期間をいただ
き、ドイツで家族（２人の息子と妻）と過ごし、日本では困難だった
平日の夕食と入浴を息子たちと毎晩ともにすることができた。その際

に、ワークライフバラン
スについて強く考えさせ
られた。日本を発つ直前
まで、学術院長補佐（学
術院執行部）として４年
間過ごした直後のドイツ
だけに、感じ方も間違い
なく敏感だった。まだ１
年経たない今だから感じ
ていることを正直に綴り
たい。

１）挨拶から変える

　 ド イ ツ で は 金 曜 の 挨 拶 が「 美 し い 週 末 を！（schönes 
Wochenende）」だった。月曜には週末をどう過ごしたかを聞かれ
たりする。日本だと、「あれは終わった？」「忙しい？」と聞かれ、遊
んで過ごすことを口に出しづらい。仕事に関する忙しい自慢は止めて、
どれだけ週末や趣味が充
実しているかを分かち合
える職場環境にしたい。
　実は上記は、教授職と
事務職は違う可能性もあ
る。脱線がてら加筆して
おきたいのは、学術院長
補佐期間に事務のみなさ
んと懇親して、仕事以外
のお話もできたのが非常
に楽しかった。特別研究
期間ならぬ、「特別事務

期間」を設置して懇親を深めたり、お願いする側とされる側など多様
な立場の体験を経るのも良いように思う。

――　話を戻すが、上記の生活に関わる挨拶をすることは、自身のワークラ
イフバランスを確認できることである。ダイエットで言えば、体重計にのる
ことによって、自分の状態が確認できていることに当たりそうだ。

２ ）学内の飲食可能な場所を広げ、懇親会を行いやすくする
　ドイツで滞在した研究室では、研究室を会場とする主に金曜夕方か
らの飲み会があった。学生は付き合っている彼氏・彼女を連れて来た
り、教授も家族連れで、私も家族を連れてくるよう言われて学生に息
子たちと遊んでもらったりした。滞在した研究室が特別なわけではな
く、公園やグラウンドにはビアホールがあり、多様な懇親の場があっ
た。住んでいた集合住宅でも（左段の写真）。日常での生活の話を展
開するには、互いの家族を知っていた方が理解が深まることは言うま
でもない。場の持つポテンシャルをあげるために、ぜひ学内に教員・
学生・職員らが、時にそれぞれの家族や地域の人々を含めて飲食しな
がら親睦を深めることのできる
場の拡大を検討いただきたい。

――　でもこれはダイエットに
はならない。酒は楽しいものだ。
その分、運動するしかない。

　私は、ワークライフバランス
がとれていないことについて

「趣味を仕事にできているから
バランスを保てなくてもしょう
がない」と言い聞かせてきた。
以上のように、週末を楽しめる
ことで、平日の仕事への集中力
を上げる原動力としたいとこ
ろだ。

　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、戸山図書館に続き、2018年４月
から理工学図書館・理工学生読書室、2018年５月から高田早苗記
念研究図書館も子どもを連れての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。

編集・発行

〒169-8050  東京都新宿区戸塚町1-104
TEL：03-5286-9871　FAX：03-5286-1429
e-mail：diversity@list.waseda.jp
URL：https://www.waseda.jp/inst/diversity/

HP

早稲田大学ダイバーシティ推進室

※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.

I N F O R M AT I O N

理工学図書館・理工学生読書室・高田早苗記念研究図書館　
子ども同伴利用に関するお知らせ

■ 略歴： 1975年秋田生まれ。秋田高校、新潟大学工学部卒業、東
京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了。江
戸東京博物館委嘱子ども居場所づくりコーディネーター
等を経て現職。２児（小3と小5）の父。

▲�住んでいた集合住宅での懇親会
　（住宅の管理人と踊る長男、奥に次男）

▲�ドイツ日本人学校での運動会� �
芝生のサッカー場を借りて行われ、左奥の
クラブハウスでビールを購入し、飲みながら
親どうしの懇親が深められた

▲�ドイツの週末に家族でスケート
　（手前が次男、右奥に筆者)

https://www.waseda.jp/inst/diversity/
https://www.waseda.jp/inst/diversity/
https://twitter.com/waseda_univ_PED
https://www.facebook.com/waseda.diversity/

