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ダイバーシティの推進を目指して

新たなイノベーションを生み出すダイバーシティ実現へ

理事（国際広報、ダイバーシティ推進）　麻生　享志
（国際学術院 教授）

ダイバーシティ推進室　室長　所　千晴
（理工学術院 教授）

　早稲田大学では2007年の男女共同参画宣
言以来、多くの箇所の連携の下、その実現に
努めてまいりました。2012年には中期計画 
Waseda Vision 150を掲げ、その目標をよ
り具体的かつ実践的な形で明確化。一昨年の
７月には、すべての教職員・学生の多様性と
平等を尊重することを謳ったダイバーシティ
推進宣言を公表しました。世界が、そして日
本社会がより多様な人材育成に取り組むな
か、こうした流れは必然であると同時に、早

稲田大学としてより進歩的な発想と取組みを行うきっかけとしてきたわ
けです。
　そして昨年11月に田中新総長の下に始まった新体制において、これ
までの施策をさらに強化・発展させるべく、より緊密な組織連携を図る
ための構造改革も進行中です。これまで別個に機能してきた教職員を支
援するダイバーシティ推進室と、学生支援にあたるICC（異文化交流セ
ンター）、障がい学生支援室、GSセンターの働きを、個々の組織は温

存したままダイバーシティ推進室を中心に相互乗り入れを行うべく新た
な体制づくりを進めています。今後は教職員が抱える問題と学生が抱え
る問題を区別することなく、大学全体として一元化したやり方で対応す
ることを目指そうという取組みです。
　今後のさらなる展望としては、早稲田大学構成員の一人ひとりが自ら
のアイデンティティを積極的に誇れるような状況を一日でも早く達成で
きるような施策を効率的に打ち出していくことにあるのではないでしょ
うか。そのためには託児室等施設の整備や、各種講演会等を通じての啓
発活動、あるいはジェンダー・セクシュアリティ関連科目の設置による
教育等、すでに実施してきたことに加え、教職員の雇用や学生の受け入
れにあたり、さらに積極的な行動が求められることがあるかもしれませ
ん。そうした施策を経てその先にあるものは、誰もが自らの個性と能力
を存分に発揮できるキャンパス生活の実現であると推察いたします。
　早稲田大学に来てよかったとより多くの人たちに思ってもらえる環境
づくりのために、皆様のご理解とご協力を賜ることができればと思って
おります。どうぞ今後ともよろしくご支援のほどお願い申し上げます。
 (2018年11月８日就任)

　2015年９月に開催された国連サミットにおいて、17の目標と
169の タ ー ゲ ッ ト か ら な る「 持 続 可 能 な 開 発 目 標（Sustainable 
Development Goals, SDGs）が採択されました。目標の５番目には、
はっきりとジェンダー平等が掲げられています。
　ダイバーシティ推進は、経済や技術の発展にもよい影響を及ぼすことが
だんだんと明らかになってきています。MITのProf.Ellisionは、男性のみ、
あるいは女性のみの職場を混ぜて男女混合チームにしたところ、収益が
41%増加したという社会実験結果を発表しています。また、日本政策投
資銀行の餅友佳里副調査役は、民間企業の研究開発において、男性のみ
より男女共同で進めた方が経済的価値の高い特許出願につながっていると
する分析結果を発表しています。
　この数年の間にダイバーシティ推進を否とする意見を耳にすることは
なくなりました。誰もがダイバーシティ推進の重要性は認めるところで
すが、残念ながら現場ではそれほど大きな進展は認められていません。
世界経済フォーラムは毎年、ジェンダー・ギャップ指数を発表していま
すが、2018年に発表された結果では、日本は149カ国中110位で、主要
先進７カ国（G7）で最下位のままです。総論賛成であっても各論反対

で、組織としてなかなか変わることができな
い、成熟した日本の組織が抱える課題が顕在
化している１つの例と言えるかもしれません。
　1913年に大隈重信が宣言した早稲田大学
教旨には「個性を尊重」すべきであることが
はっきりと謳われています。早稲田大学はま
さに多様な人材が「集まり散じる」場所です。
SDGsは「誰一人取り残さない」ことを大目
標としたものですが、早稲田大学では「誰一
人取り残さない」だけでなく、「誰もが活躍
する」環境を実現しなければ、さらなる飛躍はあり得ません。イノベー
ションを起こし、Society5.0（※）を実現する人材を輩出する早稲田
大学であるために、現場がかかえる１つ１つの諸課題を丁寧に検討しな
がら、着実にダイバーシティ推進を進めていきたいと考えています。
※ Society5.0：第５期科学術基本計画において政府が提唱する世界に先駆けた
「超スマート社会」とその実現に向けた一連の取組

 （2018年９月21日就任）

連 載 ワークライフバランス挑戦中！⑲

文化企画課専任職員 小川　薫
気づいたら独りだけリビングで寝ているという幸せ

１．仕事が大好き

　とにかく仕事が大好き。転
職前から深夜残業、徹夜も苦
にならないタイプでした。最
初に配属された理工センター
教学支援課は、当時学部・研
究科の再編があったこともあ
り、業務は多忙を極め、朝仕
事を始めて気が付くともう夜、
しかしあと１時間は粘れるか、という感じで働いていました。結婚後も
生活スタイルは変わらず、妻の寝た後で自宅に帰り、妻が起きる前に出
勤するので、妻とは日記で会話していました。そんな最低な夫でした。

２．さよなら、愛しのマイホーム

　第１子が生まれ、３人の
生活が始まると病気対応や
保育園への送り迎えを「ど
ちらがするか問題」が発
生。当時は共働きで妻は教
員。休めない、シフト勤務
なんてものはない。私もそ
んなに休めない。実家に頼
るしかないか……。愛しのマイホームを手放し、神奈川の実家のすぐ
近くに転居しました。通勤はダッシュ込みで片道１時間15分。朝７
時に保育園が開くと同時に駆け込み、子ども用の布団にシーツをセッ
ト、駅までダッシュ。18時30分までしか預かってもらえないので17
時15分の定時に職場を飛び出て高田馬場駅までダッシュ、という生
活が始まりました。子どもが病気の時は極力どちらかが休むようにし
ていましたが、母には随分と助けてもらいました。

３．育児休職を取ってみた

　第２子を授かると、誕生予定が３月下旬～４月上旬の学部事務所の繁
忙期。業務と第１子の育児や妻の入退院等をすべてこなすことは難しい
と考え、予定日の半年位前に、一週間の育児休職取得宣言をしました。

繁忙期に私がいなくても課の仕事はうまく回るのか、心配してい
たのですが……。まったく問題なく回っていました。同僚の思いやり
精神や優秀さに心を打たれました。

４．自転車事故に遭いました

　やがて実家に頼れない状況となり、都内
の住居に引っ越しました。ここでは「保育
園入れない問題」に遭遇。残念ながら妻は
仕事を辞めざるをえませんでした。その後
運動不足解消のために、時々自転車通勤し
ていたら、事故に遭いました。両手と歯を
折り、１カ月ほど仕事を休むことに。じっ
くり子どもと一緒にいると、「仕事に時間
を費やすほど、子どもとの時間を削ってい
るんだなあ」と単純な気づきがありました。

現在の私の日課は、朝５時までに起きてメールチェック、ランニ
ング、洗濯物を畳む、新聞を読む、子どもと戯れる。朝８時頃に職場
到着。朝の時間の活用が、頭の整理や仕事の優先順位付けに役立って
いると感じています。19時までには家に帰って皆で夕食を食べ、酒
を飲みながら子どもと遊び、気づいたら独りだけリビングで寝ている
という充実した生活を送って
います。妻や職場の皆さんの
理解のおかげです。

最近、休みの日は息子の
少年野球につきっきりで家を
空け、「あなたの子は１人だ
けなの？」と妻と娘から厳し
く糾弾されています。時間の
使い方はまだまだ改善しなけ
ればならないようです。

（今回の執筆依頼が来たのは育児休職を取得したからだと思いますが、
取ったのはわずか１週間。専業主婦の妻に頼りっきりの私にワークライ
フバランスを語る資格はないのですが、どうかお許しください。）

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/
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早稲田大学ダイバーシティ推進室

※掲載している内容、講演会等講師、執筆者等の肩書きは発行当時の情報となります。　※Please refer to our website （https://www.waseda.jp/inst/diversity/en/） for articles in English.

■ 略　　歴： 本学商学部を卒業後、保険会社、スポーツメー
カーを経て2005年に入職。2005年～2014年、
理工センター教学支援課にて学務業務全般を担当。
2014年より文化企画課にて勤務。イベント業務や
2019年３月開館予定のスポーツミュージアム開館
準備に携わっている。

■ 家族構成：妻と息子（９歳）、娘（７歳と４歳）の５人家族。

・「早稲田大学ダイバーシティ推進室」リーフレット
　 　全学的な視野でダイバーシティ推進に取り組む体制、活動内

容等を紹介しています
・「早稲田大学UD（ユニバーサルデザイン）マップ」第３版
　 　施設面の情報をユニバーサルデザインの考え方でマップにし

ています
 ・「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）」第２版
　 　セクシュアルマイノリティ学生への必要な配慮として留意す

るべき内容をまとめています

「早稲田大学ダイバーシティ推進室」広報物を更新しましたi

▲�今年の夏の思い出、八丈島旅行

▲八丈島旅行直前のハイテンションな３人

▲�理工の「ユニラブ」も満喫

▲�末っ子（３歳）の七五三
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「居場所」のない男、
「時間」がない女
～ワークライフアンバランスな日本社会を考える～

リカルダ・ゼッザ来日講演
～「子育てが職業を持つうえで、マイナスになる」は迷信です！～

「早稲田大学のダイバーシティ推進に関する
意識・実態アンケート」を実施しました

早稲田アリーナで行う卒業式・
入学式に手話通訳等が入ります

学内の講演会等に参加する方への
配慮を進めます

ワーク・ライフデザインカフェ

ダイバーシティを体現した理事会が発足

ブラインド体験を通して学ぶ、
伝わるコミュニケーション
～ブラインドサッカー日本代表強化指定選手と共に～

活動報告（2018年度）

　校友の水無田先生をお迎えし、男性の「関係貧困」と女性の「時
間貧困」について、日本社会における豊富なデータや具体例を交
えお話いただきました。男性は仕事に邁進する結果、地域や家庭
に「居場所」がなく、社会的孤立に陥りやすい傾向にあることが紹
介されました。一方女性は、日々家事・育児に時間を費やし、夫婦
の家事総量を100とした場合、妻の負担割合は85%を超えている。
先進国で最も「働きバチ」なのは日本のワーキングマザーであり、
女性が社会で活躍するにはあまりに「時間」がないと指摘されまし
た。女性も男性も共に幸せになるには、「働き方改革」とともに「暮
らし改革」が必要であると呼びかけられ、参加者それぞれの立場か
ら心地よい社会の実現を考える機会となった講演会でした。

2018年10月29日 in 法学学術院（早稲田キャンパス）
「パートナーをもつこと、イクメンになるということ」

2018年11月28日 in 人間科学学術院（所沢キャンパス）
「キャリア、子育て、そして幸せ」

2018年12月19日 in 文学学術院（戸山キャンパス）
「伊藤比呂美教授の人生相談ライブ」

　卒業後の社会人生活における自分のワークライフバランスに対
して漠然と不安をもつ学生や、子育て・介護などのライフイベン
トと研究・就労との両立に課題を抱える教職員が、その不安を解
消できる機会として、３つの学術院と共催し、それぞれのテーマ
で交流会を開催しました。質疑応答・フリートークの時間では、
これらからのライフデザインに活かせるヒントが得られる楽しい
時間となりました。

　「子育ては職業人としての成長を阻む」という社会の思い込みを、
科学的根拠を積み重ねて確立した「MAAM理論」により覆し、女
性の社会的活躍におけるイノベーションを起こしたリカルダ氏を
イタリアからお迎えし、自身の職業人としての経験談を交えなが
らお話いただきました。後半は本学学生らとともにパネルディス
カッションが行われ、「子育てと介護の違い」「国・文化によって子
育て中に得られる能力に違いはあるのか」等をテーマに、会場か
らも多くの質問やコメントが出て、活発な議論が展開されました。

　2018年11月に教職員を対象とした「早稲田大学のダイバーシティ推進に関する意識・実態アンケート」を実施しました。
　調査対象数は全体で3,183名、教員2,041名（女性380名、男性1,661名）、職員1,142名（女性432名、男性710名）、有効回収票は全体で1,129票

（回収率35.5%)、教員605票（回収率29.6%）、職員524票（回収率45.9%）という結果になりました。
　なお、アンケートの集計結果等をまとめた報告書を３月中にダイバーシティ推進室WEBサイトにて公開予定です。

　2018年11月８日、新理事会が発足しました。全17名の理事のうち女性が３名となり、これまでで一番多いだけ
ではなく、常任理事となった４名中２名が女性という構成に、ダイバーシティ推進に対する田中愛治総長の決意と覚
悟が感じ取れます。特に女性職員理事の誕生は史上初で、本学における初の女性管理職の登用から33年、佐々木ひ
とみ氏の常任理事就任は実にエポックメイキングなことでした。
　佐々木常任理事は就任に際し、「肩肘張らず、自分にできることを着々とこなしていくだけ」とあくまでも自然体
を貫きながらも、瞳には先達の覚悟がうかがえました。

　ブラインドサッカー日本代表強化指定選手の寺西一氏と、講師
の剣持雅俊氏にお越しいただき、アイマスクを装着した状態で声
が聞こえる方向にボールを蹴る、誕生日順に互いに声を掛け合
い、修正を繰り返しながら直線で並ぶなどの複数のグループワー
クを体験しました。コミュニケーションやチームビルディングに
ついて理解を深める貴重な機会となりました。

News

News

News News

開催報告

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2018年11月８日現在）

主催：ダイバーシティ推進室　共催：ジェンダー研究所
後援：キャリアセンター

主催：ダイバーシティ推進室　共催：障がい学生支援室
後援：オリンピック・パラリンピック事業推進室、競技スポーツセンター

主催：WASEDA-Edge人材育成プログラム、ダイバーシティ推進室
協力：一般社団法人アショカ・ジャパン、みずほ銀行

2018年10月26日（金）

2018年10月26日（金）

2018年11月15日（木）早稲田キャンパス 大隈小講堂

早稲田キャンパス25号館１階
大隈ガーデンホール

早稲田キャンパス 14号館102教室

　事業計画に基づき、各部会において取組を行いました。委員会委員の任期満了に伴い、９月より第２期（期間は２年間）がスタート、委員長を含
めた委員の交代がありました。さらに11月にはダイバーシティ推進担当理事が交代し、新たな顔ぶれでの活動となりました。

　ダイバーシティ関連科目の更新、WSCメンバーズ基金講座４年目開講、多くの校友を招聘し、公開講座、講演会、交流会、ワークショップを
開催。学内外の箇所と連携し、両立支援制度案内、産休ロードマップ制作等を進めました。

　新設の早稲田アリーナで行う卒業式、入学式に手話通訳などの情報保障を行うことを提案しました。学内の講演会等における配慮申請対応につ
いて全学的に行うよう教職員へ周知しました。メンター制度でメンター増員等の改善を行いました。

　2018年11月に「早稲田大学のダイバーシティ推進に関する意識・実態アンケート」を実施しました。「さんかくニュース」No.20、No.21の定期発
行に加え、ダイバーシティ推進室リーフレットを更新したほか、ダイバーシティ推進室WEBサイトの構成を見直しました。

 委 員  浅倉むつ子（法学学術院教授）・麻生享志（理事（国際広報、ダイバーシティ推進）／国際学術院教授）・天野紀明（教務部事務部長）・池谷知明（学生部
長／社会科学総合学術院教授）・石田京子（法学学術院准教授）・岡部耕典（文学学術院教授）・小高京子（総務部調査役（（株）早稲田大学プロパティマネジメン
ト出向））・○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）・甲斐克則（理事（法務、リスクコンプライアンス、人事労務）／法学学術
院教授）・川尻秋生（文学学術院長／文学学術院教授）・佐々木ひとみ（常任理事（職員人事、学内連携））・佐藤宏之（総務部長）・下田啓（スチューデントダイ
バーシティセンター長／法学学術院教授）・須賀晃一（副総長（教務総括、人事総括）／政治経済学術院教授）・○高橋大輔（理工学術院教授）・竹内淳（理工学
術院長／理工学術院教授）・土屋純（スポーツ科学学術院長／スポーツ科学学術院教授）・◎所千晴（理工学術院教授）・箱井崇史（法学学術院長／法学学術院教
授）・本間敬之（教務部長／理工学術院教授）・三浦暁（人事部長）・弓削尚子（法学学術院教授）・リー マージ クリスティン（国際部長／国際学術院教授）・ロー
リー ゲイ（法学学術院教授）

 部会委員  宇羽野聡（総長室校友課職員）・◇大久保裕子（平山郁夫記念ボランティアセンター事務長兼総長室オリパラPJ室調査役）・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（理工センター事務部教学支援課職員）・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）
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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  石田京子（法学学術院准教授）・尾崎慶吾（理工センター事務部総務課長）・◆小高京子（総務部調査役（（株）早稲田大学プロパティマネジメント出
向））・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（図書館調査役）・末松大（アジア
太平洋研究センター職員）・杉森絵里子（人間科学学術院准教授）・布目有紀（所沢総合事務センター職員）・森山至貴（文学学術院専任講師）・山内暁（商学学
術院教授）・ローリー ゲイ（法学学術院教授）

ダイバーシティ推進委員会

教育研修部会

制度環境部会

広報調査部会

開催報告

開催報告

開催報告

　2016年度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、利用者の声を受け、メンターを増員することと
なりました。経験豊かなメンターから直接、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。

　休日開催の学会等へ参加する際、臨時的に必要となる託児料や、
補助事業に関連した研究集会を主催する場合、会場内への託児施
設設置に係る費用を科研費から支出することが可能です。支出に関
する詳細はダイバーシティ推進室WEBサイトをご確認ください。
<問合せ窓口> 研究推進部・研究支援課（e-mail: kensi@list.waseda.jp)

「女性研究者メンター制度」メンター増員

科研費からの託児費用支出について

i

i

　新設の早稲田アリーナで行う2019年３月以降の
卒業式、入学式の式典では、聴覚に障がいのある
方への支援として手話および文字での通訳が入り
ます。

　配慮を要する方が安心して講演会等に参加できる
よう、事前の告知文に配慮の提供について明記し、
配慮申請に対応することを全学的な取り組みとして
進めます。

▲�水無田�気流�先生�
　（國學院大學経済学部教授）

▲講演会会場の様子

▲�筒井�次郎�氏�
　（株式会社朝日新聞社大阪本社生駒支局長）

▲�青山�有希�氏�
　（秋草学園短期大学/帝京平成大学非常勤講師）

▲�宇羽野�聡�氏�
　（総長室校友課事務局専任職員）

▲�喜田�智也�氏�
　（株式会社MSブレイン西日本統括）

▲佐々木ひとみ常任理事
これからもオフィシャルな場面以
外では「ひとみさん」と呼んでく
ださい。

▲リカルダ・ゼッザ�氏
　�（2016年選出アショカフェロー)

▲�パネルディスカッションの様子
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「居場所」のない男、
「時間」がない女
～ワークライフアンバランスな日本社会を考える～

リカルダ・ゼッザ来日講演
～「子育てが職業を持つうえで、マイナスになる」は迷信です！～

「早稲田大学のダイバーシティ推進に関する
意識・実態アンケート」を実施しました

早稲田アリーナで行う卒業式・
入学式に手話通訳等が入ります

学内の講演会等に参加する方への
配慮を進めます

ワーク・ライフデザインカフェ

ダイバーシティを体現した理事会が発足

ブラインド体験を通して学ぶ、
伝わるコミュニケーション
～ブラインドサッカー日本代表強化指定選手と共に～

活動報告（2018年度）

　校友の水無田先生をお迎えし、男性の「関係貧困」と女性の「時
間貧困」について、日本社会における豊富なデータや具体例を交
えお話いただきました。男性は仕事に邁進する結果、地域や家庭
に「居場所」がなく、社会的孤立に陥りやすい傾向にあることが紹
介されました。一方女性は、日々家事・育児に時間を費やし、夫婦
の家事総量を100とした場合、妻の負担割合は85%を超えている。
先進国で最も「働きバチ」なのは日本のワーキングマザーであり、
女性が社会で活躍するにはあまりに「時間」がないと指摘されまし
た。女性も男性も共に幸せになるには、「働き方改革」とともに「暮
らし改革」が必要であると呼びかけられ、参加者それぞれの立場か
ら心地よい社会の実現を考える機会となった講演会でした。

2018年10月29日 in 法学学術院（早稲田キャンパス）
「パートナーをもつこと、イクメンになるということ」

2018年11月28日 in 人間科学学術院（所沢キャンパス）
「キャリア、子育て、そして幸せ」

2018年12月19日 in 文学学術院（戸山キャンパス）
「伊藤比呂美教授の人生相談ライブ」

　卒業後の社会人生活における自分のワークライフバランスに対
して漠然と不安をもつ学生や、子育て・介護などのライフイベン
トと研究・就労との両立に課題を抱える教職員が、その不安を解
消できる機会として、３つの学術院と共催し、それぞれのテーマ
で交流会を開催しました。質疑応答・フリートークの時間では、
これらからのライフデザインに活かせるヒントが得られる楽しい
時間となりました。

　「子育ては職業人としての成長を阻む」という社会の思い込みを、
科学的根拠を積み重ねて確立した「MAAM理論」により覆し、女
性の社会的活躍におけるイノベーションを起こしたリカルダ氏を
イタリアからお迎えし、自身の職業人としての経験談を交えなが
らお話いただきました。後半は本学学生らとともにパネルディス
カッションが行われ、「子育てと介護の違い」「国・文化によって子
育て中に得られる能力に違いはあるのか」等をテーマに、会場か
らも多くの質問やコメントが出て、活発な議論が展開されました。

　2018年11月に教職員を対象とした「早稲田大学のダイバーシティ推進に関する意識・実態アンケート」を実施しました。
　調査対象数は全体で3,183名、教員2,041名（女性380名、男性1,661名）、職員1,142名（女性432名、男性710名）、有効回収票は全体で1,129票

（回収率35.5%)、教員605票（回収率29.6%）、職員524票（回収率45.9%）という結果になりました。
　なお、アンケートの集計結果等をまとめた報告書を３月中にダイバーシティ推進室WEBサイトにて公開予定です。

　2018年11月８日、新理事会が発足しました。全17名の理事のうち女性が３名となり、これまでで一番多いだけ
ではなく、常任理事となった４名中２名が女性という構成に、ダイバーシティ推進に対する田中愛治総長の決意と覚
悟が感じ取れます。特に女性職員理事の誕生は史上初で、本学における初の女性管理職の登用から33年、佐々木ひ
とみ氏の常任理事就任は実にエポックメイキングなことでした。
　佐々木常任理事は就任に際し、「肩肘張らず、自分にできることを着々とこなしていくだけ」とあくまでも自然体
を貫きながらも、瞳には先達の覚悟がうかがえました。

　ブラインドサッカー日本代表強化指定選手の寺西一氏と、講師
の剣持雅俊氏にお越しいただき、アイマスクを装着した状態で声
が聞こえる方向にボールを蹴る、誕生日順に互いに声を掛け合
い、修正を繰り返しながら直線で並ぶなどの複数のグループワー
クを体験しました。コミュニケーションやチームビルディングに
ついて理解を深める貴重な機会となりました。

News

News

News News

開催報告

氏名は50音順、◎委員長  ○副委員長  ◆部会長  ◇副部会長
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▲佐々木ひとみ常任理事
これからもオフィシャルな場面以
外では「ひとみさん」と呼んでく
ださい。

▲リカルダ・ゼッザ�氏
　�（2016年選出アショカフェロー)

▲�パネルディスカッションの様子
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ダイバーシティの推進を目指して

新たなイノベーションを生み出すダイバーシティ実現へ

理事（国際広報、ダイバーシティ推進）　麻生　享志
（国際学術院 教授）

ダイバーシティ推進室　室長　所　千晴
（理工学術院 教授）

　早稲田大学では2007年の男女共同参画宣
言以来、多くの箇所の連携の下、その実現に
努めてまいりました。2012年には中期計画 
Waseda Vision 150を掲げ、その目標をよ
り具体的かつ実践的な形で明確化。一昨年の
７月には、すべての教職員・学生の多様性と
平等を尊重することを謳ったダイバーシティ
推進宣言を公表しました。世界が、そして日
本社会がより多様な人材育成に取り組むな
か、こうした流れは必然であると同時に、早

稲田大学としてより進歩的な発想と取組みを行うきっかけとしてきたわ
けです。
　そして昨年11月に田中新総長の下に始まった新体制において、これ
までの施策をさらに強化・発展させるべく、より緊密な組織連携を図る
ための構造改革も進行中です。これまで別個に機能してきた教職員を支
援するダイバーシティ推進室と、学生支援にあたるICC（異文化交流セ
ンター）、障がい学生支援室、GSセンターの働きを、個々の組織は温

存したままダイバーシティ推進室を中心に相互乗り入れを行うべく新た
な体制づくりを進めています。今後は教職員が抱える問題と学生が抱え
る問題を区別することなく、大学全体として一元化したやり方で対応す
ることを目指そうという取組みです。
　今後のさらなる展望としては、早稲田大学構成員の一人ひとりが自ら
のアイデンティティを積極的に誇れるような状況を一日でも早く達成で
きるような施策を効率的に打ち出していくことにあるのではないでしょ
うか。そのためには託児室等施設の整備や、各種講演会等を通じての啓
発活動、あるいはジェンダー・セクシュアリティ関連科目の設置による
教育等、すでに実施してきたことに加え、教職員の雇用や学生の受け入
れにあたり、さらに積極的な行動が求められることがあるかもしれませ
ん。そうした施策を経てその先にあるものは、誰もが自らの個性と能力
を存分に発揮できるキャンパス生活の実現であると推察いたします。
　早稲田大学に来てよかったとより多くの人たちに思ってもらえる環境
づくりのために、皆様のご理解とご協力を賜ることができればと思って
おります。どうぞ今後ともよろしくご支援のほどお願い申し上げます。
 (2018年11月８日就任)

　2015年９月に開催された国連サミットにおいて、17の目標と
169の タ ー ゲ ッ ト か ら な る「 持 続 可 能 な 開 発 目 標（Sustainable 
Development Goals, SDGs）が採択されました。目標の５番目には、
はっきりとジェンダー平等が掲げられています。
　ダイバーシティ推進は、経済や技術の発展にもよい影響を及ぼすことが
だんだんと明らかになってきています。MITのProf.Ellisionは、男性のみ、
あるいは女性のみの職場を混ぜて男女混合チームにしたところ、収益が
41%増加したという社会実験結果を発表しています。また、日本政策投
資銀行の餅友佳里副調査役は、民間企業の研究開発において、男性のみ
より男女共同で進めた方が経済的価値の高い特許出願につながっていると
する分析結果を発表しています。
　この数年の間にダイバーシティ推進を否とする意見を耳にすることは
なくなりました。誰もがダイバーシティ推進の重要性は認めるところで
すが、残念ながら現場ではそれほど大きな進展は認められていません。
世界経済フォーラムは毎年、ジェンダー・ギャップ指数を発表していま
すが、2018年に発表された結果では、日本は149カ国中110位で、主要
先進７カ国（G7）で最下位のままです。総論賛成であっても各論反対

で、組織としてなかなか変わることができな
い、成熟した日本の組織が抱える課題が顕在
化している１つの例と言えるかもしれません。
　1913年に大隈重信が宣言した早稲田大学
教旨には「個性を尊重」すべきであることが
はっきりと謳われています。早稲田大学はま
さに多様な人材が「集まり散じる」場所です。
SDGsは「誰一人取り残さない」ことを大目
標としたものですが、早稲田大学では「誰一
人取り残さない」だけでなく、「誰もが活躍
する」環境を実現しなければ、さらなる飛躍はあり得ません。イノベー
ションを起こし、Society5.0（※）を実現する人材を輩出する早稲田
大学であるために、現場がかかえる１つ１つの諸課題を丁寧に検討しな
がら、着実にダイバーシティ推進を進めていきたいと考えています。
※ Society5.0：第５期科学術基本計画において政府が提唱する世界に先駆けた
「超スマート社会」とその実現に向けた一連の取組

 （2018年９月21日就任）

連 載 ワークライフバランス挑戦中！⑲

文化企画課専任職員 小川　薫
気づいたら独りだけリビングで寝ているという幸せ

１．仕事が大好き

　とにかく仕事が大好き。転
職前から深夜残業、徹夜も苦
にならないタイプでした。最
初に配属された理工センター
教学支援課は、当時学部・研
究科の再編があったこともあ
り、業務は多忙を極め、朝仕
事を始めて気が付くともう夜、
しかしあと１時間は粘れるか、という感じで働いていました。結婚後も
生活スタイルは変わらず、妻の寝た後で自宅に帰り、妻が起きる前に出
勤するので、妻とは日記で会話していました。そんな最低な夫でした。

２．さよなら、愛しのマイホーム

　第１子が生まれ、３人の
生活が始まると病気対応や
保育園への送り迎えを「ど
ちらがするか問題」が発
生。当時は共働きで妻は教
員。休めない、シフト勤務
なんてものはない。私もそ
んなに休めない。実家に頼
るしかないか……。愛しのマイホームを手放し、神奈川の実家のすぐ
近くに転居しました。通勤はダッシュ込みで片道１時間15分。朝７
時に保育園が開くと同時に駆け込み、子ども用の布団にシーツをセッ
ト、駅までダッシュ。18時30分までしか預かってもらえないので17
時15分の定時に職場を飛び出て高田馬場駅までダッシュ、という生
活が始まりました。子どもが病気の時は極力どちらかが休むようにし
ていましたが、母には随分と助けてもらいました。

３．育児休職を取ってみた

　第２子を授かると、誕生予定が３月下旬～４月上旬の学部事務所の繁
忙期。業務と第１子の育児や妻の入退院等をすべてこなすことは難しい
と考え、予定日の半年位前に、一週間の育児休職取得宣言をしました。

繁忙期に私がいなくても課の仕事はうまく回るのか、心配してい
たのですが……。まったく問題なく回っていました。同僚の思いやり
精神や優秀さに心を打たれました。

４．自転車事故に遭いました

　やがて実家に頼れない状況となり、都内
の住居に引っ越しました。ここでは「保育
園入れない問題」に遭遇。残念ながら妻は
仕事を辞めざるをえませんでした。その後
運動不足解消のために、時々自転車通勤し
ていたら、事故に遭いました。両手と歯を
折り、１カ月ほど仕事を休むことに。じっ
くり子どもと一緒にいると、「仕事に時間
を費やすほど、子どもとの時間を削ってい
るんだなあ」と単純な気づきがありました。

現在の私の日課は、朝５時までに起きてメールチェック、ランニ
ング、洗濯物を畳む、新聞を読む、子どもと戯れる。朝８時頃に職場
到着。朝の時間の活用が、頭の整理や仕事の優先順位付けに役立って
いると感じています。19時までには家に帰って皆で夕食を食べ、酒
を飲みながら子どもと遊び、気づいたら独りだけリビングで寝ている
という充実した生活を送って
います。妻や職場の皆さんの
理解のおかげです。

最近、休みの日は息子の
少年野球につきっきりで家を
空け、「あなたの子は１人だ
けなの？」と妻と娘から厳し
く糾弾されています。時間の
使い方はまだまだ改善しなけ
ればならないようです。

（今回の執筆依頼が来たのは育児休職を取得したからだと思いますが、
取ったのはわずか１週間。専業主婦の妻に頼りっきりの私にワークライ
フバランスを語る資格はないのですが、どうかお許しください。）

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/
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早稲田大学ダイバーシティ推進室

※掲載している内容、講演会等講師、執筆者等の肩書きは発行当時の情報となります。　※Please refer to our website （https://www.waseda.jp/inst/diversity/en/） for articles in English.

■ 略　　歴： 本学商学部を卒業後、保険会社、スポーツメー
カーを経て2005年に入職。2005年～2014年、
理工センター教学支援課にて学務業務全般を担当。
2014年より文化企画課にて勤務。イベント業務や
2019年３月開館予定のスポーツミュージアム開館
準備に携わっている。

■ 家族構成：妻と息子（９歳）、娘（７歳と４歳）の５人家族。

・「早稲田大学ダイバーシティ推進室」リーフレット
　 　全学的な視野でダイバーシティ推進に取り組む体制、活動内

容等を紹介しています
・「早稲田大学UD（ユニバーサルデザイン）マップ」第３版
　 　施設面の情報をユニバーサルデザインの考え方でマップにし

ています
 ・「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）」第２版
　 　セクシュアルマイノリティ学生への必要な配慮として留意す

るべき内容をまとめています

「早稲田大学ダイバーシティ推進室」広報物を更新しましたi

▲�今年の夏の思い出、八丈島旅行

▲八丈島旅行直前のハイテンションな３人

▲�理工の「ユニラブ」も満喫

▲�末っ子（３歳）の七五三
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