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誰もが暮らしやすい社会に向けて
～障害者差別解消法が目指すもの～

Report

2019年６月28日（金） 早稲田キャンパス ３号館601教室

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当参事官（注１）

人間科学学術院長（人間科学学術院教授）

　当方は「障害」を「障がい」と表記してきた。それは、障害の困難さを、障害がある人
の機能的な困難さと同一視しているのに他ならなかったからである。今回のレクチャー
は、そういった考え方こそが、バリアフリーの社会を推進していくうえで障害となる「溶
かし消すべき固定概念」であることを教えてくれた。
　従来の社会システムは、そもそも障害のない多数派を対象としてデザインされている、
という視点に立脚した瞬間、障害は社会システム自体に内在するものとなり、乗り越える
べき社会的課題として認識される。この課題を解決することは、社会が新しい視点を獲得
することであり、かけがえのない多様性を広げることでもある。
　「バリアフリー」は障害のありなしなど関係なく、万人のためのものなのだ、という思
いが、梅雨の晴れ間に差す夕日のような明るさをともなってほのぼのと湧き起こってきた。

国際コミュニケーション研究科 総務・入試担当課長　津久井 健之

主催：人事部人事課　共催：ダイバーシティ推進室

（注１）肩書は講演当時のもの。現在は復興庁参事官（医療福祉班）。
（注２）正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

▲寺本�琢哉氏� ▲藤本�浩志教授

▲��右側の別スクリーンで、PC文字通訳による情報
保障対応を行いました

▲�参加者同士で活発なグループワークが行
われました（筆者・中央）

講　　師：寺本 琢哉 氏

司会進行：藤本 浩志 教授

　「障害者差別解消法」（注２）を担当されている内閣府参事官 寺本琢哉氏を講
師にお迎えし、職員管理職約170名を対象にセミナーを開催しました。
　講義では、「障害者が直面する困りごと、その困りごとはなぜ生じるのか」

「具体的事例からどのような合理的配慮が提供できるか」等をテーマに参加
者同士で話し合い、それぞれの考えを発表し会場全体で情報を共有しなが
ら、「合理的配慮」の基本的な考え方や事例、社会全体の方向性などについ
てお話しいただきました。
　日常生活や社会生活を送る中で「社会的障壁」に困っている場合、これを
取り除くために必要な「合理的配慮」を提供することがこの法律の目指す
ものであると説明がありました。また、「合理的配慮」の提供から「過重な
負担」が生じ均衡を失する側面もあり得るが、その場合には大学だけで抱え
ず、他大学、自治体、国への相談・連携を求めていくことが重要であるとア
ドバイスをいただきました。
　障害の有無に関係なく、誰もが「社会的障壁」に直面する可能性があり、
それぞれの立場で「合理的配慮」を考えることの重要性について再認識する
ことができ、充実したセミナーとなりました。

参加者の声
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イベントに参加する方への配慮を推奨

卒業式・入学式にて手話通訳および
PC文字通訳を実施

ドイツ・ボン大学で「早稲田大学デー」
～ 「Gender Equality」についての意見交換会～

　さまざまな配慮を要する方々が、安心して本学のイベントに参
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、全学的な取組みとして進めています

（詳細は https://www.waseda.jp/inst/diversity/support/
people-with-disabilities/ よりご覧になれます）。
　ダイバーシティ推進室では、手話通訳やPC文字通訳への要望が
寄せられた際の通訳紹介等の支援や各種申請への対応方法につい
てのご相談、さらに授乳・託児スペースの確保や利用に関するご
相談等をお受けしています。
　2019年６月21日SDC（スチューデントダイバーシティセン
ター）主催『カランコエの花』特別上映会＋トークイベントにて
手話通訳を導入した際の、参加者（174名）の声の一部を以下に
紹介いたします。「英語通訳、手話通訳、司会の方の進行、配慮が行き届いており、とても感動しました」「上映回数や字幕対応
等、配慮が行き届いて素晴らしいと思いました」「３回の上映、日中の時間にも上映してくださり、ありがたいです。子連れでも
参加してよいと言っていただき大変感謝しております」

　本学とボン大学は1960年に学術交流協定を締結して以来、研究分野において緊密な交
流を続けてきました。2019年５月13日に、ボン大学において「早稲田大学デー」が開催
され、本学からは田中愛治総長をはじめ約40名の研究者・学生が参加しました。本学の
ダイバーシティ推進の立場から博士キャリアセンター長の朝日 透教授（理工学術院）、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（参加当時）でダイバーシティ
推進委員会副委員長の尾内一美氏（現.社会科学総合学術院調査役）も参加し、ボン大学
のGender Equality OfficeのSandra Hanke氏 （Gender Equality Commissioner）と
Dr. Martina Poteck氏 （Deputy Gender Equality Commissioner）と「Gender Equality」
をテーマとした意見交換等を行いました。
　朝日教授からは、ボン大学の若手女性研究者に関する調査等で連携協力していくことを
確認しました。尾内氏からは、女性比率数値目標や若手女性研究者支援の施策など男女共
同参画を中心とした本学の取組み内容を説明し、両大学における現状の課題を含めた情報
交換を行いました。今後も研究交流の枠に留まらない複層的な協力関係を維持することを
確認し、双方にとって実りある懇談となりました。

　2018年12月に竣工した早稲田アリーナにて、2018年度卒業
式、2019年度入学式が挙行され、聴覚に障がいのある方への情報
保障対応として、手話通訳およびPC文字通訳が導入されました。
　手話通訳は舞台下手で通訳者（２名で交替）が行い、PC文字通
訳は遠隔での入力によって行われました。文字情報は会場内にあ
る４つの巨大スクリーンすべてに、映像とともに映し出されまし
た。これにより、聴覚に障がいのある方だけではなく、すべての
出席者に臨場感あふれる映像と分かりやすい情報を届けることが
できました。

Topics

Report

Topics

▲�卒業式での情報保障の様子

▲ボン大学と意見交換を行う朝日教授（右）

▲懇親会での様子（右端が尾内氏）

▲�舞台上にて手話通訳を行いました（トークイベントにて）
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「女性研究者メンター制度」
利用者の声

WiDS Ambassador Meetup@Stanford University

　先輩研究者（メンター）として登録された専任教員から、豊富な経験談を直
接聴くことができる「女性研究者メンター制度」は、これまでに多くの初期研
究者（メンティ）の方にご利用いただいています。実際に制度を利用されたメ
ンティの声を紹介します。

◦ 博士課程に入った後、研究が進まず、気づいたら４年目に突入しました。
周りが仕事と家庭と研究を「多立」しているように見え、集中できない
自分が恥ずかしくて、打ち明けられないままでいました。今年に入り、
現状を変えたいという気持ちが強くなったため、本制度の利用に至りま
した。職員の方と面談した結果、ローリー・ゲイ先生（法学学術院教授）
をご紹介いただきました。初回面談の時に、先生は静かで温かいまなざ
しで、話を聞いてくださり、研究でつまずいたご自身の経験も話してく
ださいました。自分の状況を変えるには、時間といくつかのアプローチ
が必要ですが、その一つとして、ローリー先生との面談を位置づけた
いと思います。

 大学院日本語教育研究科 博士４年

◦ 研究の進め方、進路に関して女性研究者としてのお話を伺いたく、本制度を利用しました。メンターの杉森絵里子先生（人間科
学学術院准教授）は、私の話を深掘りしてくださり、とても親身になって聞いてくださいました。また、具体的に研究の進め方
や気持ち面もフォローしてくださり、私の疑問が次々にクリアになっていきました。指導教員や、研究室の先輩以外の教授から
アドバイスをいただけるのはとても貴重です。杉森先生へのご報告も兼ねて、また本制度を利用したいと思います。

 大学院人間科学研究科 修士２年

　2019年８月14日、WiDS
（Women in Data Science）
のAmbassador Meetupがス
タンフォード大学で開催され、
WiDS Japan Ambassador
である朝日 透理工学術院教
授、ダイバーシティ推進室
室長の所 千晴理工学術院教
授が参加しました。本学の
ダイバーシティ推進の状況
について報告する機会を得
た 所 室 長 は、2020年 か ら
WiDSのCo-Ambassadorに
就任する予定です。WiDSのCo-Directorであるスタンフォード大学のMargot Gerritsen教授（Senior Associate Dean, School 
of Earth, Energy and Environmental Sciences）、Karen Matthys氏（Executive Director, Institute for Computational and 
Mathematical Engineering）、Judy Logan（ICME）氏とも有意義な懇談を行い、今回のミッションを達成することができました。
　2015年11月にアメリカのスタンフォード大学で発足したWiDSは現在、世界50か国から200名以上の会員を誇るグローバルネッ
トワーク。学術分野やビジネスを横断するデータサイエンス、データエンジニアリング、データビジネスの諸分野で活躍する女性人
材の育成という喫緊の課題に取り組んでいます。本年２月、WiDS Tokyo@Waseda 2019が、野村総合研究所、本学ダイバーシ
ティ推進室・理工学術院・博士キャリアセンター等の共催、データ科学総合研究教育センターの後援により実現したことを皮切りに
本学との関係を深めてきました。

Report

Report

▲�会場のジェン・スン・ファンエンジニアリングセンター３階マッケンジールームにて、世界各国からの参
加者とともに
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学内バリアフリー対応最新情報！
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連 載 ワークライフバランス挑戦中！⑳

政治経済学術院 准教授 ケラム マリサ アンドレア
アメリカで、日本で、ワークライフバランス挑戦中

　数年前、アメリカの政治学者が立ち上げたWebサイトWomen 
Also Know Stuffに自分の経歴を掲載したとき、私はこんな一行を加
えました。「アカデミックキャリアと家庭のために、彼女はワークラ
イフバランス（WLB）を日々追求しています」まさにそのとおり！ 
私のホームページでは「研究」、「担当科目」などの他に（最も誇りに
している業績として）「子ども」というタブがあります。私は自分の
職業人としてのプロフィールの中にこれらの個人的な情報を共有して
います。それは、WLBの追求は私のこれまでのアカデミックキャリ
アの核心だったからです。

テニュアトラックの間に赤ん坊を授かる
　私のWLB挑戦は夫と出会ったUCLAでの大学院時代に遡ります。互
いに政治学博士課程に在籍していた当時の私たちにとって、政治学研
究は生活そのものでした。それ以来、夫と私は二人分のキャリアと格
闘してきました。つまり、夫婦二人とも政治学者としての業績を築き、
同じ給与を得て、学会論文や成績の提出締切も同時にやってきました。
　大学院の最終学年のとき、見知らぬ街にある大学から二人とも内定
を得て、結婚し、家を購入し、妊娠し、キャリアを開始し、博士論文
を提出しました。まさにこの順番で、事は進みました。アメリカで助
教授として働いている間に、二人の子宝に恵まれました。年齢の差は
二歳半。二人の誕生は私たちに大きな喜びをもたらしました。同時に、
私たちは研究と教育にも全身全霊をかけていましたので、それは家
庭と仕事の関係にゼロサム状態をもたらしました。私たちは二つの次
元でのバランスに直面していました。それは「家庭vs仕事」、そして

「私のキャリアvs夫のキャリア」です。私が働いているときは夫が子
育てをし、夫が働いているときは私が子育てをするということです。

日本で子育てをして
　息子が３歳で、娘が６歳になろうとしていたとき、私たちは日本に移
り住みました。当時、夫は早稲田大学で専任教員として着任し、私は早
稲田の高等研究所で３年の任期付研究員のポジションを得ました。高等
研で過ごした時間はとても貴重でした。私の研究も軌道に乗り、子ども
たちも幼児期のように手
が掛からなくなったので、
私は年に１、２コマの授
業を担当しながらも、そ
れ以外の時間はこれまで
の研究を論文としてまと
め、学術雑誌に投稿し、
出版業績を積み上げるこ
とに専念できました。
　私のこの経験に基づい
た政策提言をするなら
ば、出産・育児休業は二
段階構成にすることを提
案します。通常の産休・

育休に加え、その５、６年後に子どもが
成長し「失われた研究期間」を穴埋めす
ることができるようになったとき、一年
間の授業負担の免除もしくは授業負担の
大幅な軽減を推奨します。
　私が早稲田大学政治経済学部の専任教
員として着任してから、とうてい不可能
なバランス取りが再び求められるように
なりました。私の教育活動vs研究活動、
夫の教育活動vs研究活動、わが家の小学３年生と１年生、畳んでも
終わることのない洗濯物の山などなど。さらに最近は学部運営の役職
も加わりました。バランスは取りづらいものの、根底にある内なる葛
藤は低減してきました。それは私が実績を上げ、自信を持って職に当
たることができるようになったこと、そして子どもたちが成長したこ
とに起因すると思います。
　しかし、日本という新しい住環境のおかげでWLBもまた、異なる
様相を呈してきました。そもそも私は日本語を話さないため、家事の
うち対外関係は主に夫が担当しています。それはアメリカにいたとき
は私が担当していたことです。彼は病院の予約、学校関係の書類作成、
PTA活動、家計などを担当し、さらにほぼ毎晩、夕食の支度もします。
　一般的に日本社会は子どもが小学校に入ったら彼らがより独立する
ことを許容しているので、アメリカにいるよりも日本の方がワークライ
フバランスはとりやすいと思います。アメリカに住む友人たちは、子ど
もたちを学校に迎えに行ったり、放課後の習い事のための送迎で、午
後の大半を車の運転に費やしているといいます。アメリカでは小学生
の子どもは、保護者の監督が必要です。しかし日本で、うちの子ども
たちは自転車や電車に乗ってバイオリン教室やサッカーの練習に行っ
たり、友だちと公園で遊んだり、コンビニにも一人で行ったりしていま
す。定時に子どもを迎えに行くために慌てて職場を飛び出す必要もあ
りません。とは言え、私は今でも子どもたちと一緒に遊び、食事をする
ことにできるだけ多くの時間を費やすことができるよう努めています。

　WLBは「完璧主義」の様相を帯びていると思います。つまり、完璧主
義者ほどWLBを追求しようとする一方で、それは到底完璧には達成でき
ないものなのです。実際に求めていた生活のバランスを保てているよう
に思うときがありますが、そんなときでさえ、内面にはストレスを感じて
います。母親であることは私にとってはとても自然なことですが、WLB
は自然にはできません。私はいまだにそれを希求し続けているのです。
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※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.

KELLAM, Marisa Andrea（ケラム マリサ アンドレア）
早稲田大学政治経済学術院准教授。専門は政治学。研究分野は

「中南米における民主主義の特性」。英語学位プログラム（EDP）
のディレクターも務める。カリフォルニア大学ロサンゼルス校

（UCLA）で博士学位取得。テキサスA&M大学助教授、早稲田大
学高等研究所准教授を経て、2016年より現職。夫（政治経済学
術院 栗崎周平准教授）、長女（小６）、長男（小４）の４人家族。

※日本語版文責：ダイバーシティ推進室。英語による原文はWebサイトでご覧ください。

　施設に関するバリアフリー情報をユニバーサルデザインの考え方でマップに
している「早稲田大学UD（ユニバーサルデザイン）マップ」第３版を2019年
３月に発行しました。今後も更新してまいりますが、昨年度から今年度にかけて
実施済み、実施予定のキャンパス内のバリアフリー対応情報をお知らせします。
・早稲田キャンパス４号館　エレベーター（2018年度設置完了）
・早稲田キャンパス５号館・15号館　エレベーター（現在工事中）

▲�ケラムゼミvs栗崎ゼミのボウリング対決
（2019）にて（子どもたちも一緒に）

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

