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ワーク・ライフデザインカフェ in 人間科学学術院

『先輩！教えてください！#就活 #進学 # 働き方（ワークスタイル）』

2019年12月12日（木）
講

P.

所沢キャンパス 100号館 所沢図書館前スペース

師：田上 明日香 氏
荻原 里砂 氏

司会進行：杉森 絵里子 氏
主催：ダイバーシティ推進室

SOMPO ヘルスサポート株式会社 企画開発部 課長
健康プロモート部 産業保健シニアメンタルヘルス・
コーディネーター
キャリアセンター課長
人間科学学術院准教授

共催：人間科学学術院

後援：キャリアセンター

昨年に引き続き人間科学学術院において、卒業生を講師としてお招きし「ワーク・ライ
フデザインカフェ」を実施しました。田上氏からは「節目において、ある程度方向を決め
たら、あとは『偶然』に身を任せた」という経験が語られ、また荻原氏からも「キャリア
チェンジを意識していた時に『偶然』求人を見つけ、運命と確信しチャレンジした」とい
う話があり、両氏ともがいかに「偶然」を味方にしたかという話に、参加者は熱心に耳を
傾けていました。

▲杉森 絵里子 准教授

講師からのメッセージ
大事な選択であるほど不安や迷いは
つきものですが、ぜひ変化する節目では
向かいたい方向についての「大きな方向
感」を持ち、好奇心を持って学生生活で
の偶然の出会いを楽しみながら、一歩を
踏み出してもらえたらと思います。

田上 明日香 氏

将来は誰しも予測不能ですが、目の前
のことに誠心誠意取り組むことでスキル
と人脈は必ず蓄積され、その先に転機が
現れます。変わっていく自分、変わらな
い自分を楽しみながら、新たな一歩を踏
み出してほしいと思います。

荻原 里砂 氏

参加者の声
お二人の仕事や人生のキャリアとその時の感情や考えをお聞きし、キャリアは過去
の自分から現在、未来へとつながっていることを感じ、過去の経験や現在の勉強含め
て今後の人生キャリアに活きてくること、それを自分がどう活かしていくかという視
点が大切なことを学びました。また、日々、ポジティブな方向に目を向けて、自分自
身で決断する力や、アンテナを張っておくことによって、自分自身でよりベストな選
択を決断していくことが重要であることを学びました。今回学ばせていただいたこと
を、私自身の今後のキャリアライフプランに活かしていきたいです。
人間科学研究科 修士課程２年 中山 怜子

▲講演に聴き入る参加者のみなさん
（筆者・奥中央）

＊2020年１月27日のワーク・ライフデザインカフェ in 文学学術院、１月30日のワーク・ライフデザインカフェ in 政治経済学術院の開催報告は WEB サイト
よりご覧いただけます。
（URL：https://www.waseda.jp/inst/diversity/event/reports/）

─1─

Report

仕事と介護の両立支援セミナー＜基礎編＞を開催

2019年10月29日、
「仕事と介護の両立支援セミナー＜基礎編＞」を開催しました。
（株）パソナライフケアから講師をお招きし、公的介護保険制度や介護の現状、事前の心構
え、仕事との両立事例等をご紹介いただきました。

参加者の声
私は高等学院で家庭科の教員をしていることから、今回のセミ
ナーには私自身の今後の備えとしてだけではなく、生活者を支える
制度の一つである介護保険制度の現状を知り、得た知識を担当する
教科に反映させることにも目的を置いて参加しました。
参加してみて感じたことは、多様化する社会のニーズに合わせて
法改正が行われ制度も変化してはいますが、結果的に個々人すべて

Report

▲多くの教職員に受講していただけるよう
本会場（井深ホール）の他、西早稲田、
所沢、本庄、北九州に同時中継 会 場
を設けました。

のニーズに合致させられるものではなく、ケアマネージャーなどの資
格を持つ方の資質によって対応が異なる可能性があるということでし
た。制度について知るだけでは不十分であり、個人的な情報のため
なかなか難しいことではありますが、さまざまな事例を知ることが実
際に介護に直面したときの心構えとなり、介護離職を避けることにつ
ながるのではないかと思いました。
高等学院教諭 宮田 恭子

中東湾岸諸国の女性リーダーを迎えて
フォーラムを開催

2019年11月20日、「湾岸産油国及び日本におけるダイバーシティ経営―未来へ向
けたメッセージ」のテーマを掲げ、
「第10回女性のキャリア開発に向けた友好委員会
オープンフォーラム」が西早稲田キャンパス63号館会議室にて開催されました（主
催：JCCP 国際石油・ガス協力機関、共催：早稲田大学）。
産油国 UAE のメイサ サレム アルシャムシ国務大臣をはじめ、中東湾岸諸国から
多くの女性リーダーをお迎えしました。日本の石油精製・化学企業で活躍中の女性
リーダーも加わりスピーチやパネルディスカッション行い、女性活躍
推進に向け活発な意見交換が行われました。
フォーラムに先立ち、本学理事の弦間正彦教授（社会科学総合学術
院）、モデレータを務められた松方正彦教授（理工学術院）、ダイバー
シティ推進室室長の所 千晴教授（理工学術院）が国務大臣と懇談を行
いました。

▲懇談の様子（右手前：アルシャムシ国務大臣、
左手前より弦間理事、所室長）

▲フォーラムの様子（右：松方教授）

▲参加者の皆さん
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特例子会社社員と学生との
交流授業を実施

Report

2019年12月９日、本学の特例子会社である（株）早稲
田大学ポラリス（旧社名 WU サービス）の社員と社会科
学部の弦間正彦ゼミの学生との交流授業が行われました。
社員が個性や適性を生かし、清掃、郵便物の仕分け、デー
タ入力等に従事する姿の動画紹介に続く、社員による業務
紹介や質疑応答を通して、学生は、多様性を重視し社会的
包摂を目指す本学における障がい者雇用への理解を深める
ことができました。
学生からは「障がい者の方々が正確さを求められる重要な
仕事を担っていることを知り、その驚くべき集中力と努力に
尊敬と感謝の念を抱い
た」
、社員からは「自分
の仕事を見つめ直すこ
とができた」との声が
寄せられ、双方にとって
貴重な学びや気づきを
得る機会となりました。

大学におけるダイバーシティ推進

－イェール大学での実践、
早稲田大学への期待－

2019年11月29日、Frances
Rosenbluth 本学理事よる講演会
を開催し、イェール大学における
ダイバーシティ受容の現状や取組
み事例の紹介、本学への期待を込
めた助言とエールに多くの参加者
が感銘を受けました。

▲ Frances Rosenbluth 理事の
講演内容にダイバーシティ推進
担 当 理 事 の麻 生 享 志 教 授（ 国
際学術院）および弓削尚子教授
（法学学術院）がコメントを交え
て会場にお届けする対話形式の
講演会を行いました。

WSCメンバーズ基金講座 公開講座

Report

「ダイバーシティを学ぶα／β」
「LGBTをめぐる法と社会」

ダイバーシティ・男女共同参画の視点から現代社会を理解する
機会を提供するため、WASEDAサポーターズ倶楽部の支援を受
け、ダイバーシティに関する授業の一部を公開講座としています。
・2019年11月５日「企業における LGBT に関する問題」
講師：高山 寧 氏、大島 葉子 氏

・2019年11月22日「より遠くへ」講師：芦田 創 氏
・2019年12月20日「大学とダイバーシティ －政策の歴史的展開－」

▲交流授業の様子（左：弦間教授）

講師：吉田 文教授（教育・総合科学学術院）
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第５回 Rikohティータイムシンポジウム

「好きなことを選ぶという人生」

2019年10 月３日（木）
講

師：高井

西早稲田キャンパス62号館 大会議室

▲高井 まどか 氏

東京大学大学院 工学系研究科
まどか 氏 バイオエンジニアリング専攻教授

草本 明子 氏

主催：ダイバーシティ推進室

司会進行：折原 芳波 氏
オブザーバー：所 千晴 氏

頌栄女子学院 中学校・高等学校 理科教諭

共催：理工学術院

▲草本 明子 氏

▲折原 芳波 氏

東京工業大学 生命理工学院准教授
理工学術院教授

後援：キャリアセンター

今回は、キャリアチェンジを経て、現在は研究者・教員として活躍する高井ま
どか氏、草本明子氏をお招きし、講演、グループ・ディスカッションを行いまし
た。高井氏は初めての就職活動で苦い体験をしたことから「目先のことばかり
にとらわれず先を見る、そして何より自身が楽しんでほしい」と語られました。
草本氏からはキャリアチェンジの時の葛藤から「決断するのは自分自身であり、
勇気をもって進んでほしい」という力強いメッセージをいただきました。

参加者の声
外国人の女性として、日本社会で働く理工系女性の現状について理解を深めること
ができました。講師のキャリアパスとは異なるかもしれませんが、今後、自分が同様の
問題に直面したときに、講師のお話から学んだことがとても参考になると思いました。 ▲理 工系志望の女子高校生も含む42名の参加者が集
い、熱心に懇談しました。

創造理工学研究科 修士課程２年 チョー シュー

Topics

個人の尊厳や生き方に関わる性別情報の収集に対する
本学の方針と取り組みについて

本学では不適切な性別情報収集はセクシュアルマイノリティ当事者に精神的苦痛を与えるとの共通認識のもと、
各種書類の性別欄の必要性を検証し、不要な場合は削除し、合理的理由から残す場合には記載方法の工夫をする
取組みを進めています（詳細は https://www.waseda.jp/inst/diversity/support/sexual-minority/ よりご覧になれます）。
＊
「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３版を2020年３月に発行し、全教職員へ配付しています。

活 動 報 告（2019年度）

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2019年12月１日現在）

ダイバーシティ推進委員会
前年度に実施した全学意識調査の分析結果およびダイバーシティを取り巻く社会的動向を踏まえ、中期３か年計画を策定し、当年度事業計画にそっ
て支援拡充に向けた働きかけや業務改善に向けた取組みを行いました。
委 員 麻生享志（理事（ダイバーシティ推進、国際広報、国際募金（北米）
）／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）
・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）
・岡部耕典（文学学術院教授）
・○尾内一美（社会科学総合学術院調査役）
・
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）
）
・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）
・友金孝夫（総務部長）
・野地整（人事部長）
・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）
・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）

教育研修部会
ダイバーシティ関連科目の案内、WSC メンバーズ基金講座の運営、学術院・ハラスメント防止委員会・ICC・関連会社との連携によるイベント、
セミナー等を実施し、ダイバーシティ推進に向けた理解促進と啓発を図りました。また、スチューデントダイバーシティセンターと協働で教職員向
け研修コンテンツを制作しました。
部会委員 朝日透（理工学術院教授）
・宇羽野聡（総長室校友課職員）
・大庭文子（研究推進部事務部長）
・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）
・◇西出稔行（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）
・野原佳名子（文化推進部調査役兼演劇博物館事務長）
・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）

制度環境部会
懸案であった学生・教職員託児室の補助額増額および利用対象者拡大を提案し実現しました。学術院長会で教員の育児支援に関する申し合わせの再確
認、性別情報収集の必要性の検証を依頼しました。障がいのある学生・教職員の要望を受け施設改修や出張システムのデザイン変更を要請し実現しました。
部会委員 ◆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）
・河村耕平（政治経済学術院教授）・久保山尚英（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）・坂倉みどり（理工センター事務副部長兼教学支援課長）・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）

広報調査部会
「さんかくニュース」No.22、No.23を企画・編集し発行しました。No.23では、男性教員の育児休職取得促進に対する理解を図り、経験者の声を
紹介しました。また、英語による情報発信の拡充に向けて、本紙掲載記事および各種支援制度案内等を英訳し、英語版 WEB サイトに掲載しました。

部会委員 石田京子（法学学術院准教授）
・◆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）
・尾崎慶吾（エクステンションセンター事務長兼
教務部社会人教育事業室調査役）
・尾内一美（社会科学総合学術院調査役）
・◇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（文学学術院准教授）
・山内暁（商学学術院教授）
・ローリー ゲイ（法学学術院教授）
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連載

ワークライフバランス挑戦中！㉑

時間の「隙間」を探って、時間を「作る」努力
文学学術院 准教授

ピタルク パウ

誰が言ったかは覚えていないけれ

かざるを得ないのです。そうした感情を払拭できるには、親と教員の

ども、数年前、子育てについてこう

最低限の責任を果たすために、時間の「隙間」を探って、時間を「作

いうことを聞きました。「子どもが

る」努力をするしかないでしょう。

生まれる前に親はよくお金のことを
心配したりする。お金が足りるのか

各家庭の状況は百人百色ですが、出産後、両親が二人とも最低でも

なって。けれど、なんとか工夫すれ

２、３か月の育児休職を取るべきだと思います。その時期は、身体的

ば、お金はいつでも作れるもので

にも精神的にももっとも大変になるからです。慢性的な睡眠不足のこ

す。実際のところ、親になったら、

とは広く知られていますので、ここで触れなくてもいいでしょう。そ

本当に足りなくなるのは時間です。

うした知られていること以外にも、大変なことは数え切れないくらい

しかも、子どもにどれだけの時間を

あります。出産・子育ては一般的に「自然」な現象として捉えられて

捧げても、親として十分に時間を与

いるので、「自然に」＝「楽に」できると思われがちなのかもしれま

えられていないという罪悪感は常に
残り続けるのです」。自分の子ども

せん。しかし、実際に体験すると、「自然」は決して「楽」ではない

▲姉 妹初対面

とすぐに分かります。例えば、出産は母体に信じられないほどの重い
負担となるのです。難産の場合には

が生まれてから、まさにそうであると実感しました。

負担は一層重くなりますが、ずっと
私には2016年と2019年生まれの娘が二人いますが、彼らが生ま

何もトラブルがなく、最良の場合で

れたときはどちらも、取得を許される期間分の育児休職をとりまし

さえも、出産後に母体が「普通」の

た。休職後も、できるだけ多くの時間を娘たちに割きたいと思って、

状態に戻るまでには数週間がかか

今までやってきました。私よりも妻の仕事の方が労働時間が長いの

ります。その時期は回復中のお母さ

で、平日は娘たちの保育園の送り迎えや、晩ご飯の面倒、寝かしつけ

んにはできるだけのサポートが必

など一人でやることが多いです。それは親として当然の義務だと思い

要となるので、夫・父として彼女の

ますが、それでもやはり、仕事のいろいろな業務とうまく組み合わせ

側にいるべきでしょう。新生児は本

ることは難しいです。幸い、娘たちが保育園で18時までいられるお

能的に哺乳の仕方が分かるはずと

かげで、授業をしたり、会議に出たりなどの日常の業務は普通に行え

思っていたら、実際には授乳も最初

ますが、研究・論文執筆の時間は寝かしつけの後にしか作れなくなり

は意外と難しく、精神的に辛い経験

ました。学会、講演会などのようなネットワーキングイベントに参加

になる場合が多いと思います。

▲手話の絵本に興味津々

するのも非常に難しくなっています。昔はゆっくり考える時間であっ
た週末は、今はどこかの公園でバタバタしている娘たちを追いかけ

出産や育児にまつわる予想以上に多くの負担や困難を乗り越えるた

る時間になってしまいました。もちろん、娘たちと一緒に過ごす時

めには、特に出産後の数か月、両親は二人とも育児休職を取るべきで

間は楽しいときもあり

しょう。そうすることで、この困難・発見の多い時期に家族として、

ますし、娘たちの目を

カップルとしてお互いにサポートし合ったり、一緒に手を取り合って

通して世界を再発見す

挑戦するのが最適だと思います。

ることは親にならない
と味わえない有意義な

■略

歴：バルセロナ自治大学文学部卒業（比較文学）
。修士
（東京大学、言語情報科学）
、博士（コロンビア大学、
日本文学）
。ニューヨーク市立大学クイーンズカレッ
ジ助教授を経て、2017年より現職。2019年４月よ
り11か月の育児休職取得中。
■ 専門領域：日本近代文学
■ 家族構成：妻と娘２人の４人家族

経験だと思います。し
かし、そうであったと
しても、親としても教
員としても中途半端な
業績しか残していない
という罪悪感を日々抱 ▲自分で作ったほうが美味しい

I N F O R M AT I O N

編集・発行

「学生・教職員用託児室」
「ホームヘルプ補助」の一部制度変更

2020年４月より利用対象者の拡大、大学補助の増額改定を行います。詳細はダイ
バーシティ推進室 WEB サイト（各種支援＞育児・介護支援）にてご確認ください。

学内バリアフリー対応最新情報！

2020年２月に「早稲田大学 UD（ユニバーサルデザイン）マップ」をリ
ニューアルし第４版として発行、WEB 掲載、各箇所への配付を行いました。
最新情報としてご活用ください。
・早稲田キャンパス５号館・15号館 エレベーター（2020年４月～５月運用開始予定）

※掲載している内容、講演会等の講師や執筆者等の肩書きは発行当時の情報となります。
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