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連 載 ワークライフバランス挑戦中！㉒

早稲田ポータルオフィス専任職員 外
ほか

 奈緒美
働き方を変えて、働きやすい職場へ

　職員になって15年がたちました。いつも人の働き方を参考にして
生きてきた私が、このような執筆の機会をいただき、大変恐縮なが
ら、自身の職員生活、そしてワークライフバランスへの挑戦の日々を
振り返ってみました。

　入職してからの10年は、まさに仕事中心の日々でした。初めての
職場は日本語教育研究センター、その後は経済学研究科で、主に学務
業務や入試業務、留学生サポート等を経験しました。学生のために、
先生方と協働してさまざまな改革に取り組むことのできる大学職員の
仕事に大きなやりがいを感じていた一方で、自分の働き方には課題ば
かり。要領も悪く、目の前の仕事をこなすことで精一杯。職場全体を
見渡す余裕もなく、残業ばかりが増え、もどかしさを感じる毎日でも
ありました。

　働き方が大きく変わったのは、仕事と育児の両立生活が始まった４
年前です。一年間の出産・育児休職を経て、息子が０歳10カ月の時
に職場復帰し、育児時間を利用した時短勤務が始まりました。これま
でのように、たまった仕事を残業でカバーすることはできません。仕
事の段取りを見直し、時には周囲の力を借りながら、時には割り切る
勇気を持ち、仕事をとにかく前に進めること、周囲との情報共有を強
く意識するようになりました。
　自分の意識改革以上に大きかったのが職場の理解とサポートです。
復帰直後は経済学研究科８年目となり異動も近かったため、業務全般
の副担当という配慮をいただきました。初めての時短勤務。迷惑ばか
りかけてしまうのではという不安の中で与えていただいた、「できる
ことを自分で探し、周囲をサポートする」という役割。大きなやりが

いとともに再スタートを切る
ことができ、お世話になった
職場に恩返しの気持ちで働く
ことのできた一年間でした。
　翌年に異動となった早稲田
ポータルオフィス。ここには、
全員で業務を共有し全員で助
け合うという素晴らしいチー
ム体制がありました。退勤後
や急遽お休みをいただく日の
対応も、周囲が何も言わずに
フォローしてくれます。業務
知識や仕事のスピードなど個
人の課題は多々あるものの、
上司や同僚、委託先スタッフ
のメンバーに支えられ、常に

安心感をもって、前向
きに仕事に取り組め
ています。このような
チームワークの中で、
以前よりも職場全体、
大学全体に目を向け
られるようになったこ
とは私にとって大きな
変化でした。時間の
制約の中でも成長の
機会を与えてくれる
職場に、心から感謝し
ています。

　この４月に突然始まった在宅勤務。保育園も休園となり、家で仕事
をしながら息子と過ごすという２カ月を送りました。仕事はもちろ
ん、思うように進みません。「今は仕事しないで！」と中断されるこ
とは数知れず、パソコンに向かう手を必死でつかみ、メール一本も打
たせまいとする息子と、目の前にある仕事との間で葛藤しながら、時
間の隙間を見つけてなんとか仕事を進めていました。一方で、長く一
緒に時間を過ごすことで気づけた息子の成長もあり、うまくバランス
を取っていたつもりでも、いかに日々時間に追われていたかを再認識
する機会でもありました。時間に追われがちの私とは対照的に、子ど
もとの時間を最優先し、家事も効率よくこなしつつ、自分時間も大事
にしている夫を見ていると、メリハリのつけ方、時間の使い方など、
私もまだまだ工夫が必要だなと感じます。

　仕事も育児も、人から学び、試行錯誤を繰り返しながら、少しずつ
自分のスタイルがつかめてきたのかもしれません。与えられてばかり
の15年間でしたが、大変恵まれた環境で働かせていただいているから
こそ、私自身が受けてきたサポートを今度は誰かに与えていけるよう
に、誰もが働きやすいと感じられる職場作りに少しでも貢献できるよ
うに、これからも自分にできることを探していきたいと思っています。
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■ 略歴： 2005年４月入職。2005～2009年、日本語教育研究セ
ンター・日本語教育研究科にて日本語プログラム運営、
留学生支援等を担当。2009～2017年、政治経済学術
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６月より早稲田ポータルオフィスにて勤務。教務事務
支援推進PJ（箇所支援）や窓口集中化業務を担当。

誰も取り残されることのない教育・研究環境の実現に向けて

Social Distanceを取りながらICTを活用して支える障がい学生支援室
PartⅠ.

　2020年９月より「女性研究者メンター制度」はZoomによるオンラインでの事
前面談、メンタリングに対応しています。（詳細はhttps://www.waseda.jp/inst/
diversity/support/female-researchers/mentoring/よりご覧ください）

・早稲田キャンパス５号館 エレベーター：2020年４月より運用開始
・早稲田キャンパス15号館 エレベーター：2020年５月より運用開始
・早稲田キャンパス10号館 エレベーター：現在工事中

　今般の新型コロナウイルス感染症は、学生の学修生活環境や教職員の教育研究活動にも大きな制約をもたらしました。そのような
中にあっても「教育活動、研究活動を停滞させない」という強い意思のもと、「誰も取り残されることのない」教育・研究環境の実
現を目指す本学において、多様な支援ニーズに対応し続けてきたスチューデントダイバーシティセンターの取り組みをご紹介します。

　オンライン授業の導入当初、慣れない環境に学生も教員も試行錯誤の連続であった
と思いますが、聴覚障がい学生にとってもまた、オンラインでの学修はハードルが高
く、支援者の協力が不可欠でした。そこで聴覚障がい学生の学修を支えている学生と
スタッフによる支援の実態について、障がい学生支援室の専門嘱託として支援をコー
ディネートされた益子 徹さんにご紹介いただきました。

　障がい学生支援室では、さまざまな修学上の困難を抱える障がい学生が他の学生と
同じ環境で学べるよう、関係箇所と連携しながら多様な支援を提供しており、約130
名の障がい学生、約100名の支援学生が登録しています。
　皆さんの中には、「聴覚障がい学生はどうやって授業を聞いているのか」と疑問に
感じる方もいると思います。例えば当室では聴覚障がい学生への情報保障に用いるた
めにcaptiOnline※１というウェブアプリケーションを新たに導入しました。これに
より、青森や神奈川在住の支援学生が連携して、他県在住の聴覚障がい学生に対して
PC通訳を提供することを可能としました。春学期は10名の聴覚障がい学生が登録し
た授業（合計約80科目）に対して、延べ60名前後の支援学生や学外支援者がサポー
トしました。
　また、このほかにも彼らが受講する授業を担当する先生方には、通訳者の事前学習
用に使う資料の提供や、字幕挿入のために授業開始前に動画コンテンツの提供をお願
いしました。担当教員や受講生によるZoom※２の挙手機能やチャット欄の活用によ
る授業展開の可視化は、聴覚障がい学生だけではなく他の日本人や留学生が講義の理
解を進めるうえでも役立つものとなりました。私自身、今学期の支援を通し、あらた
めてこのような一人ひとりのちょっとした配慮や気遣いが、実は多くの人を助けるこ
とになるのだということに気づかされました。
　今回のコロナ禍は、例年以上に授業担当の先生方や皆さんと一丸となって支援のあ
り方を考える機会となりました。今後もオンライン授業は継続していきますので、支
援室としては引き続き支援学生（PC通訳者等）の養成をはじめ、他の障がい学生の
支援体制の強化も進めてまいります。
　支援室に関する最新情報は、障がい学生支援室Webサイト（https://www.waseda.jp/inst/dsso/）をご覧ください。

※１　 captiOnline（キャプションライン）：筑波技術大学の若月大輔准教授が開発・無償提供するPC通訳用ウェブアプリケーション
※２　 Zoom（ズーム）：Zoom Video Communicationsが提供するWeb会議サービス

障がい学生支援室 身体障がい学生支援部門：３号館１階、発達障がい学生支援部門：27-10号館（関口ビル）５階

▲�動物園ではいつも肩車

▲帰省中の福岡で、恐竜博物館

▲�captiOnlineを用いたPC通訳（連携入力）の
様子(右：専門嘱託�益子�徹 氏�）

▲captiOnlineを用いた情報保障のイメージ

▲�支援を利用している聴覚障がい学生が見てい
る画面イメージ
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ベビーシッター派遣事業割引券交付について

コミュニケーションにも工夫を
　私は重度の聴覚障害を持っています。現在、支援室の支援を受けながら受講していますが、支援を利
用していても周りの皆さんが話していることがうまく理解できず、困っているときがあります。私は他
の受講生と会話する時に内容を推測しながら聞いていますが、その理解の拠り所の比率は、口の形と表
情（４）：音声（２）：文脈（４）くらいなので、例えばZoomでの話し合いの際などでは、カメラを口
元が見える位置に設置してマスクを外してお話いただけると、口の形と表情が明確に伝わり助かります。
コロナ禍で皆さんに「マスクを外してください」とお願いしづらい状況が続きますが、少しの工夫で助
かる者がいることを理解していただけたら嬉しく思います。 人間科学部３年　河野 葉月

　コロナ禍をきっかけに大学の授業がオンラインでの実施となり、外出自粛から
学生も自宅で過ごす時間が増えました。家族と居る時間が長時間となることから
のストレス、キャンパスに行けず一人で過ごすことから生じる不安や悩みなど、
セクシュアルマイノリティ学生が置かれたこの状況をいち早く察知したGSセン
ター（Gender and Sexuality Center）では、すぐさまオンラインによる相談・
支援体制を整えました。当事者学生が心安らかに生活できることを最優先に、さ
まざまな状況に応じて行った具体的支援について専門嘱託の大賀一樹さん、渡邉 
歩さんにご紹介いただきました。

「オンライン授業」における困りごと▶　すぐに寄せられたのは、オンライン授業での氏名表示に関する相談でした。
　従来の対面授業においては本人が望む呼称を使ってもらっていた学生や事情があって「通称名」が使用できない当事者学生にとっ
て、他人に知られたくない自分の本名（大学への登録氏名）が他の受講生のPC画面に表示されてしまうことは想定していなかった
ことでした。相談を受けたGSセンターから関係箇所に働きかけ、問題の解消に向けた工夫を講じることができました。現状の運用
として、カメラオフでの参加を認めるなどの配慮対応がされている授業もありますが、一方で、画面に表示される氏名や様相から性
別に応じた敬称（くん、さん）がされる授業もあり、当事者学生は戸惑いを感じているとの
声も寄せられました。GSセンターから報告を受けたダイバーシティ推進室では、科目担当
教員に対して「セクシュアルマイノリティ学生に対する配慮対応ガイド」にもとづき、あら
ためて注意喚起を行いました。

「Stay Home」における困りごと▶　当事者学生で家族にカミングアウトをしている人は
少なく、コロナ禍の「Stay Home」で家族と長時間を過ごさなければならない、キャンパ
スに行けず周囲と繋がることができない状況は、心理的なストレスが非常に多くかかりま
す。GSセンターでは、こうした状況から「つながり」や「心理的安全」な場所を提供する
ためのオンラインイベントを企画・開催しています。春に実施した交流イベント「WASEDA 
PRIDE MONTH」や、中央大学との連携イベント「すべての大学に多様なセクシュアリ
ティを―コロナによって変化する「つながり方」とこれから―」では、全国から多くの学
生の参加があり、生きづらさを分かち合える場となりました。

　本学教職員の育児と仕事の両立を支援するため、内閣府（公益社団法人全国保育サービス
協会に委託）が実施する「ベビーシッター派遣事業」を利用して「ベビーシッター派遣事業
割引券」を発行しています。ベビーシッターサービスを利用する際、対象児童一人につき一
日あたり割引券一枚（2,200円相当）をご利用になれます。令和２年度につきましては利用
枚数制限緩和の特例措置がなされています（９月10日現在、期限未定）。
　詳細はhttps://www.waseda.jp/inst/diversity/support/caring/babysitter/をご覧ください。

◦ このコロナ禍の状況において、学生と一番近い存在である学生ス
タッフとして、学生の声を職員に届け、対応を働きかけることを
心がけました。GSセンターのオンライン相談への切り替えは早
かったのですが、もっと学生に（特に新入生向け）情報を届ける
ことが必要と考えMy Wasedaでの周知を提案しました。学生
に呼びかける場合の敬称について、共通の（または本人の希望に
沿った）敬称を使用することに対応されている先生方も多いです
が、このオンライン授業を展開する中で忘れられているケースも
あるようです。このような状況下だからこそ、マイノリティが悩
みを抱える状況に置かれやすいことを理解いただき、先生方には
まずは性別による呼び分けをしないことを徹底してほしいです。
 大学院法学研究科１年 Ｙ 

◦ ふだんからLGBTx留学生など、アイデンティティーの交点にいる
学生を支えるよう努めています。こういった学生は一人暮らしを
している場合が多く、オンライン
コミュニティに参加するにも言語
の壁もありコロナ渦中に特に孤立
を深めています。このような状況
であるからこそ教職員の皆さんに
は学生に対し、目に見えない困難
を抱えているかもしれない一人の
人間として寄り添っていただきた
いと思います。

 政治経済学部４年 Ａ

◦ 新型コロナウイルス感染症拡大の対応として、私の娘が通う保育
園が今年４月10日から６月末日まで臨時休園・登園自粛となって
しまいました。娘は今年４月１日からの入園でして、１週間の慣ら
し保育が終わったばかりのタイミングで休園となってしまったわけ
です。共働きのため大変困りましたが、本ベビーシッター利用支援
の制度の情報を知り、こちらを利用してベビーシッター費用を支援
していただくことができました。娘の場合は、入園直前まで入園保
留者を対象とする居宅訪問型保育を行っていました。その時に利
用したベビーシッター業者にお願いして、当時ご担当いただいたベ
ビーシッターの方々に再び来ていただくことができました。

　 　本制度を利用することで、費用を気に
することなく希望するベビーシッターを
手配することができ、大変助かりました。
このような支援制度があることを、より
広く本学の方々に知っていただけること
を切に願います。

 理工学術院教授　寺内 多智弘

◦ 私が子どもたちの出産後育児休暇を取らずに仕事復帰したことも
あり、我が家においてベビーシッターさんは出産直後から必要不
可欠な存在でした。「他人を家に入れる」ことへの抵抗は当初は
あったかもしれません。でも、出産しても仕事を続けるための優
先順位を考えると、そのためらいよりもプロの助けを得ることの
方がずっと上にありました。今では上の子は割引券が使用できる
年齢上限ぎりぎり（小学三年生）になりましたが、まだ火は使え
ません。二人で晩御飯食べてお風呂入って先に休んでいてね、と
いうわけにもいきません。夕方から夜にかけての研究会や会議が
入った時には、今では９年のお付き合いになるシッターさんにお
願いしています。私たち家族にとってかけがえのないサポーター
です。研究者の勤務時間は、学童が空いている時間だけでは収ま
らないので、割引券が利用できるのは大変ありがたく思います。
夫と私以外にも、安心して子どもをみてもらえる人がいることは、
仕事を続けていく上で大きな心の支えとなっています。

 法学学術院教授　石田 京子

Topics

　私が支援スタッフになったのは新入生ガ
イダンスの時でした。高校まで陸上競技を
やっていた私は、その頃から高校時代は時
間も体力も陸上競技にしか使わないと割り
切るとともに、引退後には人の役に立つこ
とを何でもやりたいと考えていました。
　そんな私にガイダンスでの支援室の紹介
はまさにぴったりで、「よし、やろう！」と
いう勢いで支援者登録をしました。この活
動では、自分では履修することのない授業

に触れることも多く、新しい知識を得ることや、思いもよらない発
見が溢れています。
　普段は利用学生と隣の席に座ることが多い支援でも、今期はリ
モートでの関わりになっていて寂しく思います。支援室のみなさん
とも新１年生の方とも、また支援室に集まりお話しできるのを楽し
みにしています。

　入学したてで履修登録に困っていたとき、
通学中のバスの中で支援室の張り紙を見つ
けたことが、支援スタッフになったきっか
けです。やりたいことが漠然としていた時
期だったので、いろんな授業に触れられる
チャンスだと思い、活動を始めました。
　私たち支援学生だけでなく、先生や普通
の学生もこの変化に追われているので、ど
のように進めたら聴覚障がい学生にとって
良い授業になる

かをご相談してくださる先生が増えた
ように思います。
　障がい学生や皆さんに直接会ってお
話しできない寂しさはありますが、み
んなが歩み寄ろうとする姿勢を強く感
じる機会になっています。

支援学生の声

聴覚障がい学生の声 「留学生、新入生」特有の困りごと▶　ダブルマイノリティとなり得る当事者である留学生から「言
語の問題等で相談に踏み切れない」との声があり、英語によるイベント「English Meet-up」でオンラ
イン上の居場所を作ることとしました。また、キャンパスに一度も足を運ぶことができていない新入生
で、ジェンダーやセクシュアリティに関する不安を抱えている学生がいるとも感じています。すでに、
イベント動画の視聴やオンラインイベントに参加している方もいますが、独りで悩まず、こうした機会
をぜひ利用してほしいと考えています。

　個人情報に十分配慮した相談窓口、「つながる」ことができる各種イベントの実施など、GSセン
ターは、セクシュアルマイノリティ当事者とALLY（理解者、支援者）にとって身近な存在であり
続けたいと思っています。利用に関する最新の情報は、GSセンターWebサイト（https://www.
waseda.jp/inst/gscenter/）をご覧ください。

学生スタッフの声

利用者の声

スポーツ科学部２年
西村 明

人間科学部２年
富松 ひかる
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ベビーシッター派遣事業割引券交付について

コミュニケーションにも工夫を
　私は重度の聴覚障害を持っています。現在、支援室の支援を受けながら受講していますが、支援を利
用していても周りの皆さんが話していることがうまく理解できず、困っているときがあります。私は他
の受講生と会話する時に内容を推測しながら聞いていますが、その理解の拠り所の比率は、口の形と表
情（４）：音声（２）：文脈（４）くらいなので、例えばZoomでの話し合いの際などでは、カメラを口
元が見える位置に設置してマスクを外してお話いただけると、口の形と表情が明確に伝わり助かります。
コロナ禍で皆さんに「マスクを外してください」とお願いしづらい状況が続きますが、少しの工夫で助
かる者がいることを理解していただけたら嬉しく思います。 人間科学部３年　河野 葉月

　コロナ禍をきっかけに大学の授業がオンラインでの実施となり、外出自粛から
学生も自宅で過ごす時間が増えました。家族と居る時間が長時間となることから
のストレス、キャンパスに行けず一人で過ごすことから生じる不安や悩みなど、
セクシュアルマイノリティ学生が置かれたこの状況をいち早く察知したGSセン
ター（Gender and Sexuality Center）では、すぐさまオンラインによる相談・
支援体制を整えました。当事者学生が心安らかに生活できることを最優先に、さ
まざまな状況に応じて行った具体的支援について専門嘱託の大賀一樹さん、渡邉 
歩さんにご紹介いただきました。

「オンライン授業」における困りごと▶　すぐに寄せられたのは、オンライン授業での氏名表示に関する相談でした。
　従来の対面授業においては本人が望む呼称を使ってもらっていた学生や事情があって「通称名」が使用できない当事者学生にとっ
て、他人に知られたくない自分の本名（大学への登録氏名）が他の受講生のPC画面に表示されてしまうことは想定していなかった
ことでした。相談を受けたGSセンターから関係箇所に働きかけ、問題の解消に向けた工夫を講じることができました。現状の運用
として、カメラオフでの参加を認めるなどの配慮対応がされている授業もありますが、一方で、画面に表示される氏名や様相から性
別に応じた敬称（くん、さん）がされる授業もあり、当事者学生は戸惑いを感じているとの
声も寄せられました。GSセンターから報告を受けたダイバーシティ推進室では、科目担当
教員に対して「セクシュアルマイノリティ学生に対する配慮対応ガイド」にもとづき、あら
ためて注意喚起を行いました。

「Stay Home」における困りごと▶　当事者学生で家族にカミングアウトをしている人は
少なく、コロナ禍の「Stay Home」で家族と長時間を過ごさなければならない、キャンパ
スに行けず周囲と繋がることができない状況は、心理的なストレスが非常に多くかかりま
す。GSセンターでは、こうした状況から「つながり」や「心理的安全」な場所を提供する
ためのオンラインイベントを企画・開催しています。春に実施した交流イベント「WASEDA 
PRIDE MONTH」や、中央大学との連携イベント「すべての大学に多様なセクシュアリ
ティを―コロナによって変化する「つながり方」とこれから―」では、全国から多くの学
生の参加があり、生きづらさを分かち合える場となりました。

　本学教職員の育児と仕事の両立を支援するため、内閣府（公益社団法人全国保育サービス
協会に委託）が実施する「ベビーシッター派遣事業」を利用して「ベビーシッター派遣事業
割引券」を発行しています。ベビーシッターサービスを利用する際、対象児童一人につき一
日あたり割引券一枚（2,200円相当）をご利用になれます。令和２年度につきましては利用
枚数制限緩和の特例措置がなされています（９月10日現在、期限未定）。
　詳細はhttps://www.waseda.jp/inst/diversity/support/caring/babysitter/をご覧ください。

◦ このコロナ禍の状況において、学生と一番近い存在である学生ス
タッフとして、学生の声を職員に届け、対応を働きかけることを
心がけました。GSセンターのオンライン相談への切り替えは早
かったのですが、もっと学生に（特に新入生向け）情報を届ける
ことが必要と考えMy Wasedaでの周知を提案しました。学生
に呼びかける場合の敬称について、共通の（または本人の希望に
沿った）敬称を使用することに対応されている先生方も多いです
が、このオンライン授業を展開する中で忘れられているケースも
あるようです。このような状況下だからこそ、マイノリティが悩
みを抱える状況に置かれやすいことを理解いただき、先生方には
まずは性別による呼び分けをしないことを徹底してほしいです。
 大学院法学研究科１年 Ｙ 

◦ ふだんからLGBTx留学生など、アイデンティティーの交点にいる
学生を支えるよう努めています。こういった学生は一人暮らしを
している場合が多く、オンライン
コミュニティに参加するにも言語
の壁もありコロナ渦中に特に孤立
を深めています。このような状況
であるからこそ教職員の皆さんに
は学生に対し、目に見えない困難
を抱えているかもしれない一人の
人間として寄り添っていただきた
いと思います。

 政治経済学部４年 Ａ

◦ 新型コロナウイルス感染症拡大の対応として、私の娘が通う保育
園が今年４月10日から６月末日まで臨時休園・登園自粛となって
しまいました。娘は今年４月１日からの入園でして、１週間の慣ら
し保育が終わったばかりのタイミングで休園となってしまったわけ
です。共働きのため大変困りましたが、本ベビーシッター利用支援
の制度の情報を知り、こちらを利用してベビーシッター費用を支援
していただくことができました。娘の場合は、入園直前まで入園保
留者を対象とする居宅訪問型保育を行っていました。その時に利
用したベビーシッター業者にお願いして、当時ご担当いただいたベ
ビーシッターの方々に再び来ていただくことができました。

　 　本制度を利用することで、費用を気に
することなく希望するベビーシッターを
手配することができ、大変助かりました。
このような支援制度があることを、より
広く本学の方々に知っていただけること
を切に願います。

 理工学術院教授　寺内 多智弘

◦ 私が子どもたちの出産後育児休暇を取らずに仕事復帰したことも
あり、我が家においてベビーシッターさんは出産直後から必要不
可欠な存在でした。「他人を家に入れる」ことへの抵抗は当初は
あったかもしれません。でも、出産しても仕事を続けるための優
先順位を考えると、そのためらいよりもプロの助けを得ることの
方がずっと上にありました。今では上の子は割引券が使用できる
年齢上限ぎりぎり（小学三年生）になりましたが、まだ火は使え
ません。二人で晩御飯食べてお風呂入って先に休んでいてね、と
いうわけにもいきません。夕方から夜にかけての研究会や会議が
入った時には、今では９年のお付き合いになるシッターさんにお
願いしています。私たち家族にとってかけがえのないサポーター
です。研究者の勤務時間は、学童が空いている時間だけでは収ま
らないので、割引券が利用できるのは大変ありがたく思います。
夫と私以外にも、安心して子どもをみてもらえる人がいることは、
仕事を続けていく上で大きな心の支えとなっています。

 法学学術院教授　石田 京子

Topics

　私が支援スタッフになったのは新入生ガ
イダンスの時でした。高校まで陸上競技を
やっていた私は、その頃から高校時代は時
間も体力も陸上競技にしか使わないと割り
切るとともに、引退後には人の役に立つこ
とを何でもやりたいと考えていました。
　そんな私にガイダンスでの支援室の紹介
はまさにぴったりで、「よし、やろう！」と
いう勢いで支援者登録をしました。この活
動では、自分では履修することのない授業

に触れることも多く、新しい知識を得ることや、思いもよらない発
見が溢れています。
　普段は利用学生と隣の席に座ることが多い支援でも、今期はリ
モートでの関わりになっていて寂しく思います。支援室のみなさん
とも新１年生の方とも、また支援室に集まりお話しできるのを楽し
みにしています。

　入学したてで履修登録に困っていたとき、
通学中のバスの中で支援室の張り紙を見つ
けたことが、支援スタッフになったきっか
けです。やりたいことが漠然としていた時
期だったので、いろんな授業に触れられる
チャンスだと思い、活動を始めました。
　私たち支援学生だけでなく、先生や普通
の学生もこの変化に追われているので、ど
のように進めたら聴覚障がい学生にとって
良い授業になる

かをご相談してくださる先生が増えた
ように思います。
　障がい学生や皆さんに直接会ってお
話しできない寂しさはありますが、み
んなが歩み寄ろうとする姿勢を強く感
じる機会になっています。

支援学生の声

聴覚障がい学生の声 「留学生、新入生」特有の困りごと▶　ダブルマイノリティとなり得る当事者である留学生から「言
語の問題等で相談に踏み切れない」との声があり、英語によるイベント「English Meet-up」でオンラ
イン上の居場所を作ることとしました。また、キャンパスに一度も足を運ぶことができていない新入生
で、ジェンダーやセクシュアリティに関する不安を抱えている学生がいるとも感じています。すでに、
イベント動画の視聴やオンラインイベントに参加している方もいますが、独りで悩まず、こうした機会
をぜひ利用してほしいと考えています。

　個人情報に十分配慮した相談窓口、「つながる」ことができる各種イベントの実施など、GSセン
ターは、セクシュアルマイノリティ当事者とALLY（理解者、支援者）にとって身近な存在であり
続けたいと思っています。利用に関する最新の情報は、GSセンターWebサイト（https://www.
waseda.jp/inst/gscenter/）をご覧ください。

学生スタッフの声

利用者の声

スポーツ科学部２年
西村 明

人間科学部２年
富松 ひかる
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連 載 ワークライフバランス挑戦中！㉒

早稲田ポータルオフィス専任職員 外
ほか

 奈緒美
働き方を変えて、働きやすい職場へ

　職員になって15年がたちました。いつも人の働き方を参考にして
生きてきた私が、このような執筆の機会をいただき、大変恐縮なが
ら、自身の職員生活、そしてワークライフバランスへの挑戦の日々を
振り返ってみました。

　入職してからの10年は、まさに仕事中心の日々でした。初めての
職場は日本語教育研究センター、その後は経済学研究科で、主に学務
業務や入試業務、留学生サポート等を経験しました。学生のために、
先生方と協働してさまざまな改革に取り組むことのできる大学職員の
仕事に大きなやりがいを感じていた一方で、自分の働き方には課題ば
かり。要領も悪く、目の前の仕事をこなすことで精一杯。職場全体を
見渡す余裕もなく、残業ばかりが増え、もどかしさを感じる毎日でも
ありました。

　働き方が大きく変わったのは、仕事と育児の両立生活が始まった４
年前です。一年間の出産・育児休職を経て、息子が０歳10カ月の時
に職場復帰し、育児時間を利用した時短勤務が始まりました。これま
でのように、たまった仕事を残業でカバーすることはできません。仕
事の段取りを見直し、時には周囲の力を借りながら、時には割り切る
勇気を持ち、仕事をとにかく前に進めること、周囲との情報共有を強
く意識するようになりました。
　自分の意識改革以上に大きかったのが職場の理解とサポートです。
復帰直後は経済学研究科８年目となり異動も近かったため、業務全般
の副担当という配慮をいただきました。初めての時短勤務。迷惑ばか
りかけてしまうのではという不安の中で与えていただいた、「できる
ことを自分で探し、周囲をサポートする」という役割。大きなやりが

いとともに再スタートを切る
ことができ、お世話になった
職場に恩返しの気持ちで働く
ことのできた一年間でした。
　翌年に異動となった早稲田
ポータルオフィス。ここには、
全員で業務を共有し全員で助
け合うという素晴らしいチー
ム体制がありました。退勤後
や急遽お休みをいただく日の
対応も、周囲が何も言わずに
フォローしてくれます。業務
知識や仕事のスピードなど個
人の課題は多々あるものの、
上司や同僚、委託先スタッフ
のメンバーに支えられ、常に

安心感をもって、前向
きに仕事に取り組め
ています。このような
チームワークの中で、
以前よりも職場全体、
大学全体に目を向け
られるようになったこ
とは私にとって大きな
変化でした。時間の
制約の中でも成長の
機会を与えてくれる
職場に、心から感謝し
ています。

　この４月に突然始まった在宅勤務。保育園も休園となり、家で仕事
をしながら息子と過ごすという２カ月を送りました。仕事はもちろ
ん、思うように進みません。「今は仕事しないで！」と中断されるこ
とは数知れず、パソコンに向かう手を必死でつかみ、メール一本も打
たせまいとする息子と、目の前にある仕事との間で葛藤しながら、時
間の隙間を見つけてなんとか仕事を進めていました。一方で、長く一
緒に時間を過ごすことで気づけた息子の成長もあり、うまくバランス
を取っていたつもりでも、いかに日々時間に追われていたかを再認識
する機会でもありました。時間に追われがちの私とは対照的に、子ど
もとの時間を最優先し、家事も効率よくこなしつつ、自分時間も大事
にしている夫を見ていると、メリハリのつけ方、時間の使い方など、
私もまだまだ工夫が必要だなと感じます。

　仕事も育児も、人から学び、試行錯誤を繰り返しながら、少しずつ
自分のスタイルがつかめてきたのかもしれません。与えられてばかり
の15年間でしたが、大変恵まれた環境で働かせていただいているから
こそ、私自身が受けてきたサポートを今度は誰かに与えていけるよう
に、誰もが働きやすいと感じられる職場作りに少しでも貢献できるよ
うに、これからも自分にできることを探していきたいと思っています。
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ンター・日本語教育研究科にて日本語プログラム運営、
留学生支援等を担当。2009～2017年、政治経済学術
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誰も取り残されることのない教育・研究環境の実現に向けて

Social Distanceを取りながらICTを活用して支える障がい学生支援室
PartⅠ.

　2020年９月より「女性研究者メンター制度」はZoomによるオンラインでの事
前面談、メンタリングに対応しています。（詳細はhttps://www.waseda.jp/inst/
diversity/support/female-researchers/mentoring/よりご覧ください）

・早稲田キャンパス５号館 エレベーター：2020年４月より運用開始
・早稲田キャンパス15号館 エレベーター：2020年５月より運用開始
・早稲田キャンパス10号館 エレベーター：現在工事中

　今般の新型コロナウイルス感染症は、学生の学修生活環境や教職員の教育研究活動にも大きな制約をもたらしました。そのような
中にあっても「教育活動、研究活動を停滞させない」という強い意思のもと、「誰も取り残されることのない」教育・研究環境の実
現を目指す本学において、多様な支援ニーズに対応し続けてきたスチューデントダイバーシティセンターの取り組みをご紹介します。

　オンライン授業の導入当初、慣れない環境に学生も教員も試行錯誤の連続であった
と思いますが、聴覚障がい学生にとってもまた、オンラインでの学修はハードルが高
く、支援者の協力が不可欠でした。そこで聴覚障がい学生の学修を支えている学生と
スタッフによる支援の実態について、障がい学生支援室の専門嘱託として支援をコー
ディネートされた益子 徹さんにご紹介いただきました。

　障がい学生支援室では、さまざまな修学上の困難を抱える障がい学生が他の学生と
同じ環境で学べるよう、関係箇所と連携しながら多様な支援を提供しており、約130
名の障がい学生、約100名の支援学生が登録しています。
　皆さんの中には、「聴覚障がい学生はどうやって授業を聞いているのか」と疑問に
感じる方もいると思います。例えば当室では聴覚障がい学生への情報保障に用いるた
めにcaptiOnline※１というウェブアプリケーションを新たに導入しました。これに
より、青森や神奈川在住の支援学生が連携して、他県在住の聴覚障がい学生に対して
PC通訳を提供することを可能としました。春学期は10名の聴覚障がい学生が登録し
た授業（合計約80科目）に対して、延べ60名前後の支援学生や学外支援者がサポー
トしました。
　また、このほかにも彼らが受講する授業を担当する先生方には、通訳者の事前学習
用に使う資料の提供や、字幕挿入のために授業開始前に動画コンテンツの提供をお願
いしました。担当教員や受講生によるZoom※２の挙手機能やチャット欄の活用によ
る授業展開の可視化は、聴覚障がい学生だけではなく他の日本人や留学生が講義の理
解を進めるうえでも役立つものとなりました。私自身、今学期の支援を通し、あらた
めてこのような一人ひとりのちょっとした配慮や気遣いが、実は多くの人を助けるこ
とになるのだということに気づかされました。
　今回のコロナ禍は、例年以上に授業担当の先生方や皆さんと一丸となって支援のあ
り方を考える機会となりました。今後もオンライン授業は継続していきますので、支
援室としては引き続き支援学生（PC通訳者等）の養成をはじめ、他の障がい学生の
支援体制の強化も進めてまいります。
　支援室に関する最新情報は、障がい学生支援室Webサイト（https://www.waseda.jp/inst/dsso/）をご覧ください。

※１　 captiOnline（キャプションライン）：筑波技術大学の若月大輔准教授が開発・無償提供するPC通訳用ウェブアプリケーション
※２　 Zoom（ズーム）：Zoom Video Communicationsが提供するWeb会議サービス

障がい学生支援室 身体障がい学生支援部門：３号館１階、発達障がい学生支援部門：27-10号館（関口ビル）５階

▲�動物園ではいつも肩車

▲帰省中の福岡で、恐竜博物館

▲�captiOnlineを用いたPC通訳（連携入力）の
様子(右：専門嘱託�益子�徹 氏�）

▲captiOnlineを用いた情報保障のイメージ

▲�支援を利用している聴覚障がい学生が見てい
る画面イメージ
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