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座談会

「職員の育児休職と
育成を考える」

Report

　2020年11月19日、上記テーマで職員による座談会を行い
ました。本紙ではごく一部のエッセンスのみご紹介しますの
で、全容はWebサイトにてご覧ください。

参加者： 井上文人 氏（理事）、大久保幸三 氏（政治経済学術院大学院・研
究所担当課長　1999年度に本学の男性職員として初めて育児休職
を取得）、埇

そ ね

田
だ

博子 氏（大学院経営管理研究科　2010、2012年
度に育児休職を取得）、熊崎雄太 氏（グローバルエデュケーション
センター　2019年度に育児休職を取得）

司　会： 川端俊博（ダイバーシティ推進室　2016年度に育児休職を取得）

パート１  男性職員の育児休職を考える

男性職員の育児休職第一号でした。子どもを育て
るという経験は何事にも代えがたく、そのタイミ
ングを逃すと二度と経験できないと思い、４か月
休職しました。その反動ではないですが、復帰後
は「仕事を頑張ろう」となりました。苦労もあり

ましたが、やはり子育てって楽しいものだし、振り返ってみれ
ば、もっと長く取ればよかったなと思います。管理職となって
いろいろな立場の人をマネジメントするようになり、この経験
が活きています。育児に限らず、親の介護をはじめさまざまな
事情を抱えながら働く人たちが力を発揮できるための環境を整
えるのがマネージャーの仕事ですが、それぞれのバックグラウ
ンドを推し量るための礎を築くのに自らの経験が役に立ったと
思います。

一つの業務を複数で担当し、かつ定期的に業務ロー
テーションを行う職場だったので、他の方に業務
をお願いしやすい環境が整っていました。育児休
職中の２か月間は、楽しいこともあった一方で、
毎食の準備、遊び相手、寝かしつけなど、想像以

上に苦労の連続でした。言葉で表すのは難しく、体験してみな
ければわからない感覚でした。その苦労を実感できた分、復職
後は妻の負担を減らそうと、可能な限り早く家に帰ることを心
掛けるようになり、時間の制約があるなかで、仕事の効率化や
合理化に対して、より前向きに取り組むようになりました。転
じて、この業務は本当に必要なのだろうかと、仕事の目的を意
識することが多くなったように感じています。

子どもは親が育てるけれど、実は子どもが親を育
てている面も多くて、仕事に戻ってきたときに自
分の中では何かが大きく変わっている。自分が経
験したことによって、女性の大変さや学生の悩み
なんかも理解できるようになる。海外研修だと「頑

張って！」と言われるのに、育休だとそうはならないことがあ
るとしたら、どちらも「成長して戻ってくる」という意味では
同じことなのに、変ですよね。複数担当制になっているとか、
チームとしてだれかが欠けても補充できるような組織にしなけ
ればならない。それが管理職の一番の仕事かもしれません。

パート２  女性職員の育成を考える

「管理職を目指したいな」と思うきっかけは、上
司だったり、お世話になった管理職だったりしま
す。「この人みたいになりたい」、「この人の下で仕
事をしてすごく成長できた」と感じたときに、自
分も同じように次の世代に何かを残して大学に恩

返しができたらいいと思うのが、きっかけになると感じます。
管理職になったらそれでおしまいではなく、その後どのように
職場に貢献していくか、関わっていくかが大事だと思います。

「偉くならないと大きなことができない」と言われますが、必
ずしもそれがゴールではなく、他者から「目指される人、目標
とされるような職員」になれたらいいなと思います。

管理職は一つの機能に過ぎない。「大学をこんなふ
うに変えてみたい」とか、「学生にこんな良い経験
をさせてあげたい」という思いが先にあって、「そ
れらが実現可能なポジションが何なのか」と考え
ればいい。それがたまたま管理職ならば管理職を

目指せばいいし、現場に身を置いた方がいいと思えば、あえて
管理職になる必要はない。職場のダイバーシティや個人の自己
実現が叶えられる環境を整備して、結果的に女性でマネジメン
トができる人、それをやりたいと思う人が増えていったらいい
と思うのです。

大久保氏

井上氏

井上氏

埇田氏

熊崎氏

▶︎�上段左より、川端さん、
大久保さん、熊崎さん、
下段左より、埇田さん、
井上さん。
　�座談会は感染症対策を徹底
して行いました。

https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2021/02/15/10133/
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PRIDE指標2020「シルバー認定」獲得

2020年度男女共同参画・ダイバーシティの推進プロジェクト講演会
公開講演会「人の違いに価値を置き、多様な個性を尊重するということ」

WSCメンバーズ基金講座
「LGBTをめぐる法と社会」公開講座

　2020年11月11日、早稲田大学のLGBTQに関する取組みが、任意団体「work 
with Pride」が策定する職場におけるLGBTQなどのセクシュアル・マイノリティへの
取組みの評価指標「PRIDE指標」において、「シルバー認定」を獲得しました。本学と
して初めての申請をとおして、LGBTQにとって働きやすい職場づくりへの認識を深め
ることができました。今後も性的指向や性自認に関わらず、多様な人々が共に協働す
る公平な職場環境の構築のために、ダイバーシティの尊重・推進に努めてまいります。

〇PRIDE指標
　2016年、work with Prideが日本で初めて策定した職場におけるLGBTQなどのセク
シュアル・マイノリティへの取組みに係る評価指標。「Policy（行動宣言）」、「Representation

（当事者コミュニティ）」、「Inspiration（啓発活動）」、「Development（人事制度・プログ
ラム）」、「Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）」の５つの指標に、各々
評価項目が設定され、所定の基準を満たすと１点、５点満点でゴールド、４点でシルバー、
３点でブロンズと認定。2020年は230の企業・団体が受賞しましたが、高等教育機関は本
学を含め４校のみでした。

　2020年11月27日、LGBTQや多様な人々の場所づくりのために
活動されている杉山文野氏（（株）ニューキャンバス代表取締役）と
本学GSセンター専門職員の大賀一樹氏をお招きし、公開講演会「人
の違いに価値を置き、多様な個性を尊重するということ」を開催
しました。杉山氏からは「自身が一当事者として見てきた景色や思
いを通して、ジェンダー・セクシュアリティについて考えるきっか
けとしてほしい。身の回りの困っている人へのワンアクションが、
LGBTQに限らずだれもが暮らしやすい社会の実現に向けての大きな
一歩につながる」とのメッセージをいただきました。続いて、「多く
の学生・教職員にSOGI（注）を自分ごととして考えてもらえるような
アプローチなど、一つずつ取組みを進めていきたい」と語る大賀氏
からは、2021年度に開設５年目を迎えるGSセンターの現在の取組
みと今後の展望について紹介がありました。参加者の一人ひとりが
多様な個性を尊重することについて考える貴重な機会となりました。

（注）SOGI：「性的指向（Sexual Orientation）」と「性自認（Gender Identity）」の頭文字をとった略称（ソジ、ソギと読む）

　2020年11月17日、「地方自治体におけるパートナーシップ条
例の意義と展望」をテーマにオンライン開催しました。Rainbow 
Tokyo 北区代表である時枝 穂氏からは、パートナーシップ制度の
導入状況、ご自身が自治体へ陳情・請願を提出した際のエピソード
の紹介やパートナーシップ制度の普及が望まれる理由に関する説明
がありました。「LGBTとアライのための法律家ネットワーク」の共
同代表理事である藤田直介氏は、法律家としての視点から「パート
ナーシップ証明を得たとしても、基本的には法律上の（夫婦）保障
は得られない」という厳しい現状を示し、自治体・民間独自の対応・
工夫の必要性を訴えました。

Report

Report

Topics

▲�Zoom�Webinarによる質疑応答の様子（上段：左より大賀氏、
　司会の弓削尚子教授（法学学術院）、下段：杉山氏）

▲�Zoom�Webinarによる質疑応答の様子（上段：左より藤田氏、
司会・コーディネーターの石田京子教授（法学学術院）、橋場典子
講師（グローバルエデュケーションセンター）、下段：時枝氏）
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第６回Rikohティータイムシンポジウム
「私のキャリア選択」

特例子会社社員と学生との
交流授業（第二弾）を実施

　2020年11月13日、博報堂ストラテジックプランニング部長である二木久
乃氏と、本学理工学術院総合研究所次席研究員（研究院講師）である李 天舒
氏を講師にお招きし、オンライン（Zoom Webinarとブレイクアウトルームでのグループセッションの二部構成）にて開催しま
した。学部生・大学院生・教職員の他、隣接する都立戸山高校の生徒もあわせて、52名の参加がありました。ビジネス、アカデ
ミックそれぞれの世界で活躍されているお二方の話から、参加者自身が「キャリア形成・選択」を考える機会となりました。

● 自分の将来の生き方を考える貴重な機会をいただきました。特に
｢高校生のうちは焦らずいろいろなことに挑戦してほしい｣ とい
うメッセージがあり、心に響きました。またグループセッション
では同じ悩みを抱える仲間と共有できてとても安心しました。

 戸山高校１年　S.T.
● 今回、さまざまなキャリアを持った講師の方々のお話を聞くこと

ができてとてもよかったです。お話の内容をこれからの高校生活
に活かしていきたいです。また自分の進路について具体的なアド
バイスをいただくことができましたので、今後の進路選択の参考
にしたいと思います。 戸山高校１年　H.T.

● 理工系出身であってもさまざまなキャリアの選択肢があるというこ
とを、お二人の講師から学ぶことができました。グループセッショ
ンでは、他学部や博士課程の方など、ふだんはあまり話す機会の
ない方の意見に触れることができ非常に良い機会となりました。
 創造理工学研究科修士２年　A.N.

● 異なるキャリアを歩まれたお二人の話を聞くことができてよかっ
たです。グループセッションでは、「理系からの就職であっても、
論理的に話すことができるなど理系の強みを活かすことができ
る」という話を伺うことができたので、今後の就職活動に活かせ
たらと考えております。 創造理工学研究科修士１年　S.I.

　2020年12月２日、社会科学部学生（「国際人権論Ⅱ」（担
当：棟居徳子教授）受講生）と（株）早稲田大学ポラリス（特
例子会社（注））社員との交流授業が行われました。
  社員からそれぞれの適性や能力を生かした業務内容やそれに取り組む姿勢が語られ、質疑応答を通して学生は「障がい者の雇
用、人権、共生社会」等について身近な事柄として考える機会を得ました。
　学生からは「障がいのある人が身近なところで学習環境を整備してくれていることによって、自分たちが日々支えられていたこと
を知った」、「コロナ禍で清掃はより重要と感じるようになったし、ゴミ分別やスタッフとのあいさつ等、自らの行動を見直すキッカ
ケになった」、「障がいのある方の活躍の場があり、多様性を認め受け容れ、相乗効果を創出している自分の大学を誇らしいと思った」
などの声が寄せられました。ゲストスピーカーを務めた社員からは「学生さんに自分たちの仕事のことを知ってもらってうれしい」、

「入社時と現在の自分の姿を比べて、成長した自分を感じる機会になった」などの感想が寄せられ、双方が互いに学びを得ることので
きる有意義な機会となりました。 （注）障がい者の雇用促進および安定就労を目的として事業主（大学）が設立した子会社

参加者の声

▲�左より二木氏、李氏、司会の所�千晴教授（理工学術院）

▲�早稲田大学ポラリスの皆さん▲�棟居徳子教授（社会科学総合学術院）

2020 年度活動報告2020 年度活動報告 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2020年12月１日現在）

　任期満了に伴い、2020年９月21日から第三期委員および部会委員によ
る新体制がスタートしました。
　コロナ禍において、従来とは異なるスタイルでの業務遂行を余儀なくさ
れた１年でしたが、ベビーシッター派遣事業割引券交付、所沢学生・教職
員用託児室開設準備、PRIDE指標認定獲得をはじめ、教職員のための支援
拡充や環境整備に向けて、概ね当初目標を達成することができました。

　今年度はすべての講演会等をオンライン開催に切り替えたことにより、
当初計画していた教育啓発活動を概ね予定どおり実施することができまし

　合理的配慮にともなう情報保障にかかる経費補助の対象範囲を箇所主催
のみから教職員主催のイベントにまで拡充する制度改善を行いました。学内
奨学金・研究助成制度における年齢制限の是非について部会で議論した結
果を推進委員会に上程し、主管箇所への意見書提出を促しました。

た。新たなツールを駆使してオンラインならではの、これまでにない教育
効果を享受する場面も多々ありました。

　「さんかくニュース」No.24、No.25を企画・編集し発行しました。
No.24では、コロナ禍で教育活動や学生を支えたスチューデントダイバー
シティセンターの取組みを特集記事とし、さらに「ベビーシッター派遣事業
割引券」の利用者の声を紹介し、認知度の向上と利用の拡大を図りました。

 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）、学生寮））／
国際学術院教授）・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
術院教授）・小高京子（人事部調査役（ダイバーシティ推進担当））・草柳千早（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、キャリア支援））・嶋㟢尚子（文
学学術院長／文学学術院教授）・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）・菅野重樹（理工学術院長／理工学術院教授）・ソジエ内田恵美（政治経済
学術院教授）・谷口真美（商学学術院教授）・◎所千晴（理工学術院教授）・友金孝夫（総
務部長）・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）・
野口純世（スチューデントダイバーシティセンタージェンダー・セクシュアリティ担当課
長）・野地整（人事部長）・藤本浩志（人間科学学術院教授）・本間敬之（教務部長／理工
学術院教授）・○三木基司（スチューデントダイバーシティセンター課長兼レジデンスセ
ンター課長）・三嶋博之（人間科学学術院長／人間科学学術院教授）・棟方隆一（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）・リー マージ クリスティン（国際部
長／国際学術院教授）・若林幹夫（教育・総合科学学術院長／教育・総合科学学術院教授）

 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）・◆西出稔行（SDC
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）

 部会委員  河村耕平（政治経済学術院教授）・久保山尚英（学生生活課長）・棚村政行
（法学学術院教授）・福田秀彦（データ科学センター事務長）・◆藤本浩志（人間科学学
術院教授）・◇松尾亜弓（総務部副部長兼環境安全担当課長）・棟方隆一（SDC異文化
交流担当課長）・村田晶子（文学学術院教授）

 部会委員  ◇尾崎慶吾（エクステンションセンター事務長兼社会人教育事業室課長）・
◆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（国際部国際課
職員）・杉森絵里子（人間科学学術院准教授）・野口純世（SDCジェンダー・セクシュ
アリティ担当課長）・山内暁（商学学術院教授）

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

Report

Report
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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！㉓

商学学術院 教授 横山 将義
子どもの誕生で始まった「楽しい子育てライフ」

　2012年12月、子どもの誕生は私の生き方や時間の使い方
を大きく変えました。教育研究＋αで仕事中心の生活を送っ
ていた私は、それまで教務主任、教務部副部長、総長室参与
など学術院や本部の役職を務めてきました。しかし、子ども
の誕生と同時に生活は一変。同僚の気遣いもあり役職からは
解放してもらい、育児と家事に多くの時間を取れるようにし
ました。
　「育児」という新しい経験は自分にとっては楽しいことば
かりで、生まれてからの一年間、365日中360日は私がお風
呂に入れるという、いままででは考えられない生活が始まり
ました。とにかくお風呂に入れることが楽しくて、授業や会
議が終わるとそそくさと帰宅の途についたものです。この時
期はとにかく「人付き合いよりも家庭が大事」と割り切っ
て、掃除や食器洗いなど、自分にできる家事は何でもしなが
ら、夫婦で子育てを楽しむ日々を送りました。

親になって初めて、見えてきたもの

　初めて親になって視野が拡がったおかげで、それまで見え
なかったものが見えてきたという実感があります。学生指導
においても親（保護者）の目線が入り、接し方も変わったと
思います（学生からは相変わらず「ドハマリ」などと言われ
ていますが）。子育てを楽しみながら生活していると、仕事
も楽しくなってくる（育児が
研究や授業の活力になる）と
いう好循環が生まれました。
ゼミの卒業生との関係も、家
族ぐるみやパパ友としての付
き合いへと発展し、以前より
も密になっています。　　
　職員の皆さんとも子育てを
通じたコミュニケーションが
できるようになりました。職
員に比べれば時間的制約が少
ない私は、職員の両立支援や
働き方についても考えるよう
になってきました。言うまで
もなく、大学運営において、
職員の力はなくてはならない
重要なものです。特に育児中

の職員のワークスタ
イルが変革できれば
よいと感じます。コ
ロナ禍で在宅勤務を
余儀なくされました
が、業務効率や生産
性という面では遜色
はなかったと思いま
す。対面が必要な業
務が多いのは事実で
すが、オンライン対
応が可能な業務もあ
るため、テレワーク
の導入やそれに伴う学内業務の時短化など、育児のために完
全にキャリアが途切れる期間をなくすような工夫を講じ、働
き方の選択肢の一つとして提示することが、優秀な職員の積
極的活用につながると信じています。

ワークライフバランスという視点では、介護と仕事の両立
を余儀なくされている同僚も増えてきています。育児支援だ
けでなく、介護支援も充実させて、教員も職員も柔軟に働き
方を変えていくことが理想であり、いまがそれを変えるチャ
ンスです。

「子育て」は実は「親育て」

　昨年９月から学術院長・学部長の任に就き、教務主任の頃
とは異なる責任や重圧を感じることもありますが、子どもの
存在が励みや癒しとなり、精神的に落ち着くことも多いと感
じます。振り返ってみると、子育てを始めた当初はあくせく
と余裕がありませんでしたが、時間とともに自然体となっ
て、研究も教育も役職も子育てもうまくバランスが保てるよ
うになってきました。子育てをしているつもりで、実は親が
育てられているのかもしれません。
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横山 将義（よこやま まさのり）
早稲田大学商学学術院教授。博士（商学）。
2020年９月より商学学術院長兼商学部長。専
門は経済政策、国際経済学。妻、長男の三人
家族。

　2021年２月に最新情報を掲載した「早稲田大学ＵＤ（ユニバーサルデザイン）マッ
プ」（第５版）を発行し、Webサイトへの掲載、各箇所への配付を行いました。適宜、
ご活用ください。
・早稲田キャンパス10号館エレベーター工事中（2021年10月運用開始予定）

　2021年４月より所沢キャンパス100号館３Fに「学生・教職員用託児室」を開室し
ます。ご利用には事前登録が必要です。詳細はダイバーシティ推進室Webサイトよ
りご覧ください。

▲��妻が主宰するピアノ教室の発表会で「親子連
弾」に挑戦。緊張して私の方が失敗してしま
いました。子どもの無限の可能性には驚かさ
れることばかりです。

▲��もうすぐ３年生になる息子と一緒
に書道を習い、共通の趣味の時間
を楽しんでいます。

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

