ランチタイムレクチャー
「ダイバーシティって、なんだろう？」
ダイバーシティ推進室の新しい試みとして、５月末から６月の

７月 16 日
（日）
、８月 19 日
（土）
の２日間、首都大学東京南大沢キャ

毎週木曜日、昼休みの時間に「ランチタイムレクチャー」を開催し

ンパスの大学説明会が開催されました。
ダイバーシティ推進室では、

ました。これは、主に学生のみなさんにダイバーシティについて

ダイバーシティ推進室の認知度向上と、活動への理解促進を目指し、

知ってもらうことを目指したもので、ダイバーシティ推進室の取

事業紹介を行いました。
ダイバーシティ推進室の取組みの中から、受

組みにあわせて、障がいや文化的多様性、セクシュアル・マイノリ

験生の関心も踏まえて、
「障がいのある学生支援」
「理系女子のキャリ

ティ、男女共同参画に関する話題を取り上げました。ダイバーシ

アパス」
「セクシュアル・マイノリティの理解」
の３点を紹介しました。

ティ推進室の特任研究員が講師となったミニレクチャーと、参加

「障がいのある学生支援」では、視覚障がい、聴覚障がいそれぞれ

者同士のグループディスカッションを組み合わせ、ダイバーシ

の学生への支援内容や支援スタッフの活動内容をまとめたパネル

ティについての理解を深める時間となりました。

展示をはじめ、支援スタッフが作成した南大沢キャンパスの触地

障がい者支援スタッフの学生だけでなく、これまでダイバーシ

図や支援機器類を展示しました。また、視覚障がい学生の講演会を

ティ推進室の存在を知らなかったという学生の参加もあり、ダイ

支援スタッフのインタビューを交えて行いました。男女共同参画

バーシティ推進室の周知という面でも、効果を感じることができ

関連の取組みからは、
「理系女子のキャリアパス」として、理工系に

ました。参加した学生からは、「興味のあるテーマにいろいろ触れ

進学する女性を増やす取組みの必要性や、本学の理工系学部・研

られて楽しかった。」「ディスカッションで意見の交換や共有がで

究科の女子学生の進路情報を示したパネルを展示したほか、理工

きて、とても楽しめた。」といった感想が寄せられたほか、
「もっと

系の職場で働く女性を紹介した DVD を上映しました。さらに、
「セ

話し合う時間が多くてもよいと思います。」という意見や「この１

クシュアル・マイノリティの理解」として、セクシュアル・マイノ

回で終わりにするのではなく、継続してやっていただきたい。」
「普

リティの基礎知識と、学校生活で当事者が感じている困難とそれ

段の講義になればいいなと思いました。」という声もあり、関心の

に対する支援、ダイバーシティ推進室で行っている取組みの紹介

高さがうかがえるとともに、引き続き、ダイバーシティの理念を伝

をまとめたパネル展示を行いました。

えていくことの必要性を実感しました。
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
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「あなたの個性が活きる未来へ」

今回の
テーマ

ダイバーシティって、なんだろう ?
障がい学生支援のことを知ろう
お・も・て・な・しとダイバーシティ
男女共同参画社会って、なに ?
知っておきたいセクシュアル・マイノリティの基礎知識
学生が主体になったダイバーシティの実際
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ダイバーシティ推進室セミナー

視覚障がい学生が歩いたアメリカ

パネルの作成・準備や当日の来訪者への説明では、
支援スタッフ学

首都大学東京都市教養学部理工学系

るアメリカの文化的環境などについて、自身の体験とユー

生が中心となって活躍しました。
来場者には、学生が主体となった障

数理科学コース３年の簗島瞬さんは、

モアを交えて報告が進みました。特に、アメリカでは当事

がい支援の姿を感じていただける機会になったと思います。
来場者の

ダイバーシティ推進室の学生支援ス

者も周囲の人も、障がいをアイデンティティの一つとして

アンケートの中には、
「この部屋をたずねて、
大学の印象がとてもよく

タッフとして活動している、視覚障が

捉える傾向が強いと感じたというお話は、多くの参加者に

い学生です。簗島さんは2017年2月〜

とって印象深いものであったと思います。また、留学最終

3月に首都大学東京の海外短期研修プログラムに参加しま

日のクロージング・セレモニーにおいては、発表者の一人

1

した。そこで、簗島さんがアメリカで約１か月間過ごす中

として簗島さんが選ばれ、アメリカでの体験から感じた障

ダイバーシティ推進室セミ

で体験した、障がい者をとりまく社会的・文化的な相違に

がいを持つ人に対する接し方の特徴や社会的インフラにつ

ナー「視覚障がい学生が歩

ついての報告と、留学に際してサポートを行った国際課に

いてのプレゼンテーションを行ったそうです。

なりました。
」
といった感想もあり、大学としてダイバーシティの推進
に取り組んでいくことの重要性を改めて実感する機会になりました。

Contents

いたアメリカ」
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聴覚障がい学生支援
手話講習会（初級）

新任ダイバーシティ推進室長からひと言

寄稿「自分の価値観を深め
られる活動」

ダイバーシティ推進室では、本学の学生、教員、職

Diversity and Inclusion の時代に入りつつある現在、大いなる多様性

員等が、国籍・性別・文化・身体的特質・性自認等

「Diversity」がありのままに居られる環境、そして互いの個性を尊重

の相違を互いに認め合い尊重しながら、学問、研究、

し受容「Inclusion」することが、学問・研究・仕事の充実に結びつき、

仕事に取り組める環境づくりを目指しています。出

社会の発展に寄与する人材の輩出に結びつくよう、ダイバーシティ

産・育児・介護等のライフイベント期の教育研究支

推進室は今後も活動を続けます。推進室の活動の一端を Newsletter

援やワークライフバランス支援、障がい種別に応じた支援スタッフ

で是非ご覧ください。そして今後とも御協力を心よりお願い申し上

の養成と派遣、キャンパスのバリアフリー推進、多様な国籍を持つ

首都大学東京ダイバーシティ推進室長 伊藤 史子

が支援に積極的に関与しているのも本学の特徴です。

2017 年４月就任

3

活発になりました。ダイバーシティ推進室への来室やランチ
タイムレクチャーの参加により、障がいのことだけでなく、
他の取組みについても興味をもってもらえているようです。
オープンキャンパスでもがんばってくれました。ダイバーシ
ティ推進室にとってなくてはならない存在です。
04
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告を行うことで、アメリカ社会における障がい者を取り巻

に向けたメッセージとして、臆することなく海外に行って

く環境について学ぶことを目指し、６月23日（金）にダイ

ほしいという言葉が送られるとともに、大学職員や保護者

バーシティ推進室セミナー「視覚障がい学生が歩いたアメ

に向けても、障がいのある学生の留学支援に積極的になっ

リカ」を開催しました。

てほしいこと、さらには海外からの障がいのある学生の受

セミナーでは、まず国際課の佐藤係長より、簗島さんの
修先の決定、受入態勢の確認及び交渉と、時系列を追って

入にも前向きに取り組んでほしいことが伝えられました。
最後に上野学長より、簗島さんの姿勢に感銘と刺激を受
けたとの感想が伝えられ、セミナーは閉会となりました。

第１回バリアフリー講習会

報告が行われました。支援のプロセスを振り返り、アメリ

閉会後は、参加者同士の情報交換や質疑応答の時間だけ

「アジア諸国の視覚障がい

カやカナダの大学の障がい学生支援が必ずしもすべての面

ではできなかった質問が活発に行われました。本セミナー

で進んでいるわけではないこと、海外の大学の様子につい

には、複数の大学から障がい学生支援を担当する職員の参

ては、実際に経験した人からの情報が有益であること、

加があり、今後の協力やネットワークづくりへの機運も醸

「契約社会」のアメリカでも、交渉次第で柔軟な支援が可

成される結果となりました。また、多くの大学に留学を希

能になることなどが紹介されました。また、今後の課題と

望する障害のある学生が在学しており、今回の報告会が非

ランチタイムレクチャー

して、普段の学生生活の中で、障がいを持つ学生が感じて

常に参考になったとの感想も頂戴しました。

「ダイバーシティってなん

いる不便さをより理解することの重要性や、海外渡航時の

者の状況と日本への留学」
子育ての疑問・悩み相談会
「子育てのココが聞きたい !!」

4
だろう」

障がい者支援スタッフは新年度になり登録者も増え、活動も

セミナーの最後では、留学を希望する障がいのある学生

留学に際してのサポートについて、応募の意思表示から研

げます。

構成員の交流支援など、様々な取組みを行っています。多くの学生

よる、サポートの実施状況や見えてきた課題についての報

ダイバーシティ推進事業紹介
「あなたの個性が活きる未
来へ」
新任ダイバーシティ推進室
長からひと言

危機管理の手段の検討、財源や人員の制約をいかに工夫し
て乗り越えるか、という点が示されました。
続いて、留学を体験した簗島さんから、留学を希望した
背景と、アメリカでの体験を通じて実感した、障がい者に
対する接し方やインフラ整備などの社会的・文化的な相違
について報告が行われました。アメリカの歩道に点字ブ
ロックが極めて少ない事やその背景、サポートスタッフと
の関係性、障がい者に対して気軽に声をかけて手助けをす

聴覚障がい学生支援

平成 29 年度 第１回バリアフリー講習会
「アジア諸国の視覚障がい者の状況と日本への留学」

手話講習会（初級）

はじめに 今年度、本学に聴覚障

はじめに

がい学生が入学しました。聴覚障
がい学生支援は授業等における情

本学の手話講習会は

2017 年 7 月 20 日（木）南大沢キャンパス図書館本館プレゼ

の光景になっており、驚いたといいます。留学前は躊躇

2002年度から開催しており、今

ンテーションルームにて、平成 29 年度第１回バリアフリー講習会「ア

いのあった白杖ですが、現在は無くてはならないもの

年で16年目を迎えます。新たな

ジア諸国の視覚障がい者の状況と日本への留学」を開催しました。講師

になりました。

報保障（パソコンノートテイク等）

試みとして今年度から前期に初級

に長年視覚障がい者の留学受入を行っている社会福祉法人 国際視覚障

日本での経験を生かして、帰国後は共に日本に留学

が中心となり、多くの支援スタッ

クラス、後期に中級クラスを開催

害者援護協会 理事長石渡博明氏と、キルギス出身、弱視で日本に留学し

していた仲間と視覚障がい者の環境改善に取り組みた

フが必要と言われます。初めての

し、通年で実施することにしまし

ている筑波大学附属視覚特別支援学校専攻科のヌルディノワ・アク

いとのことです。

組織的な聴覚障がい学生支援を円

た。聴覚障がい学生が入学したこ

モール氏をお招きしました。

質疑応答、感想

滑に行うため、支援スタッフ募集と養成活動を集中的に行いました。

とによる手話習得の意識向上や、手話を継続して学びたいという学生

視覚障がい者の留学受入について

募集と養成 ４月は募集期間と位置づけ、新入生ガイダンスや所属学

の声に応えてのことです。

年に設立され、アジアを中心に 19 か国 84 名の視覚障がい者の留学受

が続きました。以下、感想を紹介いたします。
「『白杖を持つことは恥ず

科オリエンテーションでの告知や支援スタッフ説明会を開催し、多く

講習内容

前期の講習会（29 名受講）は、実習と座学を組み合わせて手

入を行ってきました。留学生は、来日後、半年間の日本語、日本点字の学

かしい事だった』というアクモールさんの言葉から、日本と外国の文化

の学生に告知することが出来ました。５月は養成期間と位置づけ、ノー

話の仕組みから基本的な単語、簡単な会話表現を学びました。講師から

習、歩行訓練、生活訓練を経て入学し、針灸、あん摩の国家試験合格など

の違いを感じた」
「障がいを持つ留学生を受け入れる業務を担当するか

トテイク講習会、パソコンノートテイク講習会を合計８回開催し、延

は手の動きとともに「表情」と「口形」が重要であることが繰り返し伝え

を目標に学びます。

もしれないので、今日聞いたことを覚えてニーズを聴くことのできる

べ 50 名以上の学生が基本的な知識と技術を身につけました。講師は、

られました。当初慣れない様子だった受講生も、次第に手を動かすだけ

東京都立中央ろう学校の牛嶋教諭やダイバーシティ推進室の横山が担

でなく、
「表情」と「口形」を意識して表現するようになりました。

はじめに

点字には漢字がないため、留学生にとって同音異義語の多い日本語

講習会の最終回には 3 名の聴覚障がい者の方をお招きし、手話での

いました。

国際視覚障害者援護協会は 1971

質疑応答も活発に行われ、日本、キル

ギスそれぞれの視覚障がい者の状況について意見交換

職員になりたい」などなど。

を理解することは難しく、国家試験合格のハードルは高いとのことで

日本への留学経験により、ご自身の障がいについての捉え方に変化

す。しかし、過去に多くの留学生が国家試験に合格し経済的な自立を果

があったというお話が印象深かったです。障がいの有無により将来の

支援見学体験 講習会で一定の知識と技術を身につけた後は、実際に

会話を行いました。受講生は習得した手話を駆使してお互いの趣味や

たしており、中には大学や大学院進学を目指す方もいるそうです。

夢が閉ざされることの無いよう、門戸を広く開け受け入れられる環境

授業の支援見学・体験を行います。先輩支援スタッフの様子を見学し、

出身地などの会話をし、和やかな雰囲気で前期の講習会を終えました。

日本での留学経験について アクモール氏は 2014 年に来日し、
来年３月

作りを目指します。

支援のやり方や授業の雰囲気を肌で感じます。複数回の支援見学・体

後期に向けて

後期は中級の講習会を開催するとともに、10月の手話

の国家試験を目指して勉学に励んでいます。
キルギスの学校には点字教

験を経て、実際に授業における支援を行います。

検定試験への挑戦も一つの目標にしています。11月には今年で３年目

科書の提供がなかったため、授業内容を録音して勉強していたそうです。

こうして、４月時点では約 10 名の支援

の聴覚障がいに関する総合イベント「Tokyoみみカレッジ」（東京都

また、白杖を使うことに躊躇いがあり、外出は家族や友人に頼っていたそ

スタッフで運営していた聴覚障がい学生支援活動ですが、６月になる

主催）を本学にて開催します。手話に親しむきっかけを作り、学内に

うで、
日本の点字が整備されている環境が夢のようであったといいます。

と倍の約 20 名が関わるようになりました。多くの学生が支援に関わる

手話を根付かせ、広めていきたいと考えています。共に手話を学んで

ようになったことで、一人当たりの支援回数が減り、一部の学生に偏っ

いきましょう。

ていた負担が軽減されるようになりつつあります。何よりも「支援集

感想

団」が形成され、聴覚障がい学生・支援スタッフが生き生きと学生生活

で、手話に触れる機会がみんなに平等に与えられ、とても楽しかった

を送っている様子は、支援のあり方を考えさせられるものです。

です。これからもこういった活動は続けていただきたいと思います」

多くの支援スタッフの関わり

以下、受講生の感想を紹介します。「手話講習会があるおかげ

子育ての疑問・悩み相談会
「子育てのココが聞きたい !!」

「とっても勉強になりました。ありがとうございました。中級編もぜ

現在の情報保障の質を維持し、多くの支援スタッフで支援活動が

ひ学びたいです」

行えるよう、今後も更なる募集と養成を行っていきます。支援スタッ

手話講習会開催にご協力いただいております八王子市聴覚障害者協

フの活動に興味のある方は、お気軽にダイバーシティ推進室を訪ね

ダイバーシティ推進室で

会の皆様には、改めて感謝申し上げます。

てください。

﹁自分の価値観を深められる活動﹂

私は両耳に先天性

の 聴 覚 障 が い が あ り︑

授業を受けるにあ

たってパソコンテイ

クやノートテイク支

援︑あるいは映像文字

起こし支援などの情

報保障を受けさせて

頂いています︒
また︑
障

がいがあっても自分

にできることは積極

的に取り組みたいと

考え︑私自身も支援ス

タッフとして登録を

初めてダイバーシティ推進室にお世話に

して活動しています︒

なったのは︑昨年のオープンキャンパスでし

た︒充実した情報保障をつけて頂いたことに

も驚いたのですが︑何より聴覚障がい学生が

当時︑大学に在籍していなかったのにも関わ

らず︑ノートテイク講習会や手話講習会を複

数 回 開 い て い る こ と︑ま た 手 話 で コ ミ ュ ニ

ケーションをとることのできる学生さんが

いるということに強い印象を抱きました︒
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今では︑教職員の方々や先輩方のお力添え

のおかげで︑支援スタッフの登録者数も倍に

なり︑定例会や学生考案の企画でより活発な

活動となっており︑非常に嬉しく感じており

まだ入学して間もない私ですが︑聴覚に関

ます︒

することだけでなく他の障がいに関するこ

とやジェンダーに関することなど︑多くのこ

支援をする︑受けるの関係ではなく︑誰も

とを日々学んでいます︒

がお互いを尊重して学びあい支えあってい

る︑まさにダイバーシティな環境に所属して

いることを誇りに思っています︒今後とも宜

しくお願い致します︒

システムデザイン学部システムデザイン学科
情報通信システムコース１年 山口 翔大
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そして、日本では視覚障がい者が街中で白杖を使うことは当たり前

その後、フリートーク・相談の時間では、参加者からは「離乳食が

は、助産師の岡本喜代子先生、

そろそろ終わる時期だが、その後の食事はどのような点に気をつけれ

長濱博子先生を相談員とし

ばよいのか」という質問や、「断乳・卒乳の時期とその方法」などに

て、
「女性の健康相談」を行っ

ついての質問が寄せられ、先生方は専門的な知識と豊富な経験に基づ

ています。７月 18 日（火）

いたアドバイスをされていました。

の昼休みに、相談事業の認知度の向上と、子育て中、またはこれから

最後に、ダイバーシティ推進室の相談事業と、岡本先生、長濱先生

子育てを行う教職員と相談員の顔合わせを目的として、子育て相談会

が運営されているおたふく助産院の紹介を行い、閉会となりました。

「子育てのココが聞きたい !!」を開催しました。当日は、岡本先生、長

参加者からは、ダイバーシティ推進室の相談事業を知らなかったとい

濱先生を講師としてお招きし、和室のくつろいだ雰囲気の中で行われ

う声もあり、今後もこうした機会を積極的に作って事業の周知に努め

ました。親子連れで参加された方もおり、いつものダイバーシティ推

ていく必要性を感じました。

進室の講演会などとは少し違った光景が広がっていました。

＊おたふく助産院ホームページ

http://otafuku-mw.kids.coocan.jp/

初めに長濱先生より、母乳育児についてのお話がありました。子ど
もの免疫力の向上や母体の回復に効果があることや、母子の精神の安
定など、メリットと留意点が詳しく紹介されました。また、育児全般
にわたる留意点として、パートナーと話し合い、協力し合うことの重
要性や、支援が必要なときは一人で抱え込まず、支援を求めるべきこ
となどが説明されました。
続いて岡本先生より、子どもの脳を中心とした能力開発についての
お話があり、乳幼児期は大脳旧皮質が活きており、さまざまな体験を
することが学びにつながる時期であることや、テレビなどのメディア
はその時は見ていても学びにはつながりにくいこと、スキンシップの
効用などが紹介されました。
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