2020年度 事業報告書（ 概要版 ）
東京都立大学

ダイバーシティ推進室

「 セクシュアル・マイノリティに関する

意識啓発

東京都立大学の対応ガイドライン 」発行

セクシュアル・マイノリティに関する本学での対応状況や、基本的な情

報をまとめた『 セクシュアル・マイノリティに関する東京都立大学の対応
ガイドライン』を作成した。

支援事業

主な内容は以下の通り

◎ ダイバーシティ推進室で行っているセクシュアル・マイノリティに関する

卒業式におけるサポート

相談の概要

◎ ダイバーシティ推進室以外の学内相談窓口案内

◎ 当事者が大学生活で困りがちなことや、
それに対する対応・配慮の原則

今年度の卒業式では、障がいのある学生の支援を次

◎ 通称名使用や健康診断受診時の配慮、多目

視覚障がい学生が研究科の代表学生に指名された

ど、本学が現在行っている取り組みの紹介

の通り行った。

ことから、支援スタッフの学生が共に壇上へ登壇し、移

動支援を行った。聴覚障がい学生の情報支援として、
遠隔情報保障システムを利用したパソコン通訳を実施

的トイレの設置やレインボーマークの作成な

◎ LGBTやアライなど、セクシュアル・マイノリ
ティに関する用語や基礎知識の解説

し、聴覚障がい学生は自身の保有するスマートフォンでこの通訳を受信し
た。また、手話通訳者を配置し舞台袖からも情報支援を行った。手話通訳を
会場全体から見える位置で行ったことは、情報支援だけでなく、参列者全体

の障がい理解にも繋がった。

また、当日の様子は、YouTubeライブでリアルタイム配信さ

れたが、この内容について、支援スタッフの学生と共に字幕挿

障がいのある学生支援

他の理由から字幕を要する保護者及び

目指して、
「東京都立大学障がい者支援スタッフ制度」、
「東京都立大学に

入作業を行い、後日配信した。このことで、聴覚障がいやその
大学関係者が閲覧できる状況を実現した。

障がいのある学生と障がいのない学生が共生するキャンパスの実現を

おける障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」
等を制定し、学生・教職員が協力して障がいのある学生の修学環境の整

備に取り組んでいる。

障がい者支援スタッフの活動

本学の学生によって構成され

る障がい者支援スタッフには、

近年では、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由学生の入学にあわせ

て、必要な支援機器の整備と施設改修、支援者養成を行ってきた。

加えて今年度は、コロナウイルス感染拡大の影響を受けて開始された

オンライン授業への支援活動に取り組んだ。聴覚障がい学生支援では、
前期は情報保障を外部の文字通訳団体に依頼した。後期は遠隔支援シ

����年�月時点で���名の学生

ステムを構築し、支援スタッフの学生が情報保障を行った。視覚障がい学

障や移動支援など、障がいのあ

その他、個別に意見聴取を行い、

ルの作成・貼付など、学内の環境整備を担っている。こ

加に関する困難の解消に努めた。

が登録している。授業の情報保
る学生の支援活動や、点字ラベ

のほか、新入生を主な対象とした支援スタッフ説明会

の開催やパソコンノートテイク講習会を通じた支援ス

タッフの募集・育成活動、月例の定例会や半期ごとの活
動振り返りなど、積極的に活動している。

生支援では、授業担当者による板書や資料の読み上げ配慮を行った。
障がい学生のオンライン授業参

ライフ・ワーク・バランス実現のための

一時保育施設

研究支援制度

「都立大KIDS」

出産・育児・介護のために十分な研究時間を確保できない研究者

���� 年 � 月に開設した一時

に対して、研究業務および教育業務を支援する支援員を雇用する制

保育施設は、教職員、学生に利用されている。近年は留学

度を実施した。利用者は、I 期（ ����年�月�日 ～ ����年�月��日 ）

生の利用も増え、携帯型翻訳機を購入するなどして、多言

とⅡ期（ ����年��月�日 ～ ����年�月��日 ）の�期に分けて募集

語でのコミュニケーションにも対応している。保育業務は

し、合わせて��名の研究者が本制度を利用した。
「コロナ禍で育児

（株）ニチイ学館に委託し、ノウハウを活かした英会話レッス

に一段と不安があった中、この制度によって支援員の方にご協力い

ンの実施なども行っている。今年度は新型コロナウイルス

ただくことができ、うまく乗り切れたのではないかと思います。」
「この

の流行にかんがみ、これまで以上に感染症の防止策を徹底

支援制度により、子どもの急な発熱による休みや、保育園への送迎

し、清掃・消毒・検温・健康チェックなどを強化している。ま

などがスムーズにできるようになった。」など、本制度がライフ・ワー

た、施設の見学会に代え、施設の概要を紹介する動画を作

ク・バランスの実現につながったとする感想のほか、学内の仕事で学

成し、ダイバーシティ推進室のWEBサイトで公開した。

生を雇用することができたため、コロナ禍でアルバイト等が自由にで

きない中での学生支援にもつながったという声が寄せられた。

相談

東京都立大学で学び、働き、研究する構成員

が、安心して多様な生き方を追求できるよう

に、���� 年度から相談室を設置し、ダイバー

情報発信

シティ推進室のスタッフが対応するダイバーシ

WEBサイト・Twitterでの発信

フ・ワーク・バランス、女性の健康、障がいに

よりWEBサイトを用いた広報活動の重要性が高くなっ

ナウイルスの影響をふまえ、いずれの相談にお

育施設の様子を紹介する動画を作成し、HP上で公開

ティ推進室相談のほか、専門相談員によるライ

今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、

関する相談を実施している。今年度は新型コロ

たことを受け、障がい者支援スタッフの紹介や、一時保

いても ZOOM などを用いたリモート環境での相

した。また、twitterのアカウントも取得し、イベントの

談にも対応した。

案内や蔵書紹介など、SNSを用いた情報発信にも取り
組んでいる。

環境整備

南大沢キャンパス図書館 � F のダイ

バーシティ推進室入口の扉を、 車椅子
に乗った状態でも開閉がしやすい引き
戸タイプにリニューアルした。
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Newsletterの発行

メーリングリストの管理運営

ダイバーシティ推進室情報メールの配信
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