
意識啓発

セクシュアル・マイノリティ講演会 　

知って、変わって、変えていく ～セクシュアル・マイノリティと大学生活～

講　師
 藥師 実芳 氏（NPO 法人ReBit 代表理事）
プログラム
 セクシュアル・マイノリティの基礎知識に関する講義
 当事者のライフヒストリー紹介
 大学生活で当事者が困っていること
 グループディスカッション
 大学での対応事例紹介
 大学の構成員として今日からできること
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一時保育施設 相　談

その他

女性のキャリア開発セミナー

私の可能性を拡げよう!! ～理系をいかして公務員のキャリアを考える～

基調講演　
 「理系をいかす東京都公務員のキャリアを考える」　
 　原 眞麻子 氏 （東京都教育庁地域教育支援部課長代理）
事例発表　
 「特許庁で理系キャリアをいかそう」　
 　木村 麻乃 氏 （特許庁）
パネルディスカッション
 原 眞麻子 氏　　木村 麻乃 氏
 公務員就職が内定している本学女子学部生・大学院生
　　コーディネーター
 可知 直毅（理工学研究科 教授）

文化的多様性を持つ構成員交流会

茶道を体験してみよう ～喫茶文化で国際交流～

講　師　
 渡邉 宗扇 氏 （表千家茶道教授）
 英語解説 鈴木 智子 氏

　平成 24 年１月に実施した「ワーク・ライフ・
バランスに関するニーズ調査」の結果から浮き
彫りになったニーズに応え、平成 27 年３月
16 日に、学外に一時保育施設を設置した。利
用者は開設当初から右肩上がりで増加してい
る。保育業務は（株）ニチイ学館に委託しており、
通常の一時保育に加え、誕生日会や運動会、英
会話レッスン等も実施している。

　首都大学東京で学び、働き、研究をする構成
員が多様な生き方を追求できるように、平成
24 年度から相談室を設置し、ダイバーシティ
推進室のスタッフが対応するダイバーシティ推
進室相談のほか、専門相談員によるワーク・ラ
イフ・バランス、女性の健康、障がいに関する
相談を実施している。
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「だれでもトイレマップ」公開
　首都大学東京の各キャンパス内には、車いす対応型のトイレをはじめ、オストメイトの設置されたトイレやお
むつ交換台の設置されたトイレなど、様々な機能を持った「だれでもトイレ」が多数設置されている。どこにど
のような機能を持つトイレがあるのかをキャンパスマップ上に表示した「だれでもトイレマップ」を作成し、
WEB サイトで公開した。

相談室の活用
　ダイバーシティ推進室内にある相談室を、相談を受けていないときは休憩室として、または授乳や搾乳、おむ
つ交換のための部屋としても利用できるよう、ベビーベッドや遊具などを設置した。これにより、相談日以外は
多様な用途での活用が可能となった。平成 27 年度も引き続き、相談室を多様な目的で活用することとした。

対面朗読室の活用
　平成 27 年度に入学した視覚障がい学生（全盲）の学習環境整備のため、対面朗読室に点字関係機器（専用パ
ソコン、点字プリンター、点字ディスプレイ等）、点訳資料（点訳教科書等）を配置した。
　対面朗読室は視覚障がい学生の予習復習、中間試験・期末試験における別室受験、視覚障がい学生との面談等、
多様な用途で活用している。

障がいのある学生支援制度 支援スタッフの活動
　アクセシビリティ向上のため、首都大学東京 WEB サイト「キャンパスバリアフリーマップ」の加筆を行った。
また、支援スタッフ・利用学生の月例定例会や年度末の振り返り会を通じて、コミュニケーションの促進に取り
組んだ。
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ダイバーシティ推進委員会メンバー
 所　属 役　職 氏　名
 　首都大学東京 副学長（ダイバーシティ推進委員会委員長） 山下 　英明
 ◉首都大学東京 学長補佐（ダイバーシティ推進室長） 村田 　啓子
 　都市教養学部 人文・社会系 准教授 鎌倉 　佐保
 　都市教養学部 人文・社会系 教授 矢嶋 　里絵
 　都市教養学部 法学系 准教授 西貝 小名都
 　都市教養学部 経営学系 教授 渡辺 　隆裕
 　都市教養学部 理工学系 准教授 小林 　正典
 　都市環境学部  准教授 瀬高 　　渉
 　システムデザイン学部 教授 藤江 　裕道
 　健康福祉学部 教授 繁田 　雅弘
 　国際センター 准教授 小柳 　志津
 　学生サポートセンター 学生課長 橋本 　良子
 ◉首都大学東京管理部 学長室長 小川 　　仁
 　首都大学東京管理部 教務課長 西原　 　睦
 　総務部 総務課 総務課長 府馬 　一貴
 　総務部 総務課 人材育成係長 吉田 　健一
 　総務部 人事課 人事課長 原田 　幸定
 　総務部 人事課 人事制度係長 住吉 　竜哉
 ◉ダイバーシティ推進室 特任研究員（男女共同参画推進担当） 中山 　尚子
 ◉ダイバーシティ推進室 特任研究員（障がいのある構成支援担当） 横山 　正見
 ◉ダイバーシティ推進室 特任研究員（文化的多様性をもつ構成員支援担当） 藤山　 　新
 　首都大学東京管理部 学長室 調整担当係長 岩城 　　登
 　首都大学東京管理部 学長室 主事 高坂 　智仁
 　首都大学東京管理部 学長室 主事 小野坂 遥香

※ ◉はダイバーシティ推進室の構成員



Newsletter

平成 27 年 11 月
~ 平成 28 年１月

平成 27 年５月 ~７月
平成 27 年 12 月

平成 27 年７月
点字の世界

講　師
高村 明良 氏 

（全国高等学校長協会
　入試点訳事業部専務理事）

平成 27 年 11 月
もう一つの日本語
　手話とろう文化

講　師
宮本 一郎 氏 

（八王子市聴覚障害者協会会長）

平成 28 年２月
学生支援の経験から
　発達障がいの理解と対応

講　師
小林 信篤 氏 

（社会福祉法人横浜やまびこの里
 障害福祉事業部長）

月１回、支援スタッフを対象
に聴覚障がいや支援について
の基本的なレクチャーを行い、
手書きノートテイク、パソコン
ノートテイクの体験を行った。

講　師
八王子市聴覚障害者協会

笠原 はま子 氏
八王子市手話通訳者協力の会

金栄 眞美 氏
八王子市聴覚障害者協会（最終回のみ）

佐野 幹子 氏
青木 義郎 氏
汐崎 正美 氏
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WEB サイトの運営

メーリングリストの管理運営

他機関へのNewsletter、チラシ等、印刷物の送付

ダイバーシティ推進室情報メールの配信

ダイバーシティ推進室リーフレットの更新

02　平成27年度事業報告書（概要版）

手話講習会 ノートテイク講座 視覚障がいと
視覚障がい学生支援 勉強会

バリアフリー講習会

『ダイバーシティ通信』の発行

支援事業

障がいのある学生支援制度

ワーク・ライフ・バランス実現のための
研究支援制度

東京理系女子探検隊プロジェクト 2015

平成27年度事業報告書（概要版）　03

　平成 27 年度は、全盲の学生が入学し、点
字ブロック等の整備、支援機器の購入、資料
の点訳やテキストデータでの提供など、視覚
障がい学生の学びやすい環境整備に取り組ん
だ。点字や手話など障がいに関わる各種講座
の開催とともに、支援スタッフと利用学生の
定期的な集まりやバリアフリーマップを作成
し、コミュニケーション促進にも努めた。
　さらに、平成 28 年４月から施行される「障
害者差別解消法」に向けて、教職員対応要
領の作成作業を進めるなど、今後の障がい
のある構成員支援の基礎を構築する一年と
なった。

首都大学東京女性大学院生研究奨励賞

　女性研究者の裾野拡大に資するため、本学
女性大学院生の意欲的な研究活動を奨励し、
今後も継続的に研究に取り組む動機づけとし
てもらうことを目的として、平成 27 年度よ
り「首都大学東京女性大学院生研究奨励賞」
を創設した。26 名の応募者があり、第一次
審査（書類選考）・第二次審査（面接）を経て、
最優秀賞１名、優秀賞２名、特別賞２名の受
賞者が選ばれた。10月に開催した表彰式では、
受賞者に表彰状および副賞が授与され、受賞
者代表から「女性が社会で活躍することが当
たり前となっていくように、私自身さらに頑
張りたい」と今後の研究への意欲と抱負が述
べられた。

　出産・育児・介護のために十分な研究時間
を確保できない本学の研究者に対して、研究
業務および教育業務を支援する支援員（リ
サーチ・アシスタント、臨時職員、ティーチ
ング・アシスタントを雇用する制度を実施し
た。本制度は、平成 24・25 年度実施の「女
性研究者支援員制度」に替わり、男女問わず
利用可能な制度として平成 26 年度より創設
された制度である。利用者は、I 期（平成 27
年４月１日～平成 27 年９月 30 日）と II 期（平
成 27 年 10 月１日～平成 28 年３月 31 日）
の２期に分けて募集し、平成 27 年度はのべ
24 名の研究者が本制度を利用した。利用者
からは「予定外に早く帰らなければいけなく
なったときでも、実験の続きや片づけを頼め
るのが良いと思った。」「育児経験のある支援
員の方であり、理解を得られやすく大変助
かった」といった声が寄せられた。

　本学では平成 23 年度から毎年、女子中高
生の理系への進路選択を応援することを目的
として、「東京理系女子探検隊プロジェクト」
を実施してきた。平成 27 年度は、平成 26 年
度に引き続き、本学の理系分野である都市教
養学部理工学系、都市環境学部、システムデ
ザイン学部がそれぞれの状況に応じて女子学
生による学生生活の紹介や個別相談会を実施
した。ダイバーシティ推進室では、大学説明
会の開催に合わせ、理系への進路選択を迷っ
ている、あるいは理系には進みたいがどの分
野に進んだらいいのか分からないといった女
子中高生や保護者を対象に、理系女子向けの
さまざまな情報を提供する「理系女子のため
のインフォメーションセンター」を開設した。

視覚障がい学生を講師役に、
これまでの経験と現在の大学
生活について話してもらった。
多くの学生・教職員が耳を傾
け、今後の支援について考え
る時間となった。


