
早稲田大学ダイバーシティ推進室 〒169-8050東京都新宿区戸塚町1-104問い合わせ先

　早稲田大学は創立以来、内外の多様な人々に広く門戸を開いてきました。また創立150周年を

迎える2032年に向けてWaseda Vision 150を策定し、教育・研究の質を飛躍的に向上させ、

「アジアのリーディングユニバーシティ」として世界に貢献する大学であり続けることを目指しています。

　しかし、教育・研究・就労の場におけるダイバーシティ推進という側面からみると、本学には、なお

多くの課題があります。新たなVisionを実現するためには、性別、障がい、性的指向・性自認、国籍、

エスニシティ、信条、年齢などにかかわらず、本学の構成員の誰もが、尊厳と多様な価値観や生き方を

尊重され、各自の個性と能力を十分に発揮できる環境が必要です。

　そのためにも、早稲田大学はここに、多様な知を結集して創造的な教育・研究活動を行い、社会の

発展に資することを大学の使命と考え、ダイバーシティの尊重・推進に努めることを宣言します。

1.　早稲田大学は、ダイバーシティ推進に関する意識を啓発し、本学の意思決定においては、
　　構成員の多様な意見が尊重されるよう努力します。
2.　早稲田大学は、すべての構成員が個性と能力を発揮し、ワークライフバランスを実現できる
　　教育・研究・就労環境を整備します。
3.　早稲田大学は、合理的配慮を必要とする構成員に対する支援体制を整備します。
4.　早稲田大学は、ダイバーシティの視点に立った人的構成と人材育成を推進します。

セクシュアルマイノリティ学生への
配慮・対応ガイド（教職員向け）
2019年4月
早稲田大学ダイバーシティ推進室

ダイバーシティ推進基本方針

早稲田大学はWaseda Vision 150を推進し、真のグローバル化を実現するため、
2017年7月1日に「早稲田大学ダイバーシティ推進宣言」を公表しました。

2017年7月1日　早稲田大学

だれでもトイレ（多目的トイレ）、早稲田大学UD（ユニバーサルデザイン）マップ5
各キャンパスには性別を問わず利用ができる「だれでもトイレ」を設置しております。

保育関連施設やバリアフリー情報とともに「早稲田大学ＵＤ(ユニバーサルデザイ

ン)マップ」に掲載しておりますので、ご活用ください。

ご参考：早稲田大学ＵＤ(ユニバーサルデザイン)マップ
https://www.waseda.jp/inst/diversity/publication/accessibility_map/

TEL FAX Mail

早稲田大学ダイバーシティ推進宣言
一人ひとりの多様性と平等を尊重します。
“Respect each other, respect equality and diversity”

本学では、学生・教職員が相談できる以下のような窓口を設けています。

相談窓口3

開室時間
E-Mail
WEB

月－金 10:00-11:30, 12:30-17:00
gscenter@list.waseda.jp
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/

受付時間
T E L
WEB

月－金 9:00-12:00, 13:00-17:00  土 9:00-13:00
03-3203-4449【予約優先】
http://www.waseda.jp/hoken/

T E L
E-Mail
WEB

03-5286-9824
stop@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/stop/

ＧＳセンター
（10号館2階）

保健センター
学生相談室

（25-2号館6階）
ハラスメント
防止室

（28号館1階）

ジェンダー・セクシュアリ
ティに関すること

学生相談に関するすべて

本学ガイドラインで取り
扱うハラスメントに関す
ること

連絡先等相談内容名称

性別情報の管理4
セクシュアルマイノリティ学生にとって、性別情報は個人の尊厳、価値観、生き方に関わる重要な情報です。本学

では一部の証明書等を除き、出席簿を含め性別情報を表記していません。学生の性別情報を必要に応じて取得

した場合、学生氏名と同様、厳重に管理するようお願いいたします。

※学籍上の性別と氏名

　学籍上の性別は本人の性自認に関わらず戸籍上の性別ですが、氏名については、手続きにより戸籍上の

　氏名とは別の通称名を使用することができます。

！ 2018年に実施したアンケートによれば、教職員の１割以上がセクシュアリティに関する相談を受けた経験があり
ます※。このような相談にはカミングアウトが伴うことが多く、その際に得た情報についても厳重に管理する必要
があります。
※2018「早稲田大学のダイバーシティ推進に関する意識・実態アンケート報告書」より
　（https://www.waseda.jp/inst/diversity/information/survey/）

※当ガイドはセクシュアルマイノリティ学生に対する現状の具体的な配慮・対応の内容についてご紹介しております。
　教職員に関する内容についてはダイバーシティ推進室が窓口となります。上記「問い合わせ先」までご相談ください。

▲「だれでもトイレ」サイン

だれでもトイレ Restroom

　　 03-5286-9871（内線：71-5141） 　　  03-5286-1429 　　　diversity@list.waseda.jp
　　 https://www.waseda.jp/inst/diversity/
　   @waseda_univ_PED  　   https://www.facebook.com/waseda.diversity/
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　早稲田大学は中長期計画「Waseda Vision 150」の中で「ダイバーシティ・男女共同参画の推進」を掲げ、真の

グローバル化を実現するため、ダイバーシティ推進に取り組んでいます。しかし、本学GS（ジェンダー・セクシュアリ

ティ）センターに寄せられたこれまでの相談の内容（2017年度158件、2018年度240件）から、まだまだジェン

ダー・セクシュアリティに関する誤解や偏見が存在し、当事者を含め適切な配慮を受けることができていない、とい

う学内の状況があることがわかっています。

　このような状況を受け、ダイバーシティ推進室では「セクシュアルマイノリティ学生への配慮・対応ガイド（教職員

向け）第一版」を2018年3月にまとめ、全教職員に配付をしております。

　今回は2018年11月に本学教職員を対象として実施した「早稲田大学のダイバーシティ推進に関する意識・実態

アンケート」の結果やこの１年間のセクシュアルマイノリティ支援の取組から、「用語解説」「配慮・対応について」の

項目を中心に改訂を行いました。

　学生と接する際にこのガイドが活用されることによ

り、本学の教育・研究環境において、互いに個性を尊

重し合い、誰もが安心して過ごすことができるための

一助となればと存じます。

以下のような配慮・対応が必要と考えられます。各事例はGSセンターに寄せられた相談の内容を参考にしています。

早稲田大学におけるセクシュアルマイノリティ支援について

LGBTは、L：Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、G：Gay（ゲイ、男性同性愛者）、B：Bisexual（バイセクシュ

アル、両性愛者）、T：Transgender（トランスジェンダー、周囲の人間が想定する性別や生物学的性別とは異なる

性別を生きる者）の頭文字からなる言葉です。しかし、本来セクシュアルマイノリティ（性的少数者）はL・G・B・Tの

4カテゴリーのみに限定されず、多様な性のあり方がありえます。以上のことから、このリーフレットでは「LGBT」で

はなく「セクシュアルマイノリティ」という表現を用いています。

性的指向・性自認（Sexual Orientation and Gender Identity）は多様な性のあり方

を正しく理解するために重要な概念・考え方であり、この2つを異なるものとして理解することが必要です。

「性的指向（Sexual Orientation）」とはある個人の恋愛感情や性的欲望がどの性別に向かうかを主に意味しま

す。性的指向が異性に向かう「異性愛」、同性に向かう「同性愛」、または両方に向かう「両性愛」のほかに「無性愛」

などもあります。「性自認（Gender Identity）」とは自身の性別に関する自己認識です。たとえば身体的な特徴を

もとに割り当てられた性別とは異なる性自認を持つ場合、一般的に「トランスジェンダー」と呼ばれます。また、

性自認という概念は「性別は男女の2つしかない」（性別二元論）ことを前提にしておらず、実際に男女のいずれでも

ない性自認を持つ人もいます。

アウティングは当人の許可なく性別情報や性的指向を暴露する行為であり、当人を差別に晒す危険性の高

いプライバシー侵害です。カミングアウトされたことを第三者へ本人の許可なく話す、取得した性別情報等を公に

晒す、などの行為は「アウティング」に該当する可能性があります。本学でも残念ながら、このような行為が実際に

報告されておりますので、十分にご留意ください。

配慮・対応について2

※当ガイドは今 後もその内 容について検 討 を重 ね 、また各 種 支 援 の 拡 充に合 わ せて 、定 期 的 な改 訂を予定しています 。
　当ガイドに関するご意見など、ダイバーシティ推進室までお寄せください。
※当ガイドと合わせて、「セクシュアルマイノリティ学生のためのサポートガイド（GSセンターWEBサイト掲載）」もご活用ください。

セクシュアルマイノリティがいることを前提として接する。異性愛や性別二元論を
前提として話すなど、当事者の存在を否定するような言動は行わない。

アンケートの性別回答欄が「男・女」の二者択一となっていた。
性別情報が必要である場合、たとえば、自由記述の形式に変更して「男・女」以外の回答ができるようにする。
または、任意回答とする。

「まさか、ここにはいないと思いますが」と、当事者がいないことを前提として話し出した。
セクシュアルマイノリティがいることを前提とすることはもちろん、仮に当事者がいないとしても、
その存在を否定するような発言は控える。

1

事例

対応例

対応例

事例

見た目や氏名でジェンダー・セクシュアリティを決めつけない。

見た目や振る舞いが中性的であることから、周囲から「オネェ」として女性的な振る舞いを
期待されるようになり不快だった。

セクシュアルマイノリティにステレオタイプを押し付けない。多様な個人のあり方を尊重する。

ゼミ合宿で希望も聞かれないまま、男女で部屋割りがされた。

2

対応例

対応例

事例

事例

「オカマ」「ホモ」「レズ」「オトコオンナ」「アッチ・ソッチ系」など差別的なニュアンスを持つ
言葉やジェスチャーは使わない。また学生にも使わないよう指導する

「おまえコレか？」と言いながら、右手の甲を左頬につけるジェスチャーをされた。
差別的なニュアンスを持つ言葉やジェスチャーを理解し、特段の事情がないかぎりこれらを使わない。

ゼミのメンバーが「ホモ」「レズ」といった言葉を使っていたが、同席していた教員が注意をしなかった。
学生に対しては、「ホモ」「レズ」といった表現が侮辱となり得ることを指摘し、使用しないよう指導する。
見過ごさない。

4

対応例

対応例

事例

事例

！ ●万一、誤って不適切な言動をしてしまった場合は、「すぐに」「その場で」謝罪・訂正する必要があります。
●ジェンダーやセクシュアリティに関する配慮のない言動に傷ついたり苦痛を感じたりするのは、セクシュアルマイノリティ当事者に限りません。
●セクシュアルマイノリティに配慮することは、どんなジェンダーやセクシュアリティを持つ人にとっても過ごしやすい環境につながります。

学生に呼びかける場合、共通の敬称を用いる。または本人の希望に沿った敬称を用いる。

見た目や名前の印象で「さん」「くん」付けをされ、知らない学生にまで
自分の望むジェンダーとは違う性別で認識をされて嫌な思いをした。

3

対応例

事例

「さん」「くん」という呼び分けは行わず、共通の敬称を用いる。

用 語 解 説1 事前に本人の希望を聞く、または本人が希望を伝えることができる機会を設ける。

申出があった場合は、具体的にどのような問題があるかを確認し、本人と話し合いながら配慮・対応の内容を
決めることが求められます。当事者はそれぞれ置かれている環境（たとえばカミングアウトしている範囲）が
異なるため、本人の意思を尊重した個別の対応が必要となります。

語学の敬称、たとえば Mr.やMs. 、heやsheなど呼び分けを必要とする場合、本人がどう呼ばれたいかを
確認する必要があります。しかし、授業中など、なかなか希望を伝えにくいこともありますので、別途メール等、
本人が希望を伝えることが出来る機会を設けるなどの対応が求められます。
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自分の望むジェンダーとは違う性別で認識をされて嫌な思いをした。

3

対応例

事例

「さん」「くん」という呼び分けは行わず、共通の敬称を用いる。

用 語 解 説1 事前に本人の希望を聞く、または本人が希望を伝えることができる機会を設ける。

申出があった場合は、具体的にどのような問題があるかを確認し、本人と話し合いながら配慮・対応の内容を
決めることが求められます。当事者はそれぞれ置かれている環境（たとえばカミングアウトしている範囲）が
異なるため、本人の意思を尊重した個別の対応が必要となります。

語学の敬称、たとえば Mr.やMs. 、heやsheなど呼び分けを必要とする場合、本人がどう呼ばれたいかを
確認する必要があります。しかし、授業中など、なかなか希望を伝えにくいこともありますので、別途メール等、
本人が希望を伝えることが出来る機会を設けるなどの対応が求められます。



早稲田大学ダイバーシティ推進室 〒169-8050東京都新宿区戸塚町1-104問い合わせ先

　早稲田大学は創立以来、内外の多様な人々に広く門戸を開いてきました。また創立150周年を

迎える2032年に向けてWaseda Vision 150を策定し、教育・研究の質を飛躍的に向上させ、

「アジアのリーディングユニバーシティ」として世界に貢献する大学であり続けることを目指しています。

　しかし、教育・研究・就労の場におけるダイバーシティ推進という側面からみると、本学には、なお

多くの課題があります。新たなVisionを実現するためには、性別、障がい、性的指向・性自認、国籍、

エスニシティ、信条、年齢などにかかわらず、本学の構成員の誰もが、尊厳と多様な価値観や生き方を

尊重され、各自の個性と能力を十分に発揮できる環境が必要です。

　そのためにも、早稲田大学はここに、多様な知を結集して創造的な教育・研究活動を行い、社会の

発展に資することを大学の使命と考え、ダイバーシティの尊重・推進に努めることを宣言します。

1.　早稲田大学は、ダイバーシティ推進に関する意識を啓発し、本学の意思決定においては、
　　構成員の多様な意見が尊重されるよう努力します。
2.　早稲田大学は、すべての構成員が個性と能力を発揮し、ワークライフバランスを実現できる
　　教育・研究・就労環境を整備します。
3.　早稲田大学は、合理的配慮を必要とする構成員に対する支援体制を整備します。
4.　早稲田大学は、ダイバーシティの視点に立った人的構成と人材育成を推進します。

セクシュアルマイノリティ学生への
配慮・対応ガイド（教職員向け）
2019年4月
早稲田大学ダイバーシティ推進室

ダイバーシティ推進基本方針

早稲田大学はWaseda Vision 150を推進し、真のグローバル化を実現するため、
2017年7月1日に「早稲田大学ダイバーシティ推進宣言」を公表しました。

2017年7月1日　早稲田大学

だれでもトイレ（多目的トイレ）、早稲田大学UD（ユニバーサルデザイン）マップ5
各キャンパスには性別を問わず利用ができる「だれでもトイレ」を設置しております。

保育関連施設やバリアフリー情報とともに「早稲田大学ＵＤ(ユニバーサルデザイ

ン)マップ」に掲載しておりますので、ご活用ください。

ご参考：早稲田大学ＵＤ(ユニバーサルデザイン)マップ
https://www.waseda.jp/inst/diversity/publication/accessibility_map/

TEL FAX Mail

早稲田大学ダイバーシティ推進宣言
一人ひとりの多様性と平等を尊重します。
“Respect each other, respect equality and diversity”

本学では、学生・教職員が相談できる以下のような窓口を設けています。

相談窓口3

開室時間
E-Mail
WEB

月－金 10:00-11:30, 12:30-17:00
gscenter@list.waseda.jp
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/

受付時間
T E L
WEB

月－金 9:00-12:00, 13:00-17:00  土 9:00-13:00
03-3203-4449【予約優先】
http://www.waseda.jp/hoken/

T E L
E-Mail
WEB

03-5286-9824
stop@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/stop/

ＧＳセンター
（10号館2階）

保健センター
学生相談室

（25-2号館6階）
ハラスメント
防止室

（28号館1階）

ジェンダー・セクシュアリ
ティに関すること

学生相談に関するすべて

本学ガイドラインで取り
扱うハラスメントに関す
ること

連絡先等相談内容名称

性別情報の管理4
セクシュアルマイノリティ学生にとって、性別情報は個人の尊厳、価値観、生き方に関わる重要な情報です。本学

では一部の証明書等を除き、出席簿を含め性別情報を表記していません。学生の性別情報を必要に応じて取得

した場合、学生氏名と同様、厳重に管理するようお願いいたします。

※学籍上の性別と氏名

　学籍上の性別は本人の性自認に関わらず戸籍上の性別ですが、氏名については、手続きにより戸籍上の

　氏名とは別の通称名を使用することができます。

！ 2018年に実施したアンケートによれば、教職員の１割以上がセクシュアリティに関する相談を受けた経験があり
ます※。このような相談にはカミングアウトが伴うことが多く、その際に得た情報についても厳重に管理する必要
があります。
※2018「早稲田大学のダイバーシティ推進に関する意識・実態アンケート報告書」より
　（https://www.waseda.jp/inst/diversity/information/survey/）

※当ガイドはセクシュアルマイノリティ学生に対する現状の具体的な配慮・対応の内容についてご紹介しております。
　教職員に関する内容についてはダイバーシティ推進室が窓口となります。上記「問い合わせ先」までご相談ください。

▲「だれでもトイレ」サイン

だれでもトイレ Restroom

　　 03-5286-9871（内線：71-5141） 　　  03-5286-1429 　　　diversity@list.waseda.jp
　　 https://www.waseda.jp/inst/diversity/
　   @waseda_univ_PED  　   https://www.facebook.com/waseda.diversity/
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