
　早稲田大学では「ダイバーシティ推進宣言」（2017年度公表）を策定し、「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」づくりに努めています。しかしながら、「ジェンダー」や
「セクシュアリティ」に関する誤解や偏見から悩みを抱える人、異性愛や性別二元論が前提とされる状況に違和感を覚
え、生きづらさを感じる人がいます。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。中でも自認する性別と戸籍上（学籍上）の性別が異なるトランスジェンダーの学生は、授業での男女分
けや施設の利用など、性別で分けられる場面で不便を強いられることが多く、苦痛や困難を感じることがよくあります。
　配慮・対応への基本的な知識や情報を持つこと、学生に寄り添い、一緒に解決していく姿勢を示すことが大切です。
多様な学生が安心して学業・大学生活に専念できるような対応への一助として本ガイドをご活用ください。
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早稲田大学ダイバーシティ推進室発行・問合せ先

TEL 03-5286-9871（内線：71-5142）
diversity@list.waseda.jp
https://www.waseda.jp/inst/diversity/

E-mail

Web

※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）」も合わせて
　ご活用ください。
※当ガイドは、各種支援や配慮体制の拡充に合わせ
　定期的に改訂する予定です。内容に関するご意見等
　は、ダイバーシティ推進室までご連絡ください。

開室時間
E-mail
Web

月－金 9:00～17:00
gscenter@list.waseda.jp
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/

受付時間
T E L
Web

T E L
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Web

03-5286-9824
stop@list.waseda.jp
https://www.waseda.jp/inst/harassment/

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
相談窓口

月－金 9:00-12:00, 13:00-17:00  土 9:00-13:00
03-3203-4449【予約優先】
https://www.waseda.jp/inst/hsc/
https://www.waseda.jp/inst/hsc/information/counseling【学生相談室】

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
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個人のセクシュアリティ（性のあり方）は、4つの要素の組合せによって、かたちづくられていると考えられます。

　● 性自認 （ある人が自身の性別をどのように認識しているか）
　● 性表現 （ある人が社会生活の中で自身の性を表現する、行動、服装、化粧、髪型、言葉遣いなど）
　● 身体的性 （生まれ持った体に関する性の特徴や、第二次性徴によって特徴づけられる生物学的な性）
　● 性的指向 （ある人の恋愛・性愛の感情がどのような対象に向けられるのか）
それぞれの要素自体が多様であり、また、その組合せも多様であるため、セクシュアリティ（性のあり方）は人それぞれ異な
ります。「セクシュアルマイノリティ」だけでなく、全ての人が性のあり方に関する当事者であるという視点から共通理解を
深めることが大事です。

性を構成する要素

学生が直面しがちな困難事例と対応例

用語解説

※各事例はGSセンターに寄せられた相談内容を参考にしています。

※万一、誤って不適切な言動をとってしまった場合は、「すぐに」「その場で」謝罪、訂正してください。【参考文献】  ・ 東京都, 令和元年12月, 「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」
 　　　　　 ・ LGBTとアライのための法律家ネットワーク（LLAN）, 令和元年12月, 「法律家が教える LGBTフレンドリーな職場づくりガイド」

「まさか、ここにはいないと思いますが」と、その場にセクシュアルマイノリティ当事者がい
ないことを前提として話された。
→当事者かどうかは外見で判断されるものではないため、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ようにします。

事例
❶

授業で、「男女が均等になるようにグループを作って」と言われ、どうしたらいいかわから
なかった。
→「いろいろな考え方ができるようなグループを作ってください」などと言い換えることができます。

事例
❷

見た目や振る舞いが中性的であったため、周囲から「オネェ」と言われ、女性的に振る舞
うことを期待され不快だった。
→性に関するステレオタイプを押し付けず、多様な個人のあり方を尊重することについて、学生にもご指導
　ください。

事例
❸

授業で、「そこの、後ろの男性」と性別を決めつけて呼ばれた。
→名前で呼ぶ、そばまで来て「あなた」と言う、服の色や柄を指すなど、性別でない呼び方で対応することが
　できます。また、名前で呼ぶ場合は、共通の敬称（「～さん」が多い）を用いてください。外国語で行われる
　授業における学生の敬称、例えばMr.やMs.､heやsheなどについては、メールや紙面アンケートにて、学生
　が教員にどう呼ばれたいかの希望を伝える機会を設けるなどの対応ができます。

事例
❺

ゼミ合宿で希望も聞かれないまま、男女の部屋割りがなされた。
→配慮を希望する学生もいますので、本人が希望を伝えることができる機会を設けてください。
　申し出があった場合は、どのようなことに問題を感じているのか本人と話し合いながら、具体的な配慮・対
　応の内容を決めることが求められます。カミングアウトしている範囲など当事者が置かれている環境は
　各々異なるため、本人の意思を尊重した個別の対応が必要となります。

事例
❹

「おまえコレか？」と、右手の甲を左頬につけるジェスチャーをされた。／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。
→差別的なニュアンスを持つ言葉やジェスチャーについて理解し、学生に対しては、「ホモ」や「レズ」などと
　いった言葉が侮辱となり得ることを指摘し、使用しないようご指導ください。

事例
❻

その場に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とらない）

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。
学生に呼びかける場合は、共通の（または本人の希望に沿った）敬称を使用する。
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。学生にも使わないよう指導する。
（オカマ・ホモ・レズ・オトコオンナ・アッチ・ソッチ系など）
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LGBTは、Lesbian［レズビアン／女性同性愛者］、Gay［ゲイ／男性同性愛者］、Bisexual［バイセクシュア
ル／両性愛者］、Transgender［トランスジェンダー／身体の性と異なる性別で生きる人、あるいは生きた
いと望む人］の頭文字からなり、セクシュアルマイノリティ（性的少数者）を総称する語として近年広く使わ
れています。Questioning［クエスチョニング／性的指向・性自認が定まってない人］、あるいはQueer［クィ
ア／性的少数者の総称］を加え「LGBTQ」と表記されたり、Asexual［アセクシュアル／性的指向が他者に
向かない（あるいは性行為や性的魅力をそれほど重視しない）人］、Xジェンダー［性自認が男女の2択にと
らわれない人］など、性のあり方は多様であることを示す意味を込めて「LGBT+」「LGBTs」などと表記さ
れることもあります。

LGBT

「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）。
「LGBT」はある人のセクシュアルマイノリティをカテゴリーで区別しようとする概念であるのに対して、
「SOGI」は全ての人の性のあり方を包括的に捉え、どのカテゴリーに属するのかよりも、実際に「何」に関
して困っているのかに着目する概念として捉えることができ、人権課題を解決するための用語として国際
社会で広く用いられています。

SOGI

自らのセクシュアリティを自分の意思で他者に伝えること。（不特定多数の人間に開示することを必
ずしも意味しません）

カミングアウト

カミングアウトをしていない人のセクシュアリティを、本人の意思に反して、もしくは本人の意思を確認せ
ずに他者が暴露すること。例えば、友人からカミングアウトを受けた学生が、本人が指定した範囲を超え
て教員等に伝えることもアウティングとなります。また、教員の学生への呼びかけ等がアウティングを引き
起こす場合もあります。アウティングは、当事者との信頼関係を壊し、心理的安全性を感じる居場所を奪
い取り、最悪のケースでは生命にかかわるような事例につながる重大な人権侵害であることを理解する
必要があります。
※カミングアウトを受けて悩んだ際、守秘義務のある学内外の相談機関に相談することは「アウティング」とはなりません。

アウティング

仲間や味方、支援者、同盟を意味し、セクシュアルマイノリティについて理解し、支援する仲間のことを表
します。アライ（ALLY）

配慮・対応の基本

［ǽlɑi］
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　学生自身、「どのようにしたいか」が不明確な場合も多いので、①まず、学生が「何に困っているか」「どのようにし
ていきたいか」を確認します。②丁寧に対応したいと考えていることを伝え、③この情報をどこまで共有してよいか
承諾をとります。共有範囲については、所属箇所の管理職やGSセンター等を例に挙げ、対応においてわからない点
はGSセンターにご相談ください。性的指向や性自認などセクシュアリティの「ありよう」に対処するのではなく、当事
者が学生生活で困っている「困りごと」への適切な対処・サポートを行うことが大切です。寄り添う気持ち、理解しよ
うとしている姿勢を示してください。
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だれでもトイレ
キャンパスには性別を問わずに利用できる「だれでもトイレ」を設置しています。

早稲田大学UDマップ（ユニバーサルデザインマップ）
https://www.waseda.jp/inst/diversity/support/accessibility-map/

性別情報の管理
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。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。（教員が受ける学生からの相談
にはカミングアウトを伴うことが多いですが、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）
本学では、「出席簿」や「証明書」（一部を除く）において、性別情報は記載していません。また、学生や教職員に対する性別
情報収集を必要最小限に抑えるため、全学的な取り組みを進めています。

https://www.waseda.jp/inst/diversity/support/sexual-minority/

▲「だれでもトイレ」サイン

だれでもトイレ Restroom

学生から相談を受けたら

語学授業の初回に、全ての学生
に対して使ってほしい呼称や人
称代名詞を尋ねるアンケートを
実施してもらえたため、安心して
授業に臨むことができた。

教員にカミングアウトしたとき、しっか
りと個人情報として守ってくれたので
安心できた。

教員が授業の中で、これまで教
えてきた学生の中にセクシュアル
マイノリティの学生がいてサポー
トしてきたことを伝えてくれたの
で、カミングアウトしやすかった。

ジェンダーやセクシュアルマイノ
リティの問題を扱う授業ではな
かったが、教員が適切な知識を
もっていることが話から伝わり嬉
しかった。

トランスジェンダーの学生として
ゼミ合宿への参加に不安があっ
たが、部屋割りや入浴について
教員に相談したところ、職員とも
連携してもらえ、安心して合宿に
臨むことができた。

ゼミの飲み会で、学生同士が「ホ
モネタ」で盛り上がっていたこと
に気づいた教員が注意をしてく
れたおかげで、飲み会に楽しく参
加できた。

GSセンターができたことで、ジェ
ンダーやセクシュアリティに関す
る学問的な話や、経験について
見聞きすることが増え、大学を自
分の居場所として感じられるよう
になった。

周囲の理解に支えられました

当事者学生の声

トランスジェンダーであることで教育
実習の際の性で悩んでいたが、教員
や職員のサポートにより、普段生活し
ている性で実習に臨むことができた。

キャリア相談の際、担当の方がアラ
イ（ALLY）であることを伝えてくれ
たので、安心して相談できた。




