
セクシュアルマイノリティとは、
　セクシュアリティ（性のあり方）の場面で少数派の人たちのことをまとめて指す言い方
です。セクシュアルマイノリティの総称としてよく使われる「LGBT ＊ 1」は 5 ～ 8% 程度
いるとされており、これは左利きの人や AB 型の人と同じくらいの割合とされています。

「自分の周りにはセクシュアルマイノリティの人はい
ないよ！」

　よくこう言う人がいますが、13 人～ 20 人に 1 人いると言われているのに、今までで一
度も出会っていないと言えるのでしょうか。小学校から高校生の間に自分がセクシュアル
マイノリティだとカミングアウトしている割合は 3 割ほどで、およそ 7 割の人がカミン
グアウトできていないのが現状です＊２。この背景には無理解・いじめの恐れが挙げられ
ており＊ 2、「いない」のではなく言えないから、「見えない」のです。

＊ 1…L ( レズビアン ), G ( ゲイ ), B ( バイセクシュアル ), T ( トランスジェンダー ) の 4 つの
言葉の頭文字をとった、セクシュアルマイノリティ ( 少数者 ) を表す総称の一つです。レ
ズビアンが女性同性愛者、ゲイが男性同性愛者、バイセクシュアルが両性愛者、トランス
ジェンダーは生まれたときに法律的／社会的に割り当てられた性別とは異なる性別を生き
る人のこと指します。
＊ 2…いのちリスペクト。ホワイトリボンキャンペーン (2014)「LGBT の学校生活に関す
る実態調査 (2013) 結果報告書」より　(http://endomameta.com/schoolreport.pdf)
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" セクシュアルマイノリティ " から知る多様な性
- 誰もが " 多様な性 " の中の 1 人 -

あなたの
セクシュアリティは？
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セクシュアルマイノリティじゃないから関係ない話？01

セクシュアルマイノリティだと何が困るの？02

　従来、法律的・社会的に割り当てられた性別＝自分の性別であり、その性別を生きていくということが自明のように語ら
れてきました。一方で、「セクシュアリティ」は、自分がどのような性別であるか／ないかに気づくことや、どのような性
別に性的指向が向くか／向かないかについて考えるテーマです。「セクシュアリティ」という概念は、すべての人が多様な
性の中で生きていることに気づくために重要な基礎であり、セクシュアルマイノリティでなくとも、他者を尊重する上でと
ても大事なことなのです。

　目に見えにくいセクシュアルマイノリティ。「いない」と思われているからこそ、いろいろな場面で困難に直面します。

　こうして見てみると、社会の中で生きる私たちは、身分証明書に記載されている「割り当てられた性別 (Assigned 
Gender)」と、容姿や服装など目に見える「性表現 (Gender Expression)」にしか気づいていない人の方が多いのかもしれま
せん。セクシュアリティという概念について自分のことを考えてみると、その多様さを身をもって体感できるのではないで
しょうか。

・学校でのいじめ被害のリスク増
・ロールモデルの不在
・相談相手や仲間が見つかりにくい
・異性愛中心主義の会話
・制服による性別分化

・メンタルヘルスの低下
・就職活動への不安
・職場でのいじめ被害のリスク増

・パートナーとの法的保障なし
 ( 病院・住居・社会保険など )

・老後への不安 ( 介護など )

性自認 (性同一性 )
Gender Identity
：こころの性

性的指向
Sexual Orientation
：好きになる性

身体的・生物学的性
Sex Characteristics
: からだの性

性表現
Gender Expression
: 表現する性

シスジェンダー
:割り当てられた性別Ⅰ) と性自認が一致する人
トランスジェンダー
:割り当てられた性別Ⅰ) と性自認が一致しない人

異性愛者：異性に性的 (or 感情的 )に惹かれる
両性愛者：2つ以上の性別に性的 (or 感情的 )

に惹かれる
同性愛者：同性に性的 (or 感情的 )に惹かれる
無性愛者：どんな性別にも惹かれない
全性愛者：すべての性別に (性別に関係なく )

性的 (or 感情的 )に惹かれる
男性
女性
インターセックスⅡ)

男性的 (Masculine)：筋肉、ヒゲ、短髪
女性的 (Feminine)：化粧、スカート、長髪
※その他ジェンダーレスやジェンダーバイナリー等
男女二元論にあてはまらない性表現もあります。
Ⅰ)生物学的な性や社会文化的な性を含む他者から判断された性別のこと
Ⅱ)身体的特徴が定型的ではない形
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ジェンダーやセクシュアリティで困っている人って
セクシュアルマイノリティだけでしょ？03

　セクシュアルマイノリティ当事者を取り巻く社会は、異性愛や性別二元論が前提としてあり、未だに性が多様であるこ
とに関する想定や配慮がされているとは言えない状況です。そして、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るのは、セクシュアルマイノリティ当事者に限った話ではありません。異性愛者であっても

「ホモネタ」などを浴びせられ傷つくことがあるからです。そもそも「同性愛」をからかいの対象とする社会でなければ、
このようなことは起きないはずです。今日からできる配慮を実践してみましょう。

万一、誤って不適切な言動をしてしまった場合、

すぐにその場で謝罪・訂正する必要があります。

悩んだときは、GSセンターに相談しましょう。
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②見た目でジェンダーや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」だと噂され、女性的な振る舞いを期待され
うんざり。

事例

対応例 ①セクシュアルマイノリティのステレオタイプを押しつけない。
その人がセクシュアルマイノリティであるかどうかに関わらず、多様な個人のあり方を尊重する。
②人のセクシュアリティは見た目で判断することができない。また、そのセクシュアリティが真実か
どうかに関わらず、他人のセクシュアリティについて第三者がとやかく言うことは控える。
（次項参照）

④「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

「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てとても不快だった。事例

対応例 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、使わない。

「ホモネタ」で飲み会で笑いがおきても、誰も注意してくれなかった。事例

対応例「おもしろくない」「友達にいるから笑えない」と伝える。

①呼び方の工夫
見た目や名前の印象で「さん」「くん」付けをされ、自分の望むジェンダーとは違うので嫌だった。事例

対応例 見た目で敬称を分けず、共通の敬称、あるいは本人が望むジェンダーの敬称やニックネームで呼ぶ。

③セクシュアルマイノリティがいることを前提に接する
「みんな彼氏 /彼女いるの？」と聞かれて、居心地が悪かった。

全員が異性愛者なわけではなく、同性を好きになる人もいれば恋愛感情を持たない人もいることを
想定した発言をする。

「ここに LGBT とかいないと思うけどさ」という発言があって、「いや、いるけど」と思った。
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、
いる /いないに関わらずその存在を否定する発言は控える。

事例

対応例

事例

対応例
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カミングアウトを受けた時は ...
　カミングアウトは、相手への信頼に基づく行為です。当人の許可なくカミングアウト
された性別情報や性的指向を第三者に暴露することを「アウティング」といい、当人の
尊厳を傷つけたり居場所を奪ってしまうなど危険性の高いプライバシー侵害行為となり
ます。よって友人や知人、教員等に相談する場合でも必ず本人の許可を取るようにしま
しょう。
　もしカミングアウトを受けた際には、「話してくれてありがとう」を伝えると共に、
話してくれた理由や、困っていることがないか、誰に共有しているのか、していないの
か等を尋ねると、お互いに安心できるかもしれません。

悩んだらひとりで悩まず、相談しましょう！
―カミングアウトを受けたが、誰にも伝えてほしくないといわれて困っている……。
―何に配慮して、何を気を付ければいいのか分からなくなり、混乱している……。

　守秘義務がしっかりある相談機関や匿名の電話相談に話すことはアウティングとなり
ません。GS センターでは、個別相談にて守秘義務のある専門職員がお話をお伺いする
ことができます。一人で悩んだときは相談をしてみてください。

GS センターの紹介
GS センターは、ジェンダーやセクシュアリティについて 3 つの機能を果たすセンターです。

早稲田大学GSセンター
開室時間

URL
E-mail
Twitter
FaceBook

月〜金　10:00 〜 17:00
(11:30 〜 12:30 は閉室 )
https://www.waseda.jp/inst/gscenter
gscenter@list.waseda.jp
@gs_waseda
@wasedags

：

：
：
：
：

URL Twitter FaceBook

カミングアウトは双方向！
言う側は最大限のコントロールで投げます。

受け止める側はボールがどこに飛んでくるか見定めて、
しっかり受け止めましょう！

①相談支援センター
　オープンしている時間は、気
軽に誰でも来室することが出来
ます。定期的にテーマトーク会な
どの小規模サロンを開催していま
す。

②リソースセンター
　関東圏のセクシュアルマイノリ
ティのコミュニティやグループ、
イベントのチラシ、相談機関など
のリソースがあります。また書籍
やDVD等も充実しています。

③コミュニティセンター
　ジェンダーやセクシュアリティ
に関する疑問・質問・相談等を、
プライバシーの守られた空間で個
別にお受けすることができます。
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