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はじめに 

GS センター課長 久保山 尚英 

 

2017年4月、早稲田大学GSセンター(Gender and Sexuality Center)は、学生支援に主眼を

おいた多様性を推進する機関として、他大学に先駆けて設置されました。本センターは学生からの提案を

契機に設置されました。他大学に前例がない機関でもあるため、本センター開室からこれまでの2年間、

準備段階ではとても想定できなかったことが数多くありました。その中でも大きな嬉しい誤算であったのは、

想定を遥かに超えた利用学生が当センターに来室してくれていること、また、利用学生が右肩上がりに増

えていることです。セクシュアルマイノリティの当事者学生のみならず、ALLY（支援者）となりたい学生、イ

ベントや図書資料等を通して知識を得ようとする学生等様々な目的で多くの学生が来室し、日々、賑わ

いのある、とても活気に溢れたコミュニティを形成することができました。この2年間、着実に活動を行う中で、

本センターの存在は学内の学生・教職員に広く浸透してきていることを実感しています。 

この1年間も国内外の多くの大学・専門機関から本センターについてお問い合わせをいただいています。

設置後2年目として、利用者の大幅な増加を達成することができた2018年度の活動をまとめることにより、

あらためて、本センターの活動を振り返りつつ、多くの教育機関、企業、公共団体等の皆様方にご覧いた

だき、それぞれの活動において、多様性を支援するための一助になればと思います。特に国内他大学にお

きまして、当センターと同様の組織が立ち上がるきっかけになれば、この上ない喜びです。 

 同時に2年間の運営において、本学が抱える様々な課題も顕在化しています。誰もが“多様な性”の中

の一人として、快適に学生生活が過ごせるよう、本学が対処すべき問題はまだたくさんあります。本センタ

ーは今後も一歩一歩、それら課題を克服し、学生の多様性を支援するためのあるべき姿を追い続け、多

くの学生に愛されるセンターを目指してまいります。 

  



- 3 - 

 

１ GS センターについて 

（１）設立の経緯 

早稲田大学は、2032年に創立150周年を迎えるにあたり、「WASEDA VISION 150」という大学

の中長期計画を 2012 年に発表した。その核心戦略のひとつに、「大学の教育・研究への積極的な学

生参画の推進」を掲げ、学生参画を促進していく中で、学生が大学に対して、公的に提案を行うべく、

「Waseda Vision 150 Student Competition」が毎年開催されることとなった。そこで、『日本初！

LGBT 学生センターを早稲田に！』と題した企画（チーム名：ダイバーシティ早稲田）が 2015 年 3 月

の「Waseda Vision 150 Student Competition」にて総長賞を受賞した。これをきっかけに、学内

各箇所及び LGBT サークル等が連携し、検討を重ねた結果、2017 年 4 月に早稲田大学学生部に

GS センターが設立された。このように GS センターは大学主導で組織されたのではなく、学生の提案により、

新しく組織されたことが大きな特徴である。 

 

（２）組織体制 

GS センターは、早稲田大学学生部の外局である「スチューデントダイバーシティセンター」内のひとつの担

当箇所として設置された。学生部ではすでに、ICC（異文化交流センター）と障がい学生支援室が設置

されており、学生部内のひとつの担当箇所として活動していた。しかし、GS センターの設置に伴い、学生の

「多様性」を尊重し、学生生活を支援すべく、これらの箇所を統合し、「ダイバーシティ」をキーワードに新た

な組織として「スチューデントダイバーシティセンター」が設置された。 

 

 

図 1 スチュ－デントダイバーシティセンターの組織図 

 

（３）設置理念 

■ スチューデントダイバーシティセンターの共通理念 

早稲田大学は、性別、障がいの有無、性的指向・性自認、国籍、エスニシティなどに関わらず、大学

内に多様な個性が共存し、それぞれの目線で学習、教育・研究・就労に関わることにより、大学の更なる

進化につながる新たな発想が生まれるようなアカデミック・コミュニティの形成を目指している。そのために、ス

チューデントダイバーシティセンターでは、次の２つの理念に沿って具体的取り組みを推進していく。 

 ・大学生活全般において不利益を被りうる多様なマイノリティ学生が安心して学業に専念できる学生生

活環境の確保 

 ・大学に集う全構成員が多様な価値観や生き方を受容するキャンパスづくりの推進 
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■ GS センターのミッション 

GS センターは、セクシュアルマイノリティ学生およびその支援者のホームグラウンドであるとともに、ジェンダ

ー・セクシュアリティに関心のある全ての人々が自由に利用できるフリースペースとなっている。この点を踏まえ、

以下の３つの機能を軸とした運用を行う。 

 

1. 安心・安全に相談ができるクローズドな相談支援センター 

2. 知識にアクセスできるオープンなリソースセンター 

3. イベント等を実施するセミオープンなコミュニティセンター 

 

（４）勤務体制・サポート内容 

■ GS センターの勤務体制 

  専任職員４名（内 1 名管理職）は常駐でない勤務、ジェンダー・セクシュアリティに関する知識のあ

る専門職員３名は交替による常駐勤務、学生スタッフ６名は交替による常駐業務を行っている。通常、

午前中は専門職員 1 名及び専任職員 1 名による 2 名常駐、午後は専門職員 1 名及び学生スタッフ

1 名による 2 名常駐で勤務している。 

 

■ GS センターのサポート内容 

 職員の守秘義務のもと、相談者のプライバシーが守られた空間で以下のサポートを行う。また、個々人のニ

ーズに応じて、学内・学外の適切な機関をご紹介し、可能な範囲で連携しサポートする。 

 

・ジェンダー・セクシュアリティに関する疑問や質問に、可能な限り回答する。 

・学生生活で感じたちょっとした違和感や心配事、不自由などについて可能な範囲で聞く。 

 

【相談の例】 

・女性らしさ、男性らしさ、○○らしさについて違和感がある 

・セクシュアルマイノリティに関心があり、何か自分にできることをしたい 

・ジェンダーやセクシュアリティ関連のレポートがあり、コメントが欲しい 

・友人関係のことで悩みがある                          など 
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２ 年間の活動 

（１）イベント 

2018年度は「まずはGSセンターに来るきっかけや理由となるように、GSセンター内のイベントを充実さ

せよう」という方針の下、大規模イベントよりも小規模イベントに力を入れて活動を行った。 

 

①大規模イベント 

表 1 GS センターコラボレーションイベント（大規模イベント）の内容と参加者数 

開催日 イベントタイトル 参加者 
5/7 GS センター×石川大我氏 LGBTs 春の報告発表会 in WASEDA 

【主催】GS センター 
https://www.waseda.jp/top/news/59090 

45 名 

5/26 早稲田 SDC ヒューマンライブラリー ～話して発見、広げて価値観～ 
【主催】早稲田大学スチューデントダイバーシティセンター 

（GS センター、障がい学生支援室、ICC（異文化交流センター）） 
【協力】日本ヒューマンライブラリー学会、早稲田大学ダイバーシティ推進室 
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2018/08/02/8727/ 

463 名 
(延べ) 

7/2-7 WASEDA LGBT ALLY WEEK 
【共催】 イベント企画サークル qoon、GS センター、ICC 
【協力】 早稲田大学広告研究会 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2018/08/28/1427/ 

300 名 

7/5 ICC トーク・セッション 「LA 在住メイクアップアーティスト×僧侶×LGBTQ～
ダイバーシティ溢れる生き方～」 
【主催】ICC 
【共催】GS センター 
【協賛】MAKE UP FOR EVER 
http://blog.waseda-icc.jp/?p=4008 

203 名 

7/13 公開講座「学校・教育現場と LGBT について考えよう －全ての子どもがあり
のままで大人になれる社会へ－」 
【主催】ダイバーシティ推進室、グローバルエデュケーションセンター 
【共催】GS センター 
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2018/07/30/4479/ 

117 名 

11/10 講演＆トークセッション 『あなたの「好き」と、私の「好き」、どう違う？ ―アセ
クシュアルの視点から考える人間関係―』 
【共催】アセクシュアル啓発委員会、GS センター 
【協力】特定非営利活動法人にじいろ学校 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2018/11/28/1829/ 

325 名 

12/21 トークセッション 『「女性らしさ」を超える ～本当の自分に出会うために～』 
【主催】GS センター 
【共催】ICC 
【特別協賛】資生堂 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/02/05/2064/ 

104 名 

合計動員数 1,557名 

※URL：それぞれのイベントに関する活動報告を行ったウェブページ。 

 

コラボレーションイベントでは、昨年度に引き続き学内でダイバーシティを掲げる部署と一緒にイベントを

行ってきた。特に、スチューデントダイバーシティセンターが発足して初となる主催イベントである「早稲田

SDC ヒューマンライブラリー ～話して発見、広げて価値観～」は、学内外でも注目される大規模なイベン

トであった。ヒューマンライブラリーは、社会のなかで誤解や偏見を受けやすい人々が「本」になり一般「読

https://www.waseda.jp/top/news/59090
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2018/08/02/8727/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2018/08/28/1427/
http://blog.waseda-icc.jp/?p=4008
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2018/07/30/4479/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2018/11/28/1829/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/02/05/2064/
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者」と対話をするもので、今回の実施にあたっては、3 オフィスが日常的に業務として取り組むテーマ「障が

い」「セクシュアルマイノリティ」「異文化」をキーワードに「本」を集めることでオリジナリティを出すべく工夫した。

各オフィスの専門性を生かしたネットワークにより、充実した「本」のラインナップを揃えた「図書館」は学内

教員からも好評で、充実したイベントとなった。 

また、昨年度に引き続き、サークルや学外の団体との共催イベントも実施した。セクシュアルマイノリティ

に関心がない人も、関心がある人も、より楽しんでもらえるようなイベントにするべく、セクシュアルマイノリティ

と身近なテーマを組み合わせた内容にすることによって多くの集客を狙った。例えば、7 月は「”ホモネタ”×

お笑い（WASEDA LGBT ALLY WEEK）」、11 月は「アセクシュアル×恋愛」、12 月は「トランスジェ

ンダー×メイク」という題でイベントを実施し、セクシュアルマイノリティという視点を切り口に、参加者自身が

深く考えさせられるようなイベントを実施することができた。 

 

②小規模イベント 

 2018 年度は、「GS センターのイベントを来室のきっかけにする」という目標をスタッフで設定し、昨年度

よりも多くの GS センター内のイベントを実施した。前期は毎週 1～2 回専門職員を中心にイベントを実

施し、後期は週 1 回のペースで学生スタッフを中心にイベントを実施した。時間帯や曜日を不定期にし、

授業で重なってイベントに参加できない学生が出ないように工夫をした結果、昨年よりも約 1.5 倍の参

加者を得ることができ、どれも有意義なイベントにすることができた。 

■ テーマトーク会 

 テーマトーク会では、設定したテーマについて参加者がグラウンドルールに従いながらそれぞれの意見を交

わした。今年度は、季節的なイベントに関するテーマだけでなく、メディアで扱われた”LGBT”に関するトピ

ックについてもテーマとして扱った。内容的にセンシティブな体験談を話す参加者もいたが、そのような「メデ

ィアの報道に傷ついた」という体験も含めて参加者がグラウンドルールによって守られながらそれぞれの体験

を話す中で、お互いに寄り添いながら実りのあるテーマトークをすることができた。また、2018 年度は留学

生の来室者が多いこともあり、「英語のみ」のテーマトーク会や、「宗教とジェンダー・セクシュアリティ」など、

文化や言語を超えた参加者同士の交流を行うことができた。 

■「あだ会」ジェンダー・セクシュアリティについてあーだこーだ言う会 

「あだ会」では、雑誌や本の異性愛主義や男女二元論に対して突っ込みを入れていった。学校で使用

している教科書や、性的指向に関する世界地図を用いて議論がなされ、１つの題材について参加者そ

れぞれの視点で意見を交えた。 

■ 出張オフィスアワー 

学内の教職員にあるテーマに関して話をしていただくイベントで、今年度は豊田真穂教授（早稲田大

学文学学術院）にご協力いただき、アメリカや日本で起こってきたフェミニズム運動を中心にお話をしてい

ただいた。先生が研究されてきた学問的知識だけでなく、個人としての体験も踏まえたお話は参加者をエ

ンパワメントし、教室では遠く感じる先生を身近に感じることができる満足度の高いイベントとなった。 

■ LGBTs 就活・就労交流会 

早稲田の当事者の先輩に就活に関する話をしていただき、参加者と交流するイベントで、就職活動を

控える大学生にとってニーズのあるイベントであった。今年度もセクシュアルマイノリティ当事者の社会人の

方から、実際に経験した就活・就労の話を伺うことができ、多様な就活・就労の形を知ることができた。ま
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た、本学のキャリアセンターの職員も参加し、一般的な就職活動の流れや就職活動をしている学生の声

などもリアルに聞くことができ、就職活動や就労に不安を感じる学生の思いを和らげることができた。 

 

表 2 GS センター内小規模イベントの内容と参加者数 

No 日付 イベントタイトル 参加者 

1 4/6 あだ会「いろいろな題材についてジェンダー・セクシュアリティ視点で話そう」 4 名 

2 4/10 テーマトーク会「新年度」 7 名 

3 4/16 あだ会「セクシュアルハラスメント」 4 名 

4 4/18 テーマトーク会「新歓期の『自己紹介』キツくないっすか？」 5 名 

5 4/24 あだ会「教科書とセクシュアルマイノリティ」 2 名 

6 4/26 テーマトーク会「春からやってみたいことを見つけよう！」 10 名 

7 5/8 あだ会「Tokyo Rainbow Pride について」 3 名 

8 5/10 テーマトーク会「GW、Tokyo Rainbow Pride について」 6 名 

9 5/16 あだ会「フリートーク」 2 名 

10 5/18 テーマトーク会「ジェンダー・セクシュアリティに関する日本文化の良い面・悪い
面」（英語のみで開催） 

5 名 

11 5/24 あだ会「教育と LGBT」 4 名 

12 5/28 テーマトーク会「カミングアウト」 6 名 

13 6/1 あだ会「カミングアウト」 7 名 

14 6/5 あだ会「LGBT 就活について」「誰でもトイレについて」 5 名 

15 6/6 出張オフィスアワー「先生！“フェミ”って怖い人なんですか？」（文学学術院
豊田 真穂 教授） 

12 名 

17 6/19 あだ会「『好き』の違い」「メンヘラ」 4 名 

18 6/21 あだ会「同性婚」 4 名 

19 6/27 テーマトーク会「各国のセクシュアルマイノリティ事情」 4 名 

20 6/29 あだ会「性別に基づくステレオタイプと男性／女性限定サービス」 5 名 

21 7/5 あだ会「パートナーシップ制度」 4 名 

22 7/9 テーマトーク会「同性愛・性別違和に対する死刑や刑罰」 2 名 

23 7/17 テーマトーク会「世界の法制度や事件、歴史」 4 名 

24 7/25 テーマトーク会「国会議員の LGBT に関する発言について」 6 名 

25 7/31 あだ会「ポリコレ」「ポリアモリー」 7 名 

26 10/5 あだ会「正直、新潮 45 読んだ？」 5 名 

27 10/11 テーマトーク会「カミングアウトデー」 3 名 

28 10/15 テーマトーク会「堕胎罪って、知ってますか」 4 名 

29 10/23 テーマトーク会「HIV/AIDS」 6 名 

30 10/31 ハロウィンパーティ「ドラァグクイーンって何？」 8 名 

31 11/8 出張テーマトーク会＠所沢キャンパス 「アセクシュアル」 4 名 

32 11/9 ワークショップ「性的同意（Sexual Consent）について学ぼう！」 22 名 

33 11/14 出張テーマトーク会＠西早稲田キャンパス 「なぜ理工キャンパスに”女子”
が少ないか」 

3 名 

34 11/20 LGBTs 就活・就労交流会 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2018/12/17/1955/ 

14 名 

35 12/14 ワークショップ「性的同意（Sexual Consent）について学ぼう！第二弾」 10 名 

36 12/17 テーマトーク会「宗教とジェンダー・セクシュアリティ」 6 名 

37 1/18 テーマトーク会「クィアスタディーズ勉強会」 6 名 

合計参加者数 213名 

※URL：それぞれのイベントに関する活動報告を行ったウェブページ。 

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2018/12/17/1955/
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③イベント参加者の声（原文より一部抜粋して記載） 

■ 早稲田 SDC ヒューマンライブラリー ～話して発見、広げて価値観～（2018/5/26） 

  

・様々なマイノリティーの方のお話を聞くことができ、自分自身が抱えていた悩みなどもすこし軽くなったり、

いろんな生き方があるということを認められることにすごくいいなと思いました。 

・それぞれの方のそれぞれの話を聞いて、くっきり分けてしまう今の社会のあり方をとらえなおすことが必要な

のではないかと思った。たくさんの話を聞いて個人的にはいい経験になりました。 

・対話形式というのがとてもよかった。知識としてではなく、「本」の方の思い、生き方を知ることができ、自

分の偏見にも気づくことができた。自分の発言も含め、「知らない人」「わからない人」の心ない言動にふ

れる可能性があるにも関わらず、こうした場で自分の生き方を話すことはとても勇気がいることだと思う。

自分にはかなわない強さを感じた。 

 

■ WASEDA LGBT ALLY WEEK（2018/7/2-7） 
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※トークショー「私たちのホモネタ論～ゲイ×レズビアン×社会学者で考える～」より 

・ホモ、ゲイ、レズなどで笑いは取れることがあるが、必ず炎上している印象はあった。そこで、開き直らずに「誰

を傷つけているのか」「それを自覚してもやりたい笑いか」というのを自覚する必要があるという考えはとても新

鮮だった。また、「ホモは気持ち悪い」などの根強い固定観念から動き出しているのがそもそもよくないというの

が改めて認識できた。飲み会などのフランクな場、親しい仲でこそしっかり教える必要があると思った。  

・表現の自由=批判されない自由ではなく、責任も伴う表現であるということ。ホモソーシャルが根底にあ

るからホモの方がレズよりもからかわれる。 

・笑っていいのか、いけないのかということで悩むことが多かったのですが、笑ってしまうことは事実として受け

止め内省していこうと思いました。 

・ホモネタをする人に対してどう対処するかと考えたとき、僕自身は社会の構造を変える必要があるなと思

いましたし、その中に人はあるという意見にすごく共感しました。全員が「聖人」になるということを前提でこ

の話題を考えないようにしようと思います。 

 

■ 講演＆トークセッション 『あなたの「好き」と、私の「好き」、どう違う？ ―アセクシュアルの視点から考

える人間関係―』（2018/11/10） 

 

・なんとなく、性自認や恋愛感情についていろんな形があるということは知っていたが、これほど詳しく調べた

り考えたりしたことはなかったため、知れてよかった。 

・自身の自認について悩んでいる中、とにかく知識がほしかった身としてとても勉強になるイベントでした。ひ

とりひとりのお話を聴かせて頂く中で、その多種多様さにどこか安心感を覚える自分がいました。既存の

前提と同じであろうと頑張らなくてもいいと、それを改めて実感することができました。 

・今回の皆さんのお話を聴いて自分のセクシュアルオリエンテーションとかロマンティックオリエンテーションがわ

からなくなって、改めて「好き」について向き合い考えてみようと思いました。 

・アセクシュアルという言葉やそれに派生するカテゴリーを目にした時に少し救われた気持ちになりました。お

話を聞いて「考えが変わった」という声はよくありますが、私は改めて考えた、気づかされたといった表現が

率直な感想です。これからももっと理解を深められたらと思っています。 
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■ トークセッション 『「女性らしさ」を超える ～本当の自分に出会うために～』（2018/12/21） 

 

・メイクには一様の決まりやルールなどがあると思っていたが、自分らしく、を最大限に引き出すツールだと認

識できた。 

・メイクがなりたい自分になるための表現手段であることは、理屈としては理解しているつもりでしたが、この

セッションを通して体感として理解できました。わたしも積極的にメイクしたいです。 

・自分の外見のネガティブな部分を考え直す事ができ、同じトランスジェンダーの方と境遇を共感することが

できたから。 

・ストレートですが、メイクに対してどう関わっていいのかわかりませんでした。それが少し自分のなかで理解

できたような気がしました。 

 

（２）学内研修 

2017 年度の連携および学内への広報活動を通じ、徐々に学内からの研修依頼が増えてきたことを

受け、2018 年度より学内に対する研修を行ってきた。研修内容はセクシュアルマイノリティを含む多様

な性に関する基礎知識だけでなく、実際に学生から受けそうな相談事例を基に、それぞれの部署のニー

ズに応じた研修を実施した。どの部署も課題意識は持っていたものの、どのように対応するかどうかについ

て悩んでいたことから、研修を通じて改めて知識を得ることができたとともに、抱え込まずお互いに連携を

しながら支援していくというスタンスを確認し合うことができた。 

 

表 3 研修先と内容 

日付 研修先 内容 

6/11 学生相談室 GS センターの活動報告と、セクシュアルマイノリティを含む多様性な性に

関する基礎知識と事例検討 

8/23 SDC ジェンダー・セクシュアリティに関する基礎知識及び GS センターの活動報告 

9/12 学籍ワーキング

グループ 

セクシュアルマイノリティに関する基礎知識と、トランスジェンダー学生の理

解と支援の在り方（困り事と対応について） 

2/25 キャリアセンター セクシュアルマイノリティ学生へのキャリア支援の在り方と事例検討 
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３ 学外活動について 

（１）研修会・講演会への登壇 

 昨年度では特に報告をしていなかったが、昨年度に引き続き、学外での登壇依頼が複数あった。各講

演会の内容については、以下の通りである。下記の登壇やシンポジウムにおける意見交換を通じて、他

大学との情報や課題を共有することができ、改めてGS センターにおける活動に活かす知恵を得ることがで

きたとともに、GS センターのような大学における学生支援を目的とした部署の意義について多くの方に知っ

ていただく機会となった。 

 

■ 日本 IBM「PRIDE MONTH LGBT+ セミナー」（2018/6/15） 

 早稲田大学のダイバーシティ推進に関する取り組みについて紹介するとともに、学生支援を行うGSセン

ターの取り組みについて報告を行った。 

■ 大阪教育大学「大阪教育大学 保育サポーター養成研修講演会」（2018/6/25） 

 セクシュアルマイノリティや性の多様性に関する基礎知識と、セクシュアルマイノリティを取り巻く現状や困

難についてレクチャーを行った。日本や世界のセクシュアルマイノリティの現状を伝えた後、早稲田大学のダ

イバーシティ推進に関する取り組みについて紹介するとともに、学生支援を行う GS センターの取り組みに

ついて大賀より報告を行った。 

（参考 URL：https://diversity-oows.jp/2018/06/08/event-daikyo_20180625/） 

■ 大阪大学「ダイバーシティセミナー」（2018/7/9） 

 早稲田大学のダイバーシティ推進に関する取り組みについて紹介するとともに、学生支援を行うGSセン

ターの取り組みについて報告を行った。 

■ IDE 大学セミナー「ダイバーシティが切り拓く大学教育」（2018/8/24） 

  早稲田大学のダイバーシティ推進に関する取り組みについて紹介するとともに、学生支援を行うGS セ

ンターの取り組みについて報告を行った。 

■ 日本産業カウンセリング学会「性的指向・性自認が非典型学生のキャリア形成支援」(2018/9/1) 

  早稲田大学のダイバーシティ推進に関する取り組みについて紹介するとともに、学生支援を行うGS セ

ンターの取り組みについて報告を行った。 

■ 筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター企画シンポジウム「いま大学で対応する

SOGI(性指向・性自認)／LGBT+」(2018/10/26) 

  早稲田大学のダイバーシティ推進に関する取り組みについて紹介するとともに、学生支援を行うGS セ

ンターの取り組みについて報告を行った。パネルディスカションでは、他大学の教職員とともに意見交換を

行った。 

■ 九州大学地球社会統合科学府第 6 回フューチャーアジア創生フォーラム 「大学における LGBTQ+

支援～キャンパスの未来を描く」（2019/2/23） 

  早稲田大学のダイバーシティ推進に関する取り組みについて紹介するとともに、学生支援を行うGS セ

ンターの取り組みについて報告を行った。パネルディスカションでは、他大学の教職員とともに意見交換を

行った。 

（参考 URL：https://www.facebook.com/events/745049649213917/） 

 

https://diversity-oows.jp/2018/06/08/event-daikyo_20180625/
https://www.facebook.com/events/745049649213917/
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（２）イベントへの参加 

①Tokyo Rainbow Pride 2018 （2018/5/5-6 於 代々木公園） 

 

 

性の多様性を啓発し、LGBTsをはじめとする性の多様性を祝う「東京レインボープライド2018」に、昨年

に引き続き参加した。出展ブースでは、GS センターの取り組みの紹介やイベントの告知だけでなく、早稲

田大学の卒業生からなる LGBT 稲門会によるチャリティ T シャツの販売やボディペイント、記念写真の撮

影などを行った。また、一部の時間帯ではレインボーカラーに身を包んだ早稲田ベアも登場し、ブースに来

てくださった方たちと写真撮影や握手を行うイベントも実施され、早稲田大学の多様性に対する試みを幅

広い世代に周知することができた。 

（活動報告：https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2018/05/21/1304/） 

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2018/05/21/1304/
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②新宿区「若者のつどい 2018」（2018/11/17 於 新宿文化センター） 

 ひとくくりにはできない多様性のある新宿の魅力を共有・発信する目的で開催された「若者のつどい

2018」にブース出展した。「ジェンダー・セクシュアリティについて気軽に聞いてみよう」というテーマの下、大

学で配布しているチラシやパンフレットを配布したり、来訪した方に GS センターの取り組みについて説明し

た。セクシュアルマイノリティについて関心がある方や、語学学校に通う留学生、新宿区の議員や地域の

方など様々な方に来訪していただき、交流を通じて早稲田大学のスチューデントダイバーシティセンターとし

ての取り組みに興味を持ってもらえただけでなく、ジェンダー・セクシュアリティに関する理解も深めてもらえる

ような機会となった。 

 

③GID（性同一性障害）学会（2019/3/23-24 於 岡山県医師会館） 

 GID（性同一性障害）に関する研究を推進し、知識の交流を通して該当領域の進歩発展に寄与

することを目的とした GID 学会およびエキスパート研修会に参加した。研修では、性別違和に関する歴

史的背景だけでなく、医療・法律・教育・家族など様々な角度から研修を受け、学会では最新の知見を

知ることができた。また、本学 GS センターに関する報告も行い、特に教育実習に関する質問や、学内者

との連携方法に関する質問を受けた。学会への参加を通じて活動家、医療者、研究者など様々な立場

の方の発表や交流を通じて、自身のアウトリーチの姿勢や行動、言語化、他者に共感を呼び起こすよう

な伝え方を再発見することができ、引き続き今後の GS センターの活動に活かしていきたいと感じた。 
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４ 年間利用者数および利用目的 

 昨年度に引き続き、GS センターに来室した際に記入させる「受付票」を基に、利用者数や所属、利用

目的を集計した（期間：2018/4/1～2019/3/31）。なお、新年度になったので、昨年度から利用

している学生に対しても、再度「新規」として記入していただいた。 

 

 

図 2 利用者票 

 

（１）利用者数  

 

図 3 2018 年度利用者数の推移 
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GS センターの利用者数は、延べ人数で 1,379 名、実人数は 349 名であった（図 3 参照）。センタ

ー開室2年目にも関わらず、実人数も延べ人数も昨年度よりも多く、実人数は約1.2倍、延べ人数は約

1.4 倍以上もの利用があった。月平均は、長期休みである 8,9,2,3 月を除くと約 150 名、1 日にすると

約 7 名前後もの来室があった。 

利用者が昨年に比べて伸びた背景として、広報の工夫やイベント数の増加、入学資料へのスチューデン

トダイバーシティセンターの資料の同封などが影響していたことが考えられる。まず、広報の工夫では、ジェン

ダーやセクシュアリティに関する授業を実施している教員の協力の下、授業内広報を積極的に行ったり、

SNS を活用した広報を心掛けた。また、イベントを通じた GS センターの認知度や利用意欲を高めるべく、

大規模イベントや小規模イベントを積極的に行うことにより、ジェンダーやセクシュアリティに関心のある学生

を GS センターの利用に繋げることができた。特に GS センター内のイベントは学生スタッフの目線で企画をし、

参加者のニーズに合った内容や、どの理解度レベルの学生でも参加できるように工夫したことから、利用者

の増加に繋がったと考えられる。さらに、入学資料にスチューデントダイバーシティセンターの資料を同封し

GS センターの存在を知ることで、利用意欲のきっかけにしたり、困ったときに利用できるリソースとして学生の

記憶に残っていたことも、利用者が増えたきっかけになったと思われる。 

これらのことから、利用者数は昨年度よりも伸びたことにより、少しずつ GS センターの認知度の高さや、

居場所としての機能を果たしていることが分かった。 

 

■ 利用者の所属内訳 

「利用者票」に明記してある所属の内訳は表 4 のようになった。昨年と同様、このデータは 2 回以上来

室している利用者もその都度 1 名としてカウントしているため、必ずしも所属と関心の高さの関連性を意

味づけることはできないものの、昨年度に比べて所沢キャンパスを利用している学生や、大学院生の利用

が増加した。今後は、特に理工キャンパスの学生も巻き込んでいけるよう工夫していきたい。 

 

表 4 利用者票による来室者の所属内訳（延べ人数） 

所属 人数 
 

所属 人数 

政治経済学部 177 
 

創造理工学研究科 73 

法学部 77 
 

先進理工学研究科 3 

文化構想学部 85 
 

環境・エネルギー研究科 0 

文学部 76 
 

情報生産システム研究科 0 

教育学部 243 
 

社会科学研究科 6 

商学部 79 
 

人間科学研究科 2 

基幹理工学部 1 
 

スポーツ科学研究科 0 

創造理工学部 2 
 

国際コミュニケーション研究科 6 

先進理工学部 19 
 

アジア太平洋研究科 13 

社会科学部 57 
 

日本語教育研究科 5 

人間科学部 40 
 

商学研究科ビジネス専攻 5 

スポーツ科学部 12 
 

政治学研究科公共経営専攻 0 
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表 4 利用者票による来室者の所属内訳（延べ人数）（続き） 

所属 人数 
 

所属 人数 

国際教養学部 89 
 

法務研究科（法科大学院） 0 

政治学研究科 9 
 

ファイナンス研究科 0 

経済学研究科 1 
 

会計研究科（会計大学院） 0 

法学研究科 2 
 

教職研究科（教職大学院） 0 

文学研究科 25 
 

経営管理研究科（ビジネススクール） 0 

教育学研究科 10 
 

学外・一般 34 

商学研究科 0 
 

教職員 193 

基幹理工学研究科 2 
 

不明 33 

合計 1,379 

 

（２）利用目的 

GS センターの利用目的は「GS センターの見学・イベントなどの情報収集」が多く、次いで「コミュニティス

ペース利用」「書籍利用」「学生スタッフと話したい」が多かった。コミュニティスペースの利用や学生スタッフと

話したいというニーズは、ジェンダーやセクシュアリティに関する話をしたいという学生のニーズの現れであり、

改めて GS センターがコミュニティスペースとしての機能を求められていることが分かった。また、書籍利用者

数は年間 226 名で、410 冊もの貸し出しがあったことからも、リソースセンターとしての機能を果たしていた。

「その他」の利用では、GS センター内の「イベント参加」や、「チラシをもらいに来た」、「取材」、「食事」など

様々で、GS センターが居心地の良い場所としても機能していることが分かった。 

 

表 5 利用目的 

利用目的（複数回答可） 件数 割合 

GS センターの見学・イベントなどの情報収集 379 24% 

書籍利用 297 19% 

職員への相談 121 8% 

学生スタッフと話したい 273 17% 

コミュニティスペース利用 298 19% 

その他 221 14% 

合計 1,589  
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５ 取材件数および取材内容 

 GS センターが開設されて 2 年目の 2018 年度の取材は、以下のようになった（学内：17 件、学外

77 件）。 

 

表 6 取材者所属                   表 7 取材目的 

取材者所属 件数 割合  取材目的 件数 割合 

高校生以下 0 0%  取り組み取材・見学 38 32% 

大学生・院生 23 24%  職員へのインタビュー 18 15% 

教職員(個人) 14 15%  イベントへの取材 4 3% 

大学(部署含む) 24 26%  共催依頼 6 5% 

メディア 15 16%  講演・研修依頼 17 14% 

公的団体 13 14%  広報・協力依頼 11 9% 

一般 5 5%  リソース提供依頼 19 16% 

その他 0 0%  その他 5 4% 

合計 94   合計 118  

 

今年度もGS センターに関する取り組みや見学を目的とした取材があり、主に大学院生や教職員を中心

とした他大学からの問い合わせや、メディアからの依頼が多く見られた。特に大学院生からは、論文のイン

タビュー対象となっていたケースが多く、セクシュアルマイノリティ学生の支援という観点からの質問が多く見

られた。また、これに関連する形で多かった取材目的が「職員へのインタビュー」と「リソース提供依頼」であ

った。この内容として、他大学からのケースの相談や、保健機関や電話相談などのリソース情報提供依頼、

支援者として働く者へのインタビューなど様々であり、GS センターの活動が可視化されるようになったことで

より具体的な問い合わせが増えたように感じた。 

 また、「共催依頼」や「講演・研修依頼」も、昨年度よりも増え、他大学でのシンポジウムへの登壇やイ

ベントの共催が多く実現された１年であった。学内での研修も増え、少しずつ学内外に対して啓発を通じ

て影響を与えられるようになったと考えられる。 

 

■ 取材記事 

・日テレ NEWS24『男女「どちらでもない」Ｘジェンダーとは？』（2018/5/15） 

（URL：http://www.news24.jp/articles/2018/05/15/07393120.html） 

・産経ニュース『ＬＧＢＴや障害ある人らが「本」になり読者と対話 ヒューマンライブラリー』（2018/6/13） 

（URL：https://www.sankei.com/life/news/180613/lif1806130018-n1.html） 

・早稲田ウィークリー『マイノリティが導く社会のイノベーション 早稲田から始まる“前提を変える勇気”』

（2018/7/9） 

（URL：https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2018/07/09/48522/） 

・LGBT を「理解したつもり」で終わってほしくない 「WASEDA LGBT ALLY WEEK」インタビュー①

（2018/7/17） 

（URL：https://qoonwasedanew.wixsite.com/wasedalgbtallyweek/blog/lgbt%E3%

http://www.news24.jp/articles/2018/05/15/07393120.html
https://www.sankei.com/life/news/180613/lif1806130018-n1.html
https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2018/07/09/48522/
https://qoonwasedanew.wixsite.com/wasedalgbtallyweek/blog/lgbt%E3%82%92-%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A-%E3%81%A7%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84-waseda-lgbt-ally-week-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC
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82%92-%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A4%E

3%82%82%E3%82%8A-%E3%81%A7%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A

3%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%

84-waseda-lgbt-ally-week-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%9

3%E3%83%A5%E3%83%BC） 

・フジテレビ『フューチャーランナーズ～17 の未来～ 【SDGs 目標 5】ジェンダー平等を実現しよう』

（2018/8/12） 

（URL：https://www.fujitv.co.jp/futurerunners/archive.html） 

・早稲田ウィークリー 『早大宿泊施設にセクシュアルマイノリティの視点で泊まってみたら…』 

（2018/10/29） 

（URL：https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2018/10/29/52499/） 

・早稲田ウィークリー 『セミナーハウスのセクシュアリティ対応 GS センター学生スタッフの気付き』 

（2018/10/29） 

（URL：https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2018/10/29/53024/） 

・新聞研究『報道は性的少数者とどう向き合うか』（2019/2/1） 

（URL：https://www.pressnet.or.jp/publication/kenkyu/190131_12679.html） 

 

  

https://qoonwasedanew.wixsite.com/wasedalgbtallyweek/blog/lgbt%E3%82%92-%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A-%E3%81%A7%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84-waseda-lgbt-ally-week-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC
https://qoonwasedanew.wixsite.com/wasedalgbtallyweek/blog/lgbt%E3%82%92-%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A-%E3%81%A7%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84-waseda-lgbt-ally-week-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC
https://qoonwasedanew.wixsite.com/wasedalgbtallyweek/blog/lgbt%E3%82%92-%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A-%E3%81%A7%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84-waseda-lgbt-ally-week-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC
https://qoonwasedanew.wixsite.com/wasedalgbtallyweek/blog/lgbt%E3%82%92-%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A-%E3%81%A7%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84-waseda-lgbt-ally-week-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC
https://qoonwasedanew.wixsite.com/wasedalgbtallyweek/blog/lgbt%E3%82%92-%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A-%E3%81%A7%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84-waseda-lgbt-ally-week-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC
https://www.fujitv.co.jp/futurerunners/archive.html
https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2018/10/29/52499/
https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2018/10/29/53024/
https://www.pressnet.or.jp/publication/kenkyu/190131_12679.html
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６ 相談件数および相談内容 

GS センターでは、早大生や、早大生に関係する教職員・保護者を対象に、ジェンダー・セクシュアリティ

に関する知識のある専門職員が可能な範囲で相談支援をしている。対応内容として、来談者の話を傾

聴し、必要に応じて学内関係部署の紹介あるいは連携を図ることで対応したり、外部機関に繋げたり、

個々のニーズに応じた対応を可能な限り行っている。 

 GS センターが開室して 2 年目の 2018 年 4 月から翌年 3 月までのおよそ 1 年間における相談人数

は、延べ人数で 134 名だった（期間：2018/4/1～2019/3/31、2017 年度より 20 名増加）。そ

のうち、相談内容を「ジェンダー・セクシュアリティに関する悩み」、「大学・制度に関する問題」、「人間関

係の悩み（家庭・友人・教員との関係）」、「情報収集」、「研究相談」、「ハラスメント」、「職場・バイト

先の問題」、「外国人学生の悩み」の 8 項目に分類した。1 回の相談につき複数の相談分類を含む場

合は、複数としてカウントを行ったところ、下記のような件数となった。 

 

表 8 相談内容の分類と件数 

相談内容（分類項目） 件数 割合 

1 ジェンダー・セクシュアリティに関する相談 66 25% 

2 大学・制度に関する相談 55 21% 

3 人間関係の悩み(家庭・友人・教員との関係) 70 27% 

4 ハラスメント 16 6% 

5 職場・バイト先の問題 6 2% 

6 複合マイノリティの悩み 13 5% 

7 情報収集 29 11% 

8 取材(設立経緯・運営など) 3 1% 

9 その他 6 2% 

合計 264  

 

２年目に一番多く寄せられた相談は「人間関係の悩み(家庭・友人・教員との関係)」であり、内容と

しては、セクシュアルマイノリティであるかどうかに関わらず、セクシュアリティが起因とした人間関係の悩みが

多いことが分かった。中には定期的な相談を必要とするケースもあり、ジェンダーやセクシュアリティに関する

知識がないがゆえに周囲との人間関係に悩む学生の多さがうかがえた。次に多かったのは「ジェンダー・セ

クシュアリティに関する相談」で、昨年同様セクシュアリティやジェンダーに関する相談が多かった。次いで

「大学・制度に関する問題」に関する相談が多く、これまでの現状の大学の戸籍・性別情報の取り扱いに

関する質問や健康診断の受診に加え、セミナーハウスやゼミ合宿に関するシステムの相談や、不要な男

女欄に関する相談などがあった。こうした学生からの既存のシステムに関する問い合わせにより、学内で未

着手の問題が可視化され、より学部レベルのきめ細やかな対応を進めることができた。 

 また、今年度は新たに「複合マイノリティ」という分類を新設され、留学生や障がいを持つ学生の中で、

ジェンダーやセクシュアリティに悩んでいたり、具体的に対応が必要な学生が可視化された。相談内容から、

GS センターが他箇所と連携し、チームで支援していくことの重要性を感じた。  
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７ 次年度に向けた課題と展望 

（１）課題 

 開設して２年が経つが、今年度も多くの課題が見つかった。今年度は、GS センターの学内への周知お

よび他箇所との連携を意識してきたことで、学内の教職員に対しセクシュアルマイノリティに関する研修を

行うことができた。相談においては、学生はもちろん、教職員からの学生に関する相談も増え、連携のきっ

かけ作りができたように感じた。しかし未だに課題は多く、以下のようなものが考えられる。 

 

① 施設面における課題：昨年と同様、GS センターがある 10 号館にはエレベーターがなく、2 階にある

センターにアクセスすることができない方がいる。この課題に関しては、いくつかの老朽化した施設でのエ

レベーター設置が進み、10 号館への設置が近年中に予定されている。 

② 外国語対応における課題：昨年と同様、英語やその他外国語に対応できる職員が十分におらず、

相談は対応できるようになってきたものの、イベント時は非日本語話者や留学生への支援が不十分

になっている。 

③ 人員体制における課題：利用者とイベントの増加に伴い、非常勤嘱託職員 1 名と学生スタッフ 1

名の 2 名では相談や来室対応に限界が見られた。職員には事務・相談・センター運営・学内教職

員への研修実施、学生スタッフには利用者対応・イベント運営が任されているため、ともに業務過多と

なっていることから、人員の増員が急務である。 

④ スペースにおける課題：安心できる居場所を求めるセクシュアルマイノリティ学生への閉じられた空間

である部屋であると同時に、オープンなコミュニティスペースであることを両立することの難しさが今年度

も課題となった。 

⑤ 学内制度の整備：アウティングについて、本学のハラスメントガイドラインに記載されていないことから、

引き続きその要請をすることが課題である。また、学内で収集する個人情報の「性別」は、戸籍上の

性別であることから、性別情報の取り扱いについて引き続き検討を訴えていきたい。 

⑥ 支援体制の構築：今年度は他部署や教員と連携を図ってきたが、連携スキームはできてきたばかり

で、まだまだ未開発の部分がある。支援が必要な学生をチームで支援できるよう、引き続き他部署と

の連携を図っていきたい。 

 

これらの課題はすぐに解決できるものではなく、大学の施設や人事にも関わる課題であると感じている。

昨年度に引き続き、課題の解消のために大学に働きかけをしていくとともに、利用者の声を集めてその必

要性について訴えていきたい。 

 

（２）次年度の展望 

 次年度に具体的に取り組むことができそうなプロジェクトを「展望」とし、以下にその内容を紹介したい。 

 

①  「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」を通じた連携体制の充実 

 「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 Ver.2」では、Ver.1 の「1. 相談に関すること」、「2. 

氏名・性別の情報とその管理について」、「3. 学生生活について」のほかに、「4．授業の履修について」、

「5．就職活動について」、「6．留学の対応について」、「7．多様なマイノリティ性を持つ学生への対応
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について」を追加した。これらの項目の追加については、2 年間の間に寄せられた学生相談によりセクシュ

アルマイノリティ学生の悩みが可視化されたことにより具体的に検討されたものであり、より包括的な支援

の必要性が明らかになった。今後も関係各箇所と継続した連携を図りながら、大学におけるジェンダー・セ

クシュアリティのさらなるバリアフリー化を目指したい。 

(参考 URL:「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 Ver.2」https://www.waseda.jp/i

nst/gscenter/news/2019/04/02/2135/) 

 

②  GS センターのミッションの維持 (相談機関・リソースセンター・居場所づくり) 

 GS センターを開設してから 2 年間の間で、約 2,300 人以上もの利用者があり、相談も含め、「GS セ

ンターがあってよかった」という声に支えられてきた。学生に知識を得る場所だけでなく、相談を通じたアドボ

ケーターとなり、学内の環境調整を努めながら、学生が安心して利用できる居場所としての機能を果たし

ていきたい。 

 

③  学生、教職員への意識向上、啓発のための活動 

 今年度は昨年度よりも多くのイベントや研修を実施することで、学内構成員のジェンダー・セクシュアリテ

ィに関する意識向上ができたと考えられる。しかし、まだ他のキャンパスでのイベントをあまり実施できておら

ず、研修も受けていない教職員も多いことから、人やキャンパスによって知識や対応に差があることが考え

られる。次年度も引き続き学内教職員への啓発活動を行うダイバーシティ推進室とも連携し、学生対応

をする教職員全体への幅広い啓発活動に取り組むと同時に、学生が参加したいと思うようなイベントを

多数実施していきたい。 

 

④ 他キャンパスへのアプローチと支援体制の構築 

 GSセンターの認知の普及とともに、GSセンターが近くにないキャンパス(特に所沢キャンパス、理工キャン

パス)におけるイベントの少なさや、支援体制のなさが明らかとなった。次年度は他のキャンパスにいる学生

の声を元に、アウトリーチと ALLY の存在を増やし、どのキャンパスにいても適切な支援が受けられるような

体制を構築していきたい。 

 

 

 

 

  

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/04/02/2135/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/04/02/2135/
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8 学生スタッフの声 

 

「生きる術を学んだ二年間」 

学生スタッフ こー 

 

「自分を偽らず、自分らしく」。この 2 年間学生スタッフを務めて学んだこの考え方をこれからの人生のモ

ットーにしたいと思います。 

 

GS センターで働いる中で嬉しかったのは、初め不安な顔だった来室者が、センターの中でたわいもない

話をするうちに、最後には笑顔になって帰っていく瞬間に何度も出会えたことです。これは裏を返すと、来

室者は日々厳しい環境での生活を強いられていることを示しています。私自身もその一人でした。ヘテロノ

ーマティヴィティが蔓延した社会において傷を負ったことは数え切れません。今思い返せば、もはや傷を負っ

ていることに気づかないほど、自分を偽って生きてきました。集団に溶け込むことを一番に気にしていたとき、

自分らしさは消え失せていました。それに気付かされた GS センターでの 2 年間。セクシュアリティをオープン

にし、（というより、そもそも誰も気にしておらず、）私を「ヒト」として評価してくれる環境は、私にとって言

わばユートピアでした。本来の自分の姿を発見することができたことは、これから本格的に働きはじめる 24

歳の私にとってこれまでの人生の中で最重要の出来事だったと感じています。 

 

この二年間で最も印象的だった業務はヒューマンライブラリーの計画・運営です。ヒューマンライブラリーの

スタッフ向け研修では、実際に自分が本となりこれまでの自分の人生をお話ししました。不登校の中学時

代をはじめ、過去のマイナスの経験を思い出すのは非常に辛かったですが、自分がその時どう考え、どう乗

り越えたかを人前で言語化できたことは、過去の辛い記憶をプラスの経験に書き換えられた貴重な経験

でした。 

 

学生スタッフの役割は本来来室者を支援することですが、思い返してみると私自身が自分らしさを取り

戻すための期間だったのではないかと感じます。これからは、独り立ちして、このGS センターで教えて頂いた

ことを実践していく段階です。試行錯誤しながら自分らしく働ける環境を地道に作り上げていきたいと思い

ます。 

 

この二年間様々なことを教えて頂いた GS センター関係者の皆様をはじめ、関わってくださった来室者

他全ての皆様にこの場を借りてお礼を申し上げます。 
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おわりに 

 

「変化を実感した一年」 

 

何かのイベントを終えて振り返りの機会だったと思いますが、GS センター学生スタッフの一人にこのセンタ

ーができて何が一番変わったと思うかをふと聞いてみたところ、「GS センターに関わる職員が一番変わった」

と、予想していなかった返答がありました。開設当初の自分の未熟さを思うと恥ずかしい気持ちもあった反

面、自分にとっては最高の評価をもらえたなと、大変嬉しかったことを今思い出しています。 

この 1 年で実際に変化があったのは GS センターの内側だけにとどまりません。昨年末に情報を更新し

公開した「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 Ver.2」の作成にあたり、関係箇所の職員に

学内の現状を相談してまわったところ、多くの職員はとても前向きな姿勢を見せ、学生がどんな困難に直

面しているかについて真剣に向き合い、それぞれの立場からの解決方法を一緒に悩んでくれました。これは

「Ver.1」を作成した一昨年のときとは大きな違いであり、確実に周囲も変化していることを実感した 1 年

でした。 

もちろん、この報告書には現れないところで周囲の無理解に傷ついた経験をお持ちの方も多くいることと

思います。引き続き、そうした方々の存在に気付けるよう、もっと自分自身も変化を求めていきたいと思っ

ています。 

 

GS センター専任職員 布施 直人 

 

 

「常識って何だろう」 

 

2018 年 6 月から GS センター専任職員を兼務して以来、私が最も強く思ったことが「社会の常識」「自

分の中の常識」にとらわれてはいけない、ということでした。性別や身体障がい・発達障がい、国籍や宗

教・信条や年齢などに関わる問題にも共通することだと思いますが、セクシュアリティの問題は当事者でな

いとどうしても見えないもの、理解できないもの、肌感覚で感じられないものを目の当たりにしました。 

例えば「実の親なら分かり合えるはず」という感覚は、多くの家庭では普通のことなのかもしれませんが、セ

クシュアルマイノリティの方々にとっては決してそうではなく、だからこそ「カミングアウト」には慎重にならざるを

得ないという実態を知りました。親との関係に悩んでいる学生に対して、「腹を痛めて生んでくれたお母さん

なんだから、信じればよい」などということを、簡単には言ってはいけないのだと理解しました。実際に、よかれ

と思ってなされたであろう“常識”的なアドバイスや対応に傷つけられて、GS センターを訪れる学生もいま

す。 

一方で業務を通じて分かったこともあります。関わっていることは知らなかったことばかりですが、業務そのも

のは決して特殊なことを行っている訳ではなく、早稲田大学のどの箇所でも普通に行っていることだ、という
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ことです。悩みを抱えている学生の声を誠実に聞き、何に困っているのか、何を求めているのかを的確に把

握し、その学生が進んでいこうとしている道に障壁があればそれを取り除き、道がないのであれば作っていく。

つまり問題を発見し、課題を解決する業務です。 

GS センターは発足から 3 年目を迎えて他箇所と連携して進めていかなければ解決できない事柄が明ら

かになってきました。前例がないという問題や答えが明確でない問題も多く、課題は山積みです。だとして

も、セクシュアルマイノリティであることで行く手を阻まれる学生たちの選択肢を、少しでも増やしていくために

はどうすればよいのか。それを模索しながら、専門知識を持った教職員の力を借り、関係する箇所の協力

を得ながら、より良い「多様性の早稲田」を作っていきたいと思います。 

 

GS センター専任職員 木綿 洋平 

 

 

「GS センターの一員となって」 

 

2018 年 12 月より、GS センターの一員となりました。 

 

“セクシュアルマイノリティは左利きの人と同じくらいの割合で存在する。” 

このことを心に留めて、業務に臨んできました。今まで出会った人の中で、無理解ゆえに傷つけた人がどれ

ほどいただろう…という、後悔に似た思いが原動力になっていたように思います。 

 

GS センターに配属される前、私はセミナーハウス担当として軽井沢視察を受けました。その時は担当業

務の不備を指摘されることへの不安が大きかったことを覚えています。 

 

しかし今では、GS センターの仕事は無理解を指摘することではなく、相互理解を推し進めることだと考え

るようになりました。そのような業務を扱っているからか、同センターには言いたいことを偽ることなく言える、

自分らしくいられる雰囲気があります。 

 

この心理的にオープンでいられる心地よさを、多くの人に感じてもらいたいです。 

学生利用者はもちろん、教職員の利用者も増えることを願っています。 

 

GS センター専任職員 新井 ますみ 
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「この一年間を振り返って」 

 

2年目となるGSセンターを振り返ると、大学組織で働くことへの、ハードルの高さと目の前のことを卒なく

こなしていくことの難しさに直面しました。1 年目に比べ、学生の利用者も多くなり、一層の相談支援の重

要性や、関係箇所との連携の大事さを身に染みて痛感しています。それでも、少しでもジェンダー・セクシ

ュアリティについて悩んでいる当事者の学生が声を出すことが出来る場を創造していくこと、そしてその声を

なかったことにしないことを自分自身の信念に変え、この立場を利用して代弁していくことを強く志してきま

した。立場のある方に対して、どのように伝えていくのが良いのかには様々な議論があると思いますが、私は

引き続き、この課題のキーとなる当事者学生の存在、引いては全ての人が当事者であることを認識しても

らうべく、＜声なき声＞を拾っては届けるという作業をこれからもしていきたいと思いました。 

大学という組織は、日本文化の中でも＜モラトリアムできる＞という流動性が担保されている場だと考

えます、だからこそジェンダー・セクシュアリティの課題を考えるには、最適な場だと信じています。このような

場が少しでも、当事者学生やまだ当事者性を持てていない学生に対して開かれた場となるようにこれから

も日々の取り組みを行っていきたいと改めて感じます。 

 

GS センター専門職員 大賀 一樹 

 

 

「開設２年目を振り返って」 

 

 ２年目を振り返ると、GSセンターの存在が少しずつ学生だけではなく教職員にも知られるようになり、相

談が増えることでこれまでにないニーズを顕在化したり、他の部署から問い合わせを受けるようになりました。

しかし、実際の連携やスキーム作りでは、依然として課題を残したまま２年目が終わってしまい、少し悔し

い思いがあります。目の前の困っている学生や、これから困るかもしれない学生に対し、どれだけ環境調整

をできるか、それは決してハード面だけではなく、ソフト面も含まれていると思います。 

 人の気持ちを変えることは、そう簡単にできることではないです。それでも、２年目は学内の教職員へ研

修を行う機会が何度かあり、どこまで・何を・どう伝えたら分かりやすいか、どうしたら「自分ごと」として捉えて

くれるかを常に自問自答しながら発言をしてきました。押し付け合うことは簡単ですが、今年度は特に分か

りあうための土壌を作るべく、少しずつではありますが、連携できるような環境を作り始めることができたと感

じています。それでも困っている学生は常にいることを念頭に置きながら、スピード感を持って、３年目は

「常勤職員」として他箇所との連携を一番の課題として、取り組んでいこうと思います。 

 

GS センター専門職員 渡邉 歩 
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「一年間を振り返って」 

 

私はこの一年、GS センターで職員として勤務させていただく中で、本当に多くのことを学べたと思ってい

ます。私自身が学生時代に自分のセクシュアリティに悩み、周りとの人間関係を築くのにたいへん苦労した

経験があります。そんな自分が、自らのセクシュアリティを少しずつオープンにできてきたのもここ数年の話で

すが、そのことがキッカケで「ありのままの自分」として周りの人とつながれることに喜びを感じることができるよ

うになりました。自分がそのような経験もあり、すべての学生が「自分の性」に悩むことなく学校生活が送れ

るようにサポートできるようになりたい、そのような意気込みをもって 2018 年 4 月、GS センターの職員とし

て入職しました。 

職員として勤務する中で常に意識していたのは、GS センターが安心・安全に過ごせる空間であることを

多くの学生に伝える、ということでした。私自身が学生時代に自分のセクシュアリティを自覚してからは、家

族はもちろん同級生や先生にも誰にも相談することができずに、抱えたモヤモヤを一人でどうにかするしか

ありませんでした。そこには自分のセクシュアリティを誰かに伝えたり気づかれた時の恐怖が常につきまとって

いたと思います。だからこそ、そんな経験を学生のみなさんにはしてほしくないと思い、私は日々のコミュニケ

ーションを通して、いつでも気軽に安心して来られる空間づくりを心がけてきました。 

年間通して様々な相談にも乗ってきました。「自分のセクシュアリティがわからない」、「大学の制度が利

用しにくい」、「家族にカミングアウトをしようかどうか迷っている」、「就活も含めて将来が見えない」など、実

に様々な困りごとにふれさせていただきました。自分自身、「相談を受ける」ということを仕事として行った経

験がない分、その道の専門的なアドバイスという領域までは至れていなかったと思っていますが、「自分だっ

たら同じようなシーンでどうするだろうか」「今の自分ならどんな言葉をかけたり行動できるだろうか」ということ

を常に頭に留めて、まっすぐ一人ひとりの学生に向き合えるように意識してきました。実際、どれくらい相談

してくれた学生のみなさんの役に立てたのかというのは計れないのですが、とある学生から「あの時すごく迷っ

たけど、やっぱり相談できてよかったです。今は自分のセクシュアリティを肯定できて、いろんな団体でも活動

できていて楽しいです」、そんな言葉をもらったことがありました。この瞬間は本当にこの仕事ができたことに

大きな誇りを感じることができました。学生時代にあれだけ悩んでいた自分が同じように悩んでいる学生の

背中を押してあげられたことがただただうれしかったです。 

これから開室から三年度目に突入しようとしている GS センター、まだまだ見える課題見えない課題もた

くさんありますが、これからも一人ひとりの学生に向き合い、背中を押せるような場所であればよいなと思っ

ております。私自身は諸事情で今年度いっぱいで職を離れることとなりますが、これからも悩む方すべての

将来を照らせる光となれるセンターであるように、日々応援していきたいと思います。 

 

本当に一年間、多くのことを学び経験させてくれたことにあらためて感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

GS センター専門職員 佐藤 元気 
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