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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３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しています。この3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きました。ま

た、徐々に先進的な事例を豊富に持つ海外の高等教育機関とのネットワークも確立し始めています。利

用者の大幅な増加を達成してきた2019年度の活動をまとめることにより、本センターの今後の活動方針

を検討していくとともに、セクシュアルマイノリティの方々への支援を始めようとされている多くの教育機関、

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3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。 
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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、

図２に示した４つを軸とする活動をミッションに掲げている。これらの円環モデルのもと、学内外に対し幅

広い活動を行っていく。 

 

 

図 2. GS センターのミッション 

 

1.つながる――相談支援・居場所支援 

・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 

・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 

・ジェンダーやセクシュアリティに悩む学生が安心・安全に相談ができるクローズドな相談センター 

 

2.つかむ・おさえる――実態把握と課題解決 

・相談をベースにした学内の課題の可視化 

・課題解決をゴールにした他箇所との連携 

 

3.つたえる――イベント・啓発 

・セクシュアルマイノリティへの理解者・支援者（アライ）の養成を目的としたイベントの実施（テーマトーク、

ランチ会、読書会、LGBTs 就活・就労交流会など） 

・GS センターにあるリソース（書籍、DVD、スタッフなど）を活用した学生・教職員への啓発活動 

 

GSセンターの役割

ひろげる

・ GSメンバーシップ

・ 様々な団体とのコラボ

・ SNSを用いた広報

・ HPでの発信

つながる
・ コミュニティスペースの提供

・ 安心・安全に相談できる

スペース

つかむ・おさえる

・ 相談ベースの事例化

・ 解決案の模索

・ 他箇所との連携

つたえる

・ 支援者(アライ)を養成

・ リソース・情報提供

・ 学内・学外研修
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4.ひろげる――認知度向上 

・HP や SNS ツールを用いたリアルタイム広報 

・登録制の GS センターメンバーシップ（メールマガジン）の配信 

・学内だけでなく、NPO 等団体、教育機関、民間企業、サークルなどとのコラボレーションイベントの実施 

 

（４）勤務体制・サポート内容 

■ GS センターの勤務体制 

 2019 年度よりジェンダー・セクシュアリティに関する知識のある常勤の専門職員 1 名が採用され、午前

中は専門職員と専任職員の 2 名、午後は専門職員 1 名と学生スタッフ 1～2 名の 2～3 名体制で運

営している。スタッフは、ジェンダー・セクシュアリティに関する知識のある常勤の専門職員 1 名と非常勤の

専門職員 1 名、学生生活課との兼務の専任職員４名（内１名は管理職）、学生スタッフ 8 名が在

籍している。勤務時間と業務内容は、表１のようになっている。 

 

表１ GS センタースタッフの業務内容 

 勤務時間 業務内容 

専門職員 終日 相談対応、大規模イベント企画・運営、教職員に対する専門的な研

修・コンサルテーション、他箇所との連携業務、センター内リソースの拡

充、その他 GS センターに関する運営業務など 

専任職員 午前のみ 他箇所との連携業務、学内外へのGSセンターの活動紹介、職員勉強

会の運営、その他 GS センターに関する運営業務など 

学生スタッフ 午後のみ 学生対応、GS センター内イベントの企画・運営、図書管理、GS センタ

ーの広報活動など 

 

■ 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 

2019 年度は、GS センター単独でのイベントだけではなく、スチューデントダイバーシティセンター（SDC）

の掲げる多様性理解に関するイベントを実施した。SDC の特徴を生かし、よりインターセクショナリティを感

じられるようなイベントをテーマに、ICC や障がい学生支援室と連携したイベントを開催した。 

 

①SDC 連携イベント 

 2019 年度は、2017 年度より発足したスチューデントダイバーシティセンター（SDC）の連携を強化し、

学内へのダイバーシティを啓発するために、インターセクショナリティをテーマにしたイベントを開催することとな

った。本イベントでは、アクセシビリティも重視しており、どのイベントでも言語や障がいなどの社会的障壁で

参加できないことがないよう配慮をした（「PC 文字通訳、手話通訳、場内誘導、座席、お子様連れで

の参加等について配慮をご希望の方は、開催日の 2 週間前までにご希望の内容をお知らせください。ご

相談のうえ、できる限りの対応を検討させていただきます。」という案内を加える等）。イベントは映画を中

心に構成され、どのイベントでも参加者から好評であった。 

 

表２ SDC 連携イベントタイトルと参加者数 

開催日 イベントタイトル 参加者 
4/15 ★SDC 連携イベント第１弾★スペシャル・スプリングコンサート～春の到来と共に

多様性とハーモニーを感じよう！～ 
【主催】スチューデントダイバーシティセンター（ICC、GS センター） 
【協力】KIC Japan Office、株式会社 アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー、特定非営利 

活動法人 東京レインボープライド 
【出演】シドニーゲイ＆レズビアン合唱団、早稲田大学ハイソサエティ・オーケストラ 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/03/11/2126/ 

209 名 

4/24 ★SDC 連携イベント第２弾★ICC 映画鑑賞会『きっと、星のせいじゃない。』  
～生きる意味を問い直すラブストーリー～ 
【主催】早稲田大学 ICC 
【協力】早稲田大学障がい学生支援室 
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2019/02/15/9466/ 

47 名 

6/21 ★SDC 連携イベント第 3 弾★ 『カランコエの花』特別上映会＋トークイベント 
【共催】スチューデントダイバーシティセンター（ICC、GS センター） 
【協力】早稲田大学イベントサークル qoon 
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2019/04/25/9688/ 

189 名 

7/5 ★SDC 連携イベント第 4 弾★障がい学生支援室主催 映画「道草」上映＆トー
クイベント兼カフェ交流会 
【主催】早稲田大学障がい学生支援室 
【協力】スチューデントダイバーシティセンター（ICC、GS センター） 
https://www.waseda.jp/inst/dsso/other/2019/05/17/1491/ 

115 名 

11/29 ★SDC 連携イベント第 5 弾★ 『いろとりどりの親子』映画上映会＆café 交流会 
【共催】スチューデントダイバーシティセンター（ICC、GS センター） 
https://www.waseda.jp/ 

56 名 

合計動員数 616 名 

 

②GS センターコラボレーションイベント（大規模イベント） 

大規模イベントでは、GS センターが主体となって企画するイベントは少なかったものの、他部署の企画

に登壇し話すクロストークのゲスト登壇や、広報協力、アドバイスなど、多様な立場での連携ができた。 

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/03/11/2126/
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2019/02/15/9466/
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2019/04/25/9688/
https://www.waseda.jp/inst/dsso/other/2019/05/17/1491/
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表３ 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 
4/28 TRP2019 パレードで一緒に歩こう！ 

【主催】GS センター 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/05/28/2350/ 

45 名 

6/15 なぜ女性だけが速く走ってはいけないのか？－インターセックス／性分化疾患から
考えるセクシズム－ 
【共催】 ネクス DSD ジャパン、GS センター 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/07/08/2548/ 

50 名 

7/15 エンパクに虹をかける ─ LGBTQ 入門 
【主催】早稲田大学演劇博物館、新宿から発信する「国際演劇都市 TOKYO」プロ

ジェクト実行委員会 
【助成】平成 31 年度 文化庁 地域の博物館を中核としたクラスター形成事業 
【協力】早稲田大学 GS センター 
https://www.waseda.jp/enpaku/ex/9488/ 

101 名 

11/5 公開講座「企業における LGBT に関する問題」 
【主催】早稲田大学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/2019/11/22/7523/ 

62 名 

11/15 性の話をもっと気軽にオープンに！～性感染症・性的同意について考える～ 
【主催】シャベル 早稲田で性暴力の根を切る、早稲田大学 GS センター 
【協力】早稲田大学学生生活課 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/12/02/2860/ 

88 名 

11/29 大学におけるダイバーシティ推進－イェール大学での実践、早稲田大学への期待－ 
【主催】早稲田大学ダイバーシティ推進室 
【共催】早稲田大学ジェンダー研究所 
【後援】早稲田大学スチューデントダイバーシティセンター 
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2019/12/23/7668/ 

108 名 

12/20 公開講座「大学とダイバーシティ －政策の歴史的転回－」 
【主催】早稲田大学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 
【後援】スチューデントダイバーシティセンター 
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2019/11/22/7523/  

62 名 

合計動員数 516 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。 

 

今年度で 3 年目のブース参加となる Tokyo Rainbow Pride では、利用者や問い合わせによる要望を

受け、今年度初となる「TRP2019 パレードで一緒に歩こう！」というイベントを開催した。当日は学内

外問わず 45 名の参加者にお越しいただき、それぞれが思い思いのメッセージを掲げながら渋谷の街を練

り歩いた。学内を飛び出して参加者を募るイベントは初であったものの、プライドパレードのような「LGBTを

祝福するイベントへ参加したい」というニーズの高さを実感することができた。 

また、6 月に開催した「なぜ女性だけが速く走ってはいけないのか？－インターセックス／性分化疾患から

考えるセクシズム－」では、インターセックス／性分化疾患（DSD: Differences of Sex Development）

について支援・啓発活動を行うネクス DSD ジャパン様と連携し、オリンピック・パラリンピックを意識したイベント

を開催することができた。イベントでは、性的指向や性自認のマイノリティとは異なる、身体性の分化という視

点から、DSDを取り巻く状況や基礎知識についてご講演いただき、後半はDSDとスポーツという現在議論さ

れているトピックについてお話いただいた。性的指向や性自認だけでなく、身体性や性別規範について話すこ

とができ、GS センターで話すことができるトピックを拡げることができた学びの多いイベントとなった。 

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/05/28/2350/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/07/08/2548/
https://www.waseda.jp/enpaku/ex/9488/
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2019/11/22/7523/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/12/02/2860/
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2019/12/23/7668/
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2019/11/22/7523/
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11 月に開催した「性の話をもっと気軽にオープンに！～性感染症・性的同意について考える～」は、

学生団体シャベルが中心となり、ゲストの配置から企画内容まで細やかにつくりこんだ。結果として、多くの

学生があまり知る機会のなかった「性」に関する話を聞くことができ、学生からの満足度が非常に高いイベ

ントとなった。 

 

③GS センター内で実施される小規模イベント 

2019 年度も学生スタッフが中心となり、月に 2 回ペースを目標にイベントを開催した。イベント実施時

間帯はお昼休みを中心に構成し、なるべく履修状況によって参加が左右されないように配慮をした。各イ

ベントは、学生スタッフの関心事や時事ネタ、それぞれの専門性があるものを活かし、企画・実施された。

また、今年度は所沢キャンパスに GS センター分室を作ることを目的に結成された「学生団体

EXISTENCE」と共催で、定期的に所沢キャンパスでもテーマトークを開催することができた。 

 

表 4 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 4/11 うぇるかむ・てぃーぱーてー 11 名 

2 4/23 SDC ツアー 8 名 

3 5/10 行った人も！行かなかった人も！！TRP 報告会 5 名 

4 5/17 所キャン MEET-UP! 7 名 

5 5/28 ツキイチ！『アイツ（生理）』について話そう 6 人 

6 6/6 もやもや解消！？ “井戸端”会議 9 名 

7 6/14 所キャン MEET-UP!part2 5 名 

8 6/19 ヘイトスピーチ対策会：「私たちにはことばが必要だ」を読もう！ 11 名 

9 6/24 出張テマト会＠理工キャン 2 名 

10 6/26 所キャン MEET-UP!part3 3 名 

11 7/9 所キャン MEET-UP!part4 「バイセクシュアル」 2 名 

12 7/10 GS テーマトーク会「ダイバーシティ教育は学校から？」 6 名 

13 10/11 ランチ会 「カミングアウト」 7 名 

14 10/23 ランチ会 「あだらんち！」 6 名 

15 10/24 所キャン MEET-UP!part5 「飲み会」 4 名 

16 10/29 HALLOWEEN PARTY 「なりたい自分になろう」 8 名 

18 11/6 あだらんち！ ―ぶっちゃけ早稲田祭どうだった？― 6 名 

19 11/21 あだらんち～日中韓のセクシュアル・マイノリティの社会現状について 9 名 

20 11/28 所キャン MEET-UP!part6「化粧は誰のもの？」 14 名 

21 12/4 GS Center MEET UP!!（English lunch for LGBTQ+ students） 14 名 

22 12/4 LGBTs 就活・就労交流会 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/12/27/2930/ 

18 名 

23 12/18 GS Center MEET UP!!! 9 名 

24 12/20 ランチ会 「マイノリティの視点から今年の災害を振り返る会」 2 名 

25 1/7 年末年始のモヤモヤ大放出ランチ 
https://note.com/gscenter/n/n62a1ab7d431e 

5 名 

26 1/10 つくろう授業♡まなぼう多様性 体験会 
https://note.com/gscenter/n/ne76425f6a65d 

8 名 

27 1/15 Meet-up for LGBT+ Students and Allies (3) 
https://note.com/gscenter/n/nd81789bd55e7 

10 名 

合計参加者数 195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/2019/12/27/2930/
https://note.com/gscenter/n/n62a1ab7d431e
https://note.com/gscenter/n/ne76425f6a65d
https://note.com/gscenter/n/nd81789bd55e7
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④イベント参加者の声（原文より一部抜粋して記載） 

■ なぜ女性だけが速く走ってはいけないのか？－インターセックス／性分化疾患から考えるセクシズム－

（2019/6/15） 

・私はXジェンダーで「第三の性を自認しないだと…?!」とステレオタイプなイメージとのギャップにおどろいてし

まった側なのだが、プライバシーや尊厳にかかわることを他人にレッテルばりされないことでは同じだと思う。 

・人より速く走れる、黒人、女性だからという理由で勝手に検査をされ「お前は女性じゃない」と言い彼女

をさらしものにしている現実にとても驚いた。このことを知れてとてもよかった。 

・セメンヤ選手はそこまで速くない歴代 5 位だということを初めて知り、女性だという自認がある人を女性と

して扱うのが当然という意識と共に、性器やホルモンで性別を分ける意識がまだ強く残っていたのだと痛

感しました。無意識にもってしまった性についての認識はなかなかぬぐい去ることは難しいことだとは思いま

すが、色々勉強する中で、アップデートしていけたらと思います。 

・自分と変わらない年齢の選手が、マスメディアの力でこんなに傷つけられたということに驚き、もっと世界の

ニュースにアンテナをはらなくてはと思いました。 

・セメンヤさんの問題は、スポーツ界だからこそ起こる問題(他選手の嫉妬、パラの幅跳び選手がオリンピッ

クに出られない等と同じ)だと思っていたので、記録的にすごく速いわけではない、という事実は驚いた。と

同時に、情報を知らないでいることは、簡単に人を傷つけるんだと痛感した。 

 

■ ★SDC 連携イベント第 3 弾★ 『カランコエの花』特別上映会＋トークイベント（2019/6/21） 

  

・LGBTの当事者以上に、まわりの人たちこそ、問われている。そのことが、丁寧に描かれていて、よかった。

映画や、小説といった大きな意味での「文学」こそが、現状を変えていく力をもっていると改めて感じた。 

・性的指向を否定されることは人格そのものを否定されるのと同じなのだと考えさせられました。教師として

どのように迎える態勢・ポーズをとっていけばよいか考えていきたいと思いました。 

・本当に、素晴らしい映画だと思います。A の「B を守りたい」という気持ち、C の「B を助けたい」という気持

ち、D や E の優しさも嘘ではなかったと思います。けれど、優しさや良心だけでは差別はなくならない。その

ことを突きつけてくる映画だと思います。 

・LGBT の友人がいるが、「高校」という閉鎖された環境でそれが明るみに出るのは当事者にとって辛い経

験になることが多いだろうなと思った。これまでも LGBT の問題には関心を抱いていたが、この映画を観て、

自分事で考えるきっかきえになったかもしれない。もし自分が同性の人に愛を告白されたら、傷つけない

ために何と答えるだろう。どのような回答をするにせよ、相手のことを守ることができるだろうか。 
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・最後の相談のシーンが印象的でした。また、さくらが黒板に書いた字を A が（B をかばおうと思って）消

したシーンは、守りたい気持ちが裏目に出てしまう、という結果になっていまうという現実でも起こり得るシ

ーンだったと思います。このように、自分の良かれと思った行為が知らないうちに、無意識に傷つけてしまう

ことがあるので、研究する身として言葉の選択、行動の選択に非常にシビアにならなければならないと痛

感しました。 

 

■ ★SDC連携イベント第5弾★ 『いろとりどりの親子』映画上映会＆café交流会（2018/11/29） 

・すごく考えさせられました。病気と個性の線引きはどこか？という言葉がとても印象的でした。 

・「体が不自由だと、精神も不自由」という言葉がとても印象的だった。障害は社会に受け入れようとしな

いことであって、受け入れることで誰もが普通になれるのに、と思った。隠さず撮影してくれた人に感謝した

いです。 

・Good to see things from another perspective. I guess it gives me the courage to 

embrace my own differences. 

・大変良かったです。企画してくださりありがとうございました。一つ一つの例が丁寧に描かれていて、実態を

知ることができた。当事者を知らないで、頭の中だけで想像すると間違った、誤った考えで冷静さを見失

ってしまうと思っています。その点では素晴らし映画でした。一つだけ気になったのは、「家族が、親が子を

愛するのは当たり前だ」というメッセージです。「すべての人に見てほしい」というふれこみがありましたが、親

から愛されなかった人には危険かなと思いました。 

・身体障碍者が抱える問題、そして彼らがそれに負けずに生きている姿、自分の彼らに対するイメージを

根底から変えてくれた映画であると感じた。見ることができて本当に考えさせられ、ためになる素晴らしい

映画でした。本当に見ることができて、そして知ることができてよかったです。 

 

（２）学内研修・啓発 

2019 年度も、2018 年度に引き続き研修依頼があり、研修を行った。具体的な事例を用いて考え

させることで、身近な案件として受講者側にインパクトを与えることができたと同時に、対応について深く

考察し考える受講者の姿に GS センターもエンパワメントされる機会となった。どの研修でも、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。 

また、今年度はより多くの人にジェンダーやセクシュアリティに関して考えてもらうための動画コンテンツを

作成した。 

 

■ 国際学生寮 WISH 「2019 年春学期 RA（レジデント・アシスタント）研修」（2019/4/4） 

 早稲田大学が直営している寮や提携寮において、寮生のサポートを行う RA（レジデント・アシスタント）

およそ 50 名に対し、GS センターの紹介や LGBTQ+/SOGI の基礎知識に関する講義を行った。その後、

実際にセクシュアルマイノリティの寮生から相談された場合、どう対応するかを架空のケースを元にグループ

に分かれて検討させた。ケース会議は非常に盛り上がり、ピアサポーターとしての RA の存在に、逆に GS

センター側がエンパワメントされる会となった。 
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■ 国際学生寮 WISH 「SI（Social Intelligence）プログラム」（2019/6/13） 

WISH に在籍する１、２年生を対象としたSI プログラム（大学の正課で得た知識・能力を最大限に

活用するためのグループワークを中心とした訓練）において、およそ 40 名に対し GS センターの紹介や

LGBTQ+/SOGI の基礎知識に関する講義を行った。その後、寮生がセクシュアルマイノリティであることが

きっかけで悩んでいたり人間関係に支障が出ている架空のケースを用い、同じ寮生として何ができるかなど

を検討させた。このケースも 1 人 1 人が真剣に取り組み、それぞれの学生が自身の考えや対応などについ

て熱心に意見を交わしていた。改めて学生の意欲的態度に感心するとともに、すでに「LGBT」という用語

を知っている学生の多さに驚かされた。 

 

■ 教育・総合科学学術院 教授会「セクシュアルマイノリティ学生への配慮・対応について」（2019/12/3） 

 教育・総合科学学術院の教授会にて、セクシュアルマイノリティ学生への配慮・対応について研修を行

った。時間が限られている中、LGBTQ+/SOGI に関する概念だけでなく、パワハラ・SOGI ハラ・カミングア

ウト・アウティングの用語の解説を行った。また、相談された際の対応について、フロアから多くの質問があり、

本トピックへの関心の高さを伺うことができた。結果として、多くの教員が悩みながら学生と向き合っている

ことが分かり、今後はこのような教員とどのように連携し学生をサポートしていくかを考えるきっかけとなった。 

 

■ 2019 年度後期第３回大学経営セミナー「どこまでできるか？大学の「LGBT」対応」（2019/12/11） 

新入職員に対し研修を兼ねて行うセミナーであるが、本テーマは関心が高かったため、管理職級の職

員や、関心のある職員などの幅広い職員 80 名程度にご参加いただけた。冒頭では、ダイバーシティ推進

室の調査を提示し、「アウティング」や「SOGI」という言葉の認知度が 4～6 割であることを伝え、さらに統

計的に「女性」とマークしている人の方が優位に用語を認知・理解していること等を伝え、ジェンダー・セク

シュアリティに関するテーマにおいても尚、ジェンダー格差が広がっていることを伝えた。また LGBTQ などの

一般的な知識の説明の他、GS センターで行ってきた活動や相談の加工事例などを提供し、学内でも少

なくないニーズがあることをお伝えした。後半は、性的指向におけるワークと、性自認におけるワークを行い、

職員がどこまで対応し、また対応できない点については、どこに繋げるかなどについて具体的に話し合い、

シェアリングを行った。ほとんどすべての参加者が、前を向き、視線をパワーポイントにあて、うなずきながら

聞いている様子は、今後の「アライ」を養成するという GS センターのミッションとして確かな手応えを感じるこ

とが出来た。 

 

■ 『セクシュアルマイノリティ学生とアライのためのサポートガイド』（2020/03/23） 

 今年度も学内の部署と連携することで、セクシュアルマイノリティ学生支援に関する多くの情報を得ること

ができた。必要に応じて改善要求を行うことで変わった部署の対応も含む、情報を集約したガイドを更新

し公開することで、セクシュアルマイノリティ学生が陥りやすい困難点をどのように解決できるか現状の本学

の対応や解決方法を知ることができる。このことにより、学生がわざわざ GS センターを利用しなくても、必

要な情報を知ることで自律的に解決したり、見通しを立てて行動することができると考えられる。 

(参考 URL：https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/03/23/3167/) 

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/03/23/3167/
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■ 『教職員セルフマネジメントセミナー』「ダイバーシティ推進における学生への配慮・対応について」

（2020 年度より公開予定） 

 SDC とダイバーシティ推進室が連携し本学のダイバーシティ推進を目的とし、全教職員（非常勤含む）

が受講するセルフマネジメントセミナーにおいて、マイノリティ性を持ったさまざまな学生への配慮・対応に係

る啓発を行うための動画コンテンツを作製した。内容は、①ダイバーシティ推進に係る全学の取組み（ダ

イバーシティ推進室）、②身体障がい・発達障がい学生への支援内容、配慮・対応について（障がい

学生支援室）、③セクシュアルマイノリティ学生への支援内容、配慮・対応について（GSセンター）、④

異文化理解の促進、コミュニティの創出（ICC）から構成されている。 

本センターが担当したセクションでは、LGBTQ+/SOGI・カミングアウト・アウティングの解説や、教職員

がすぐにできる取り組みに関する説明などを行った。本研修コンテンツは、全教職員が受講する上、最後

に理解度チェックテストがあることから、本学の教職員への啓発を効果的に行うことができると考えられる。 

 

■ 『わせだライフ ABC』「”セクシュアルマイノリティ”から知る多様な性」（2020 年度より公開予定） 

早稲田大学の新入生向けのオンデマンド動画コンテンツの中に、ALLY（セクシュアルマイノリティの理

解者・支援者）を増やす目的で動画コンテンツを作製した。内容として、①LGBTQ+/SOGI に関する

概念、②ALLY になるためにできる身近なこと、③カミングアウトとアウティング、④カミングアウトされたときや

悩んだときの対処法などの説明を行った。必聴コンテンツではないため、新入生全員が受講することは期

待できないが、セクシュアルマイノリティに関する情報のアクセシビリティを高めることができ、学生の自律的

学習の一助になることが期待される。 

 

（３）制度・運用の改善 

  個人の尊厳、価値観、生き方に関わる重要な情報として、本学は出席簿等の性別表記の削除を

行う等の対応を行ってきた。性別情報の管理徹底を一層進めていくため、ダイバーシティ推進室と協働し、

学内における性別情報収集書類の見直しを全学的に開始し、合理的と判断される理由以外の性別情

報の収集を取りやめていくこととした。これにより、単に過去に作成した申請書類を踏襲して利用している

に過ぎない等、不必要に性別情報の収集を行っている事例を削減し、本学構成員の不安や精神的苦

痛を回避することに繋がることが期待される。 
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３ 学外活動について 

（１）研修会・講演会への登壇 

 昨年度に引き続き、学外での登壇依頼が複数あった。今年度は専門職員による研修よりも、早稲田

大学 GS センターのような支援部署としての取り組みに関する意義について研修を実施することができた。

これらの研修を通じて、セクシュアルマイノリティ学生支援に関する必要性について、より多くの人に知って

もらうきっかけをつくることができた。各研修・講演会の内容については、以下の通りである。 

 

■ 早稲田奉仕園 職員研修（2019/10/15） 

 早稲田大学の留学生がお世話になる公益財団法人早稲田奉仕園様からの依頼を受け、早稲田大

学のダイバーシティに関する取り組み及び LGBTQ+/SOGI に関する基礎知識に関する研修を実施した。

研修を通じて、どの職員もセクシュアルマイノリティ学生を支援していきたい気持ちが伝わり、引き続き早稲

田大学と連携しセクシュアルマイノリティ学生をサポートしていくスキームが構築された。 

 

■ Rainbow Crossing Tokyo 2019 「早稲田大学の取り組み」（2019/10/19） 

 認定 NPO 法人 ReBit 様の依頼を受け、早稲田大学におけるダイバーシティ推進への取り組みを報告

した。2 回実施し、それぞれ 20 名前後の方にご参加いただき、本学のダイバーシティ推進や SDC の取り

組みについて報告した。セクシュアルマイノリティ学生のみならず発達障がい学生の就労支援を行う事業

者、大学関係者等との意見交換の中、マイノリティ性を持った学生の就労支援について、複層的な支援

が重要となることが確認された。 

 

■ 文京学院大学 人間学研究科 FD 研修会（2019/11/13） 

 文京学院大学人間学研究科様より依頼を受け、本学のダイバーシティ推進や SDC の取り組みについ

て報告した。また、セクシュアルマイノリティに関する基礎知識や対応について研修を実施した。ゼミ合宿や

教育実習等、各大学に共通する場面での配慮のあり方、教職員の支援体制について意見交換を行う

とともに、大学がセクシュアルマイノリティの支援方針を打ち出す必要性について、理解いただく機会となっ

た。 

 

 

（２）イベントへの参加 

■ Tokyo Rainbow Pride 2019 （2019/4/28-4/29 於 代々木公園） 

性の多様性を祝う「東京レインボープライド 2019」に 3 年連続で参加した。出展ブースでは、セクシュ

アルマイノリティに関する質問に回答していただく「Queer Quiz」と題したクィア・スタディーズに関するクイズ

を出題し、参加してくださった方に GS センター特製ステッカーをプレゼントした。早稲田大学の卒業生から

なる LGBT 稲門会は、装飾品の販売やボディペイント、記念写真の撮影などを行った。 
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ブースでの様子 

 

 

 

パレードの様子。「すべての大学に多様なセクシュアリティを」に LGBT 稲門会と参加    
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早稲田大学と一緒に歩いてくださった皆さんと記念撮影 

 

GS センターについて興味を持ってくださる方や応援してくださるもいたが、早稲田大学のブースに来てヘ

イトスピーチをする人や、パレードの進行中に怒号を浴びせてきた人もいた。3 年目の参加にしてこのよう

な経験は初めてであったことから、改めてこのような人々のせいで悩む人たちを救うために本センターがある

ことを自覚することができた。 

（活動報告：https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/05/28/2350/） 

（記事：https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2019/06/10/63798/） 

 

  

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/05/28/2350/
https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2019/06/10/63798/
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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：2019/4/1～2020/3/31）。本節では、利用者表（図 3）から、利用者

の内訳やニーズを分析し、過年度と比較した考察を行う。なお、利用者は年度が変わるごとに「新規」に

つけてもらうよう伝えているものの、必ずしも全員が新規だと申告しているとは限らないことに留意していた

だきたい。 

 

図 3 利用者票 

 

（１）利用者数  

 

図 4 2019 年度利用者数の推移 
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図 5 3 年間の利用者数 

 

GS センターの利用者数は、延べ人数で 1,761 名、実人数は 335 名であった（図 4 参照）。センタ

ーが 2017 年に開室して以降 3 年間の利用者を比較した結果を図 5 に示した。このグラフを見てもわかる

通り、過去 3 年間を通じて利用者は増加していることが分かった（1 年目と比較して約 1.8 倍、2 年目と

比較して約 1.3 倍増加）。一方で、実人数に関しては、ほぼ横ばいの結果となった。月平均は、長期休

みである 8,9,2,3 月を除くと約 220 名、1 日にすると約 10 名前後もの来室があった。このことから、前年

度の 1 日の平均利用者数から 3 名も増加していることが分かった。 

 

■ 利用者の所属内訳 

 

表５ 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 350 
 

先進理工学研究科 0 

法学部 146 
 

環境・エネルギー研究科 0 

文化構想学部 184 
 

情報生産システム研究科 0 

文学部 107 
 

社会科学研究科 1 

教育学部 213 
 

人間科学研究科 5 

商学部 51 
 

スポーツ科学研究科 6 

基幹理工学部 6 
 

国際コミュニケーション研究科 3 

創造理工学部 9 
 

アジア太平洋研究科 8 

先進理工学部 30 
 

日本語教育研究科 1 

社会科学部 200 
 

商学研究科ビジネス専攻 0 

人間科学部 86 
 

政治学研究科公共経営専攻 0 

スポーツ科学部 12 
 

法務研究科（法科大学院） 0 

国際教養学部 80 
 

ファイナンス研究科 0 

政治学研究科 1 
 

会計研究科（会計大学院） 0 

経済学研究科 1 
 

教職研究科（教職大学院） 0 

法学研究科 3 
 

経営管理研究科（ビジネススクール） 0 

文学研究科 23 
 

教職員 42 

教育学研究科 9 
 

一般 140 

商学研究科 0 
 

留学生 21 

基幹理工学研究科 0 
 

不明 16 

創造理工学研究科 7    

合計 1,761 

956

1379

1761

290 349 335

0
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「利用者票」に明記してある所属の内訳は表５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の利用が増えたことが

分かった。今年度は所沢に GS センターの分室を設置することを目的に活動している学生団体

EXISTENCE との合同ランチ・テーマトーク会を行っていた効果が数値として現れたためと考えられる。一

方で、開室から課題となっている理工キャンパスの学生は、今年度も利用が少なかった。ジェンダーに偏り

がある理工キャンパスの学生も巻き込んでジェンダーやセクシュアリティについて考えてもらえるようなイベント

を実施するなど、工夫していきたい。 

 

（２）利用目的 

2019 年度の GS センターの利用目的は、これまでとは変わり、「コミュニティスペース利用」が多く、次い

で「本・DVD の利用関連」「GS センター・イベントの情報収集」が多いことが分かった。開設 3 年目は、2

回以上利用したことがある学生のリピートが多く、多くの学生がコミュニティスペースで話をしたり、食事をし

たり、学生スタッフと話している様子が見られた。このことから、利用する学生の多くが GS センターを居場

所として使用していることが分かった。 

また、「本・DVD の利用関連」を目的に利用している学生も多く、書籍貸出利用者数は年間 285名

で、491 冊であった。コミュニティスペースでの交流よりも DVD や書籍を目的に来室する学生も一定数お

り、多様な分野を網羅したセンターの書籍や DVD に熱心に目を通している様子が見られた。このことから、

リソースセンターとしての機能も十分果たせていたことが考えられる。 

 

表６ 利用目的 

利用目的（複数回答可） 件数 割合 

GS センター・イベントの情報収集 239 12% 

本・DVD の利用関連 417 21% 

相談 173 9% 

学生スタッフと話したい 171 9% 

コミュニティスペース利用 826 41% 

その他 174 9% 

合計 2,000  
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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 3 年目の 2019 年度の取材は 65 件（学内 14 件、学外 51 件）と、こ

れまでと比較してやや減少してきた（表７、表８参照）。 

 

表７ 取材者所属                   表８ 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 6 9%  取り組み取材・見学 18 25% 

大学生・院生 17 26%  職員へのインタビュー 12 16% 

教職員(個人) 7 11%  イベントへの取材 1 1% 

大学(部署含む) 13 20%  共催依頼 7 10% 

メディア 7 11%  講演・研修依頼 9 12% 

公的団体 7 11%  広報・協力依頼 13 18% 

一般 8 12%  リソース提供依頼 6 8% 

その他 0 0%  その他 7 10% 

合計 63   合計 73  

 

今年度も定期的に 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、主に学生や教職員を

中心とした他大学からの問い合わせがあった。今年は高校生からのインタビューも多くあり、期せず若年層

の中でもすでにセクシュアルマイノリティに関心があるということが分かった。しかし、この 3 年間の推移から、

「日本初のセクシュアルマイノリティ学生支援を目的としたセンター」というタイトルで注目を集めたのは初年

度のみであり、その後はあまり注目されていないことが分かった。 

また、今年度は「広報・協力依頼」が増加した。この依頼者増加の背景には、GS センターが大学の部

署の1つとして一定程度の社会的信用を得られていることや、広報力のインパクトをポジティブにとらえられ

ていることが考えられる。今後もリソースセンターとして学内外を問わず協力し合うことで、センターに関心が

ある人たちにリソースを還元していけるよう、引き続きミッションを実行していきたい。 

 

■ 取材記事・寄稿・関連記事 

・早稲田大学広報課 『Diversity, inclusion and harmony: Sydney Gay & Lesbian Choir 

performs on Waseda campus』 （2019/4/26） 

（URL：https://www.waseda.jp/top/en/news/64650） 

・大学時報 No.386 2019 5 月号（第 68 巻 386 号）『多様性の歴史を背負った GS センター』

（2019/5/20） 

（URL：https://daigakujihou.shidairen.or.jp/list/contents/?jihou=386） 

・早稲田ウィークリー『早大、東京レインボープライドに 3 年連続で参加 学生たちが気付いた変化』

（2019/6/10） 

（URL：https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2019/06/10/63798/） 

・GS センター『GS センター 3 年目の挑戦』（2019/7/5） 

（URL：https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/07/05/2483/） 

https://www.waseda.jp/top/en/news/64650
https://daigakujihou.shidairen.or.jp/list/contents/?jihou=386
https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2019/06/10/63798/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/07/05/2483/
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・早稲田ウィークリー『友人からゲイであるとカミングアウトされたら』（2019/7/19） 

（URL：https://www.waseda.jp/inst/weekly/news/2019/07/19/65467/） 

・早稲田ウィークリー 『ミュージアムの多様な性とは？ 「エンパクに虹をかける─LGBTQ 入門」』 

（2019/10/10） 

（URL：https://www.waseda.jp/inst/weekly/news/2019/10/10/66369/） 

・Puente『日本で初めての LGBT 学生センター・早稲田大学 GS センター｜「多様性が目に見えれば変

わっていく」』（2020/03/24） 

（URL：https://puente.fun/whatissexualminority/） 

 

  

https://www.waseda.jp/inst/weekly/news/2019/07/19/65467/
https://www.waseda.jp/inst/weekly/news/2019/10/10/66369/
https://puente.fun/whatissexualminority/
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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。 

 2019/4/1～2020/3/31 の 1 年間での相談人数は、延べ人数で 198 名であった。この人数は、開

室初年度の 104 名、2 年目の 134 名と比較しても利用者と同様増加しており、1 年目と比較して約

1.9 倍、2 年目と比較して約 1.5 倍の数値となった。相談内容については、これまでの相談の多様性を

考慮し、分類を 15 項目に変更した。各分類と主な相談内容は表 9 の通りである。 

 

表９ 相談分類と内容 

相談分類 主な相談内容 

性別違和・性表現・ 

性別役割 

性別の違和感やジェンダー・アイデンティティ、服装や身体に関する性表現、

文化に規定された性別役割についての悩み 

性的指向・性愛・恋愛 誰に性的指向が向くか、性愛の対象は誰か、恋愛の対象は誰か、交際・パ

ートナーシップなどの悩み 

性行動・性の健康 セックス、マスターベーション、性感染症、性行動回避・過多、セーファーグッ

ズ、性器に関することなどの悩み 

クローゼット・カミングアウト・

アウティング 

ジェンダーやセクシュアリティに関する自他のカミングアウト行為・クローゼット行

為、自他のアウティング行為に関する悩み 

家族関係 家族との不和、別居や独立、死別や離別、家族からの暴力やハラスメント、

ひきこもりなどの悩み 

人間関係全般 人間関係全般、対人関係、コミュニケーション方法、友人・知人、周囲の無

理解・偏見・差別などの悩み 

心と身体の健康 精神的／身体的／発達的／知的な疾患や障がい、医療全般に関するこ

と、依存や嗜癖などの悩み 

大学内連携・大学内制度

について 

大学内の制度について、他部署について、二次被害について、連携合意につ

いての悩み 

就活や就労 アルバイト、就職活動、就労先の人間関係・いじめ・ハラスメントについての悩

み 

暮らしやお金 奨学金について、社会保障制度について、消費生活関連、違法な契約につ

いての悩み 

性的な暴力・ハラスメント 強制性交等、強制わいせつ、痴漢・盗撮・盗聴、ストーカー、セクハラについ

ての悩み 

言語や文化の違い 国籍、文化、言語に関すること、留学全般に関することの悩み 

情報収集 レポートや自身の学びのための情報収集（ジェンダーやセクシュアルマイノリテ

ィに関する知識） 

取材(設立経緯・運営など) GS センターに関すること（設立経緯や運営に関することなど）。 

その他 上記以外に関すること。 
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表９の分類に基づき、相談内容をそれぞれの区分に分類した。なお、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、表 10 のようになった。 

 

表 10 相談内容の分類と件数 

分類 件数 割合 

性別違和・性表現・性別役割 95 18% 

性的指向・性愛・恋愛 46 8% 

性行動・性の健康 25 5% 

クローゼット・カミングアウト・アウティング 34 6% 

家族関係 35 6% 

人間関係全般 66 12% 

心と身体の健康 44 8% 

大学内連携・大学内制度について 66 12% 

就活や就労 33 6% 

暮らしやお金 23 4% 

性的な暴力・ハラスメント 15 3% 

言語や文化の違い 20 4% 

情報収集 33 6% 

取材(設立経緯・運営など) 5 1% 

その他 1 0% 

合計 541  

 

最も多かった相談は「性別違和・性表現・性別役割」であった。その内容として学生生活面の中でも特に

ハード面で困難が生じやすい性別違和の悩みだけでなく、性表現や性別役割に関する疑問や違和感な

どの相談も多いことが分かった。次いで「人間関係全般」では、セクシュアリティにまつわる人間関係の悩み

が多く、親へのカミングアウトや友人との関係づくりなど、セクシュアリティが起因となる悩みや不安に関する

相談が多かった。また、「大学内連携・大学内制度について」は、教職員の対応に関する悩みや、学部

での配慮願の作成依頼、実習関連の合理的配慮などがあった。これら１つ１つの相談を学部や各箇所

と連携することにより、できるだけ学生が希望するような対応をすることができた。 

 そのほか特筆すべき事項として、「心と身体の健康」や「言語や文化の違い」など、ジェンダーやセクシュア

リティに関する悩みがきっかけとなり相談に来るケースが複数あった。前者は精神面が特に関連しており、

学生相談室と連携したり定期的な面談が必要など、継続的支援が必要となった。また、後者は特に留

学生が多く、言語的障壁で悩むケースが多かった。本センターは英語での対応は可能としているものの、

専門用語に関しては限界があることから、必要に応じて他箇所と連携する必要性を感じた。 

 これらも踏まえ、3 年目はジェンダー・セクシュアリティをきっかけに多くの複合的な相談を可視化すること

ができた。センターの認知度向上に比例する形で相談件数も増加しており、その内容も多岐にわたること

から、相談員はジェンダー・セクシュアリティだけでなく、それらにまつわる幅広い知見を有している必要性が

あることが明らかとなった。学内外には多くのリソースがあることから、必要に応じて連携を深め、チームで学

生を支援していく重要性を再認識することができた。 
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７ 次年度に向けた課題と展望 

（１）課題 

 開設して３年が経ち、今年度も多くの課題が見つかった。今年度も昨年度に引き続き教職員への研

修、イベントによる啓発、相談支援を中心に行った。また、今年は特に ALLY の職員のための勉強会や、

啓発のための動画コンテンツの作成など、教職員への啓発を積極的に行った。今年度見つかった課題と

して、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。2019 年度はエレベーターの

設置はできなかったが、身体に障がいのある学生の来室の際、障がい学生支援室と連携を図ること

ができた。このような事例からも、より具体的なニーズやアクセシビリティの確保の必要性を感じた。 

 

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への対応に課題が残った。2019 年

度は外国語対応ができるスタッフを多く雇い、イベントで少なくとも英語対応ができるようにしたり、英

語対応ができない場合はその旨を明記するなど、できる範囲での改善を行うことができた。一方で心

理的な側面を話す相談は、語彙の側面から対応できる内容に限りがあり、通訳者を用意していただ

かないと難しいことから、今後も外国語対応が課題として残る。 

 

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、学生スタッフをコアタイムのみ 2 名にしたも

のの、今年度もそれを上回る利用者数と、新人スタッフへの指導をしながらの利用者対応などで手一

杯の状況であった。結果として、センターの利用者対応はできていたものの、センター内でのイベントが

あまり実施できなかったため、イベントで増えやすい新規利用者の開拓が横ばいとなった。職員も事務

業務や相談対応に追われていたため大規模イベントもあまり開催できなかったことから、人員体制の

見直しの必要性を感じた。また、学内連携や研修も増える中、相談も増加したため、特に職員の増

員も急務である。 

 

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。2019 年度は、定期的なイベントの実施によって枠が保たれたため、一定数のイベン

ト参加者を確保しつつ、コミュニティスペースの運営が出来た。一方、常連の学生やリピーターの学生

が増えることで新規利用者にとって溶け込みづらいという新たな課題が出てきた。 

 

⑤ 学内制度の整備：前述のとおり、性別情報収集の見直しを全学的に開始した。一方で、学内で収

集する個人情報の「性別」が「戸籍上の性別」である点についても、システム改修も含む大規模な提

案であることから、進捗を生み出すことができなかった。これらの 2点について、次年度も引き続き検討

を訴えていきたい。 
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⑥ 支援体制の構築：今年度は他部署や教員と連携を図った結果、一部連携スキームも構築すること

ができ、チームで支援をできるようになった。一方で大学のダイバーシティを担うスチューデントダイバーシ

ティセンターの連携については、それぞれのオフィスの方針や状況も異なることから、今後の統合的な

学生支援をどのような形で実現していくかについて、オフィスの課長や職員が引き続き議論を重ねてい

っているのが現状である。 

 

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 

 これまでに来た相談を通じて、学内との連携を強めることにより、「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」を拡充することができた。モデルケースや連携スキームも構築できたことは大きな成果であるも

のの、所沢キャンパスや理工キャンパスの学生などのように、未だに連携をしたことがない学部もいることか

ら、引き続き相談をベースにしながら、各箇所との連携を図っていきたい。 

 

② GS センターの円環ミッションの維持  

今年度の集中討議でミッションが見直された結果、「つながる――相談支援・居場所支援」「つかむ・

おさえる――実態把握と課題解決」「つたえる――イベント・啓発」「ひろげる――認知度向上」という４

つが具体的に挙げられた。これらは GS センターの機能維持のために最も重要な要素であり、全てのミッシ

ョンが実行されることですべてが円滑に回っていくことが考えられる。これまで認知度向上が課題であったこ

とから、引き続きGS センターの認知度向上を目指し、新たに設置したブログや SNS、イベントを通じてミッ

ションを維持していきたい。 

 

③ ALLY 研修を通じた学生および教職員への意識向上、啓発のための活動 

今年度は GS センター専任職員が立ち上がり、主にセクシュアルマイノリティに関する職員勉強会を発

足させた。これに加え、昨年度に引き続き学内での研修要望の声を受け、早稲田大学職員の有志によ

る海外の研修内容をベースとした「ALLY 研修」の作成が始まった。2020 年度は、この研修の完成およ

び実施をすることで、学内の教職員がよりセクシュアルマイノリティについて学んだり、具体的に対応できる

ような知見を得られる取り組みを行っていきたい。この研修を実施することで、一定のリテラシーをもって対

応できる職員を増やし、キャンパス内の ALLY 職員の増加を目標とする。 

 また、現時点では具体的な方針は決まっていないが、GS センター内でも学生スタッフを中心とし、ALLY

学生を増やすことができるようなイベントや取り組みを行っていきたい。 
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④ キャンパス外への啓発活動 

 センターが3年目を迎え、徐々に学内の学生・教職員に対するセンターの認知度や需要は高まってきた

ものの、訪問・取材件数が減少する等、学外からの関心が下がってきており、危機感を感じる一年であっ

た。「大学にセクシュアルマイノリティ学生のための支援部署がある」という社会的意義は大きく、筑波大学

や国際基督教大学と同様、他大学や他団体への啓発を行っていくことは、あらゆるセクシュアルマイノリテ

ィが生きやすくなるために寄与すると考えられる。未だセンターの人員増加の具体的な目途は立ってはい

ないものの、本学の取り組みとその効果、社会的意義を発信することで、セクシュアルマイノリティだけでなく、

ジェンダーやセクシュアリティに限らずあらゆる人が過ごしやすくなるような社会に創るべく、できる限り学外で

の活動および学外団体との共催イベントを増やしていきたい。 

 

 

  



- 26 - 

 

8 学生スタッフの声 

 

「普通を問いただす」 

学生スタッフ ろーた 

 

GSセンター開設当初から働かせていただく中で、常に頭の中で考えていたことがあります。「普通」とはなん

なのでしょうか。 

 

振り返ってみると GS センターで 2.5 年も働かせていただいたのですが、思えばそれまでに人の普段感じて

いるであろう「普通」について真剣に考えたことはありませんでした。自分の普通や常識は、相手にとっても

常識だろうし、たぶんこれが社会の常識であり、普通のことなんだろう、と漠然に思っていました。 

ですが、そんなことはありませんでした。普通なんていうものはひどく曖昧としていて、これと言って一意に定ま

るようなものではないのです。 

モノの考え方はもちろん、得意なものや苦手なもの、セクシュアリティだって同じです。というかそりゃ違います

よね、だってみんな他人なんですから。 

今となっては当たり前に思うことができますが、この根本的な考え方が出来る様になったのは、GS センター

で過ごした日々のおかげです。 

 

業務は多岐に渡り、学生対応はもちろん様々な事務作業などたくさんありましたが、最も私の印象に残って

いるのは、初めての勤務のときにセンターに来てくれた学生さん。おそらくスタートメンバーの中で一番知識が

なかった私は、日々の学生対応や、職員さんのお話の全てが学びでした。生活の中で無意識に普通であ

ると決めつけて、特に気にも留めなかった事柄は、決して普通ではないという事に気づかせてくれました。 

 

そしてこれらの経験は、私にたくさんの知らない世界を教えてくれました。年齢などは関係なしに、ジェンダ

ー・セクシュアリティについて是非とも皆さんに学んでほしいです。世界がまず間違いなく大きく広がります。 

もしかしたらこれらについて学ぶことが怖いと感じる人がいるかもしれません。正直私は怖かったです。自分

の中の常識が壊れていき、新しいモノの考え方や、自分の想像の範疇を易々と超えてくる経験の数々は、

正直私にはそこそこ堪えました。思い返すと自分が何者なのか分からなくなる時期もありました。(笑) 

 

ですが今となっては、とても良い体験でした。未だに自分らしさであったり、何者であるか、といった事をうまく

説明できるような気はしませんが、それでも何かを掴むことが出来た気がします。GS センターで学んだ事は、

間違いなく大学生活の中でも特に大きなものであり、これからの私の人生を豊かにしてくれるものだと感じ

ています。 

 

3 年弱の短い間ではありましたが、GS センター関係者の皆様、利用者の皆様やその他様々な形でご協

力いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。 

この先 10 年 20 年と大学は勿論、世界中を変えていくようなセンターへと発展していくことを心より祈って

おります。 
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「自分と向き合う」 

 

学生スタッフ まっちぃ 

 

私が GS センターに入ったのは 2018 年度からです。 

 

センターが 10 号館にできた 2017 年当初、是非とも利用者として入ってみたいという思いはあったのです

が、チラリと見ては通り過ぎるばかりで、入る事ができませんでした。原因は、「入る所を他人に見られて自

分がセクシュアル・マイノリティだと思われたらどうしよう」という規範に縛られた強い恐怖を持っていたからです。

ただ、「GS センターの活動に参画したい」という強い思いは持っていました。そんな時に MyWASEDA で

“GS センター学生スタッフ募集”の項目を見つけ、「これだ」と思いました。私は、「大学を変えたい」というよ

りは、もちろんその思いも強くありましたが、センターの扉を開くきっかけにしたいと考えて、応募しました。 

 

私が GS センターの活動で１番印象に残っているのは東京レインボープライドでのブース出展とパレード参

加です。人混みの中、歩くのも大変で、「こんなにも多くの人が関心を持っているのか」とたいへん驚きまし

た。パレードでも沿道にたくさんの人がいて、絶えず“Happy Pride”と言いながらハイタッチをする。長い年

月をかけて氷河のように固まっていた無意識の規範が、溶け始めたような感覚がそこにはありました。後に

学生スタッフとして企画するイベントも含め、あらゆる勤務を通して、自分自身と向き合う機会をくれたのが

このセンターでした。 

 

最後に、英語が特別できるわけでもなく、デザインが特別できるわけでもなく、文書処理も人並みで、右も

左も分からなかった私にジェンダーやセクシュアリティの基礎から仕事のやり方まで丁寧に教えて、支えてくだ

さった職員の方々や、同僚として、また友達として、仲良くしてくれた学生スタッフの皆には感謝しかありま

せん。心よりお礼申し上げます。 
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「声を発し続ける」 

 

学生スタッフ ばみ 

 

ある朝起きたら自分が億万長者になっていることがそうそう起こらないように、ある日突然に社会の環境が

激変することはなかなかありません。そうであるからこそ声を発し続けることが大切なのだと、私は GS センタ

ーで学びました。 

 

”恥の多い生涯を送ってきた”ように思います。大方は私の感性が絶妙にほんの少しずれていたところに起

因しているのですが、私なりにその恥を楽しみながら生きてきたよう自負しています。しかしながら、私の行

為ではなく感性そのものによる恥：つまり社会の差別や偏見によって「かかされる恥」に関しては、到底受

け容れられないものだと常々感じてきました。私のジェンダー・セクシュアリティ観もこれまた“社会一般の通

念とされるもの”と絶妙にずれていたため、人知れず差別や偏見に晒されていたこともあったよう思います。 

 

差別や偏見がまかり通る環境に対して声を発することを止めてしまっていた私にとって、GS センターは安心

して発言できる初めての場所だったかもしれません。自分の考えをカジュアルに、しかし真面目に発信でき

る、GS センターのような環境に身を置くことで初めてわかったことがたくさんありました。自分自身にとって何

が大切なのか、異なる考えを持った方とどのように対話すればいいのか......そして、自分自身がどのような

偏見を持っているのか。これらを知ることでようやく、理不尽に No という声をあげることができるようになった

と感じます。 

 

学生スタッフとしては、少しでも声を届けたいという一心で、メールニュースの配信や一部ポスターの作成な

ど広報業務を中心に関わらせていただきました。配信を読んで初めて来室したという話や記事に対する感

想のメールをいただくなど、私の拙い言葉が誰かに響き返ってきたときはこの上ない喜びを感じました。一方

で、私が来室者の方の声を拾いきれなかったことも多く、心残りの絶えない一年であったとも痛感していま

す。 

 

声の往来は少なからぬ学びをもたらします。それは必ずしもポジティヴなものだけとは限らないはずです。そ

れでも、反響として声が返ってくるためには、まず発信し続けることが大切なのだと私は学びました。そうする

ことでジワジワと声が伝播し、少しずつ環境が良くなっていくのだと信じています。GS センターが今後より一

層たくさんの声を発し、そしてたくさんの声を受け容れ、安心して議論できる良き学びの場となったらいいな

と、ほんのりと願っています。 

 

学生スタッフとしては一年限りではありましたが、GS センターでお世話になったすべての方に、この場を借り

て御礼申し上げます。ありがとうございました。 
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おわりに 

 

「密度の濃い時間を生む場所」 

 

改めてこの報告書でこの 1 年を振り返ってみると、今年度もいろいろなことがあったことが場面場面の情景と

共に思い出された。職員の視点で見ると、報告書としては現れないスタッフの苦悩や葛藤も含めて顔が浮

かんできて、これだけの出来事の背景には必ず陰ながら頑張っている人が必要なのだとしみじみと感じた。 

  

驚くべきことに、この報告書に記載した出来事は全て GS センターという小さな場所から始まっている。 

GS センターは組織としての規模も、場所としての面積もとても小さくて、なかなか不便なことも多い。しかし、

この場所が GS センターとしての役割を与えられたお陰で、学生が集まり、話をしたり昼食を摂ったりできる

場所になった。実は、学生が実際に過ごすスペースで、職員もミーティングを行っている。直感的に、会議

室よりも利用学生に近い環境で話す意義を感じてのことだろうと思っている。丸々2 日間かけて行った集

中討議もチームビルディングも、また今年から有志の職員で始めた勉強会もこの小さな部屋で行われてい

る。職員勉強会は勤務時間外にも関わらず登録者は20名以上いて、昼間に学生がしているのと同じよ

うにこの部屋で顔を突き合わせて議論をしているのだ。 

  

大学の中にあってこんなに密度の濃い時間が日々生まれている場所が他にあるだろうかと思う。次年度も

この場所の存在を守るためにできることをやっていきたいと改めて感じている。 

 

 

GS センター専任職員 布施 直人 

 

 

「早稲田大学の原動力」 

  

2018 年に GS センター職員となった当初、専門職員・大賀一樹氏から聞いた言葉で、自分の認識を改

めたことがありました。それは「多様性があるからこそ生産性が高まる」という言葉です。早稲田大学が多

様性を育むというよりも、多様性の存在そのものが早稲田大学を成長させる原動力である、という考え方

でした。私は素朴に、前者だと思っていたのでした。 

  

日々の業務にあたる中で、私はその言葉を実感することになりました。この報告書にある通り、学生からの

一つ一つの相談に応えることで、GS センターが各学部などと連携する仕組みができ、特定の学生に対す

る配慮願いの作成や各種実習関連の合理的な配慮要請、などの実現につながっていきました。 
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2019 年はのべ 200 件近い相談が GS センターに寄せられましたが、一人一人の学生の声は決して大きな

ものではありませんでした。ただ、本当に真摯(しんし)な訴えであったと思います。そして、その声は実際に大

学を変えていったのです。学生の皆さんの中にある、疑問、違和感、悔しさ、悲しさ、怒り、といった感覚が、

大学を改善していく原動力となる多様性であり、また社会を変革していく力なのだ、ということを感じました。 

  

セクシュアルマイノリティ学生が少しでも豊かに学生生活を送ってもらうため、早稲田大学の取り組みや各

種対応、学内の手続き方法をまとめた『セクシュアルマイノリティ学生とアライのためのサポートガイド』は随

時更新を行っており、2019 年度は「ver3」を発行することができました。このガイドは GS センターを訪れ

る学生と共に、内容を充実させていくものです。皆さんの声が、まさに早稲田大学が成長する原動力の一

つになっているのだと思っています。 

 

 

GS センター専任職員 木綿 洋平 

 

 

「"当事者意識"のその先へ」 

 

 「神林さんは当事者であることを認めたほうがいい。」目からうろこが出た言葉です。2019 年 6 月から

GSセンターに配属され、LGBTが何の頭文字かも怪しい状態から1年間駆け抜けてきました。最初は知

識も経験もない自分に一体何ができるだろうかと不安でしたが、その時必要なことを考え、行動する。や

れることをやる。それでいいのだと思えるようになりました。お互いのことを知るためにチームビルディングをしよ

う、みんなの目線をそろえるためにミッションを考えよう、横のつながりを作るために勉強会を立ち上げよう、

支援者を増やすために ALLY 研修を作ろう。そうやっていろいろと動いていると、自然と目線も変わってくる。

ある時、「こんなに可哀相な人たちがいる。助けてあげなきゃ。」とおっしゃった方がいました。この言葉にモヤ

っとしたことをよく覚えています。その時はなぜそう思ったのかわかりませんでしたが、今ならわかります。また、

「神林さんはどうしてそんなに頑張れるのか」とよく聞かれます。これは大事な問いかけだと思いました。私の

中に起こった変化の理由が分かれば、同じように世の中の人を変えていけるのではないか。私のモチベーシ

ョンの源泉はどこにあるのか。しかし、内省してみても答えが出せませんでした。そんな時に冒頭の言葉を投

げかけて頂いて、はっとしました。「可哀相」と言われてモヤモヤして、「面倒くさい」と言われて傷ついて、「本

当にいるの？」と言われて戸惑って。気づけば私は一人の当事者でした。私が頑張るのは自分のためであ

り仲間のため。自分とは違う特別な人達を支援しているのではなく、自分と仲間のために頑張るのだ。そう

いう気持ちをたくさんの人にもってもらいたい。まだまだ課題は山積みで、出来ていないこと、やりたいことが

たくさんあります。"当事者意識"のその先へ。これからも走れる限り走り続けたいと思います。 

 

 

GS センター専任職員 神林 麻衣 
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「支援者として黙るのを止めた一年」 

 

今年度は、非常勤専門職員のパートナーであった渡邉氏が、常勤となったこともあり、比較的相談業務

に集中して従事することが出来た年であったように思います。それに比例する形で、継続相談者も増え、

GS センターが改めてセーフティ・ネットの機能を持っていることを考えさせられました。相談者の「語り」から

得られる貴重で唯一無二のジェンダーやセクシュアリティの多様さや微細さは、私たち自身の誰もが、この

ジェンダーやセクシュアリティにおける紛れもない「当事者」であることを感じさせてくれます。これらの課題に

対し、本人はたった 1 度しかない人生を費やし取り組んでいるわけなので、大学組織は、それらの人々の

ために、大学生活を全力で支援し、環境調整をする責任があると考えていますし、私もその組織の一員

として、相談者の代わりに「意見を伝える」という役割を遂行しようと考え、実行しました。あらゆる関係箇

所や、GS センター内の上司にあたる課長や、専任職員の方々、関係箇所の方々に、組織やシステムの

環境調整という観点から動いて頂くよう真摯にお伝えしてきたところです。時に、私の意見が、あまりにも非

全体主義的であり、個人のことを尊重しすぎていると思われることもあったかもしれません。そのように思わ

れるのは、私が「個人」として、まだまだ未熟であることも大きく影響しているかもしれません。しかし、私のパ

ーソナリティとは関係なく、これらの意見を私が黙らずに伝え続けるプロセスには、何万人かの LGBTQ 当

事者の「声なき声との出会い」と「死」があります。私のパーソナリティが何であれ、私がいつまでも黙らない

のは、どんな運営管理コストよりも、人の「命」を失わせることが何よりのコストだと考えている所以です。ま

た、WISH や SI プログラム、大学経営セミナーでの講義などを通じて、より多くの箇所の職員の方に、GS

センターの機能が持つ相談支援の重要性および GS センター外での各箇所が日常的かつ無意識的かつ

大規模な偏見や差別を認識し、LGBTQ の当事者を想定したシステムを作ることの重要性をお伝えする

機会も頂けました。 

 

私はきっと誰よりも自分がやっていることを批判的に疑っています。しかし同時に、私はきっと誰よりも自分

がやっていることを誇りに思っています。私に気づきを与えてくれた人々のために、これからも私は「わたし」を

使って、このセンターの可能性について考えて、意見を伝え、実行していきたいと思います。 

 

GS センター専門職員 大賀 一樹 

 

 

「充実した疲労感の毎日」 

 

今年度より非常勤職員から常勤職員となり、毎日のようにセンターの利用者に会うようになりました。本

格的な相談から軽い挨拶までいろいろなコミュニケーションをとってきましたが、観察していると GS センター

に明確なニーズがあって来室する人もいれば、お昼ご飯を食べたりレポートをしたり、なんとなく本を読みに

来たりと、その目的は様々でした。「サード・プレイス」のようなGSセンターでは、多様なバックグラウンドを持

つ学生が出会い、会話が生まれます。なんとなくそこにいるだけで、「ジェンダーやセクシュアリティに関心があ
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る誰か」とつながることができる本センターが、学生にとって安心できる居場所になっているといいなと思いな

がら見守っていました。GS センターで本を読んだり、イベントに参加したり、なんとなく雑談をすることで、少

しずつ変わりゆく利用者を頼もしく思いながら、自分自身も利用者にエンパワメントされていたと思います。 

 

唯一の常勤職員となることで、事務・イベント運営・相談などあらゆる業務に対応しなければならないプレッ

シャーはありましたが、スタッフの皆さんの支え合いながら、コアスタッフとして全ての業務に関わることで全体

像が見え、さらなる課題を発見することができたように思います。引き続き 1 人でも多くの学生が SOGI で

障壁を感じないような大学にできるよう、4 年目もミッションに忠実にひたむきに従事していこうと思います。 

 

GS センター専門職員 渡邉 歩 
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