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はじめに 

GS センター課長 野口 純世 

 

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。開室以来、セクシュアルマイノリティの当事者学生のみならず、ALLY（理解

者・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、実に様々な

目的で多くの学生が来室し、利用者数は右肩上がりに増えていました。 

ところが、2020 年度は、新型コロナウイルスにより、世の中の「日常」が大きく変わりました。本学におい

ては、キャンパスで見かける学生の姿はまばらになり、これまで賑わいをみせていた本センターの様子も一

変しました。しかし、学生の声を受け止め、届いた学生の声を形にするための本センターの活動は何も変

わりませんでした。本センターは、新たな「日常」の中のセクシュアルマイノリティ学生へ目を向け、いち早く、

オンラインによる相談やイベントを実施したり、本センターを積極的に広報するなどして、職員と学生スタッ

フが一丸となって、セクシュアルマイノリティ学生への支援を途切れることなく実施しました。このような1 年を

振り返り、あらためて思うのは、学生スタッフの頼もしさです。学生スタッフは、この状況の中でセクシュアル

マイノリティ学生のために何ができるか、学生の視点で考え、様々なアイディアを出して積極的に活動して

くれました。 

2021 年度、本センターはいよいよ 5 年目を迎えますが、本学が対処すべき問題はまだまだあります。

本センターは、今後も一歩ずつそれら課題を克服し、誰もが“多様な性”の中の一人として豊かな学生生

活が送れるキャンパスづくりを推進し、そして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ます。 

最後になりますが、この活動報告書が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の目に止まり、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幸いです。 

 

  



- 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１参照）。 

 

 

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、国籍、エスニシティ、性別（男女だけではない多様な性）、性的指向・性自認、障

がいの有無などに関わらず、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 

 

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 
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・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、

2020 年度 7 月の人事異動では、GS センター専属の常勤の課長が配属された。これにより、GS センタ

ーのスタッフは、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、課長 1 名、学生生活課との兼務の専任職員 3 名、学生スタッフ 7 名が在籍している。コロナ

禍では、4 月の緊急事態宣言以降、職員は在宅勤務と出校勤務のハイブリッド体制、学生スタッフは年

間を通して在宅勤務のみとなった。今年度の勤務時間と業務内容は、表１のようになっている。例年と

異なり、利用者対応は出校勤務をしている職員が行い、学生スタッフはオンラインイベントや GS センター

の広報活動を中心とした業務がほとんどであった。 

 

表１ 2020 年度コロナ禍における GS センタースタッフの業務内容 

 業務内容 

専門職員 相談対応、利用者対応、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・管理、その他 GS センタ

ーに関する運営業務など 

専任職員 利用者対応、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 オンラインイベント企画運営、GS センターの広報活動、その他 GS センター業務に関すること 

 

■ 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。 

・学生生活で感じた違和感や心配事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 

  



- 6 - 

 

２ 年間の活動 

（１）イベント 

2020 年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、当初計画していたイベントが中止や延期とな

ったものの、学生スタッフを中心にすぐにオンラインイベントに切り替え、対応することができた。結果的に少し

ずつノウハウを蓄積し、今年度はすべてオンラインで前年度と同じくらいの数のイベントを開催することができ

た。なお、今年度の総合的な分析については、「７ 今年度の総括と今後の課題・展望（p.27）」を参

照されたい。 

 

①SDC 連携イベント 2020「Think! Diversity」 

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 

10/2 （SDC 連携イベント 2020 第 1 弾）ICC オンライン・トークセッション： 
SDGs 入門～SDGs は世界の共通言語～ 
【主催】スチューデントダイバーシティセンター 
【協力】 SDG パートナーズ有限会社 
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2020/10/02/11470/ 

31 名 

10/28 （SDC 連携イベント 2020 第 2 弾） オンライン・テーマ・カフェ： 世界の課題
を知る切り札に！？～SDGs カードゲーム「X（クロス）」体験会～ 
【主催】スチューデントダイバーシティセンター 
【協力】金沢工業大学 SDGs 推進センター 
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2020/10/08/11486/ 

26 名 

10/29 （SDC 連携イベント 2020 第 3 弾）オンライン・トークセッション： With コロナ
時代の大学生として、僕たちはどう生きるか～新しい時代の「本・人・旅」と多様性
の考え方～ 
【共催】スチューデントダイバーシティセンター 
【協力】立命館アジア太平洋大学 
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2020/09/26/11460/ 

51 名 

11/12 （SDC連携イベント 2020 第4弾）オンライン・トークセッション： 「ダイバーシ
ティ」はだれのもの？～ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループのダイバーシ
ティとインクルージョン～ 
【主催】スチューデントダイバーシティセンター 
【協力】ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ 
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2020/11/12/11659/ 

35 名 

11/27 （SDC 連携イベント 2020 第 5 弾）～違いを知り合おう～ダイバーシティ体感＆
交流イベント 
【主催】スチューデントダイバーシティセンター 
https://www.waseda.jp/inst/dsso/news/2020/10/13/1765/ 

13 名 

11/24 （SDC 連携イベント 2020 第 6 弾）「ありのままのあなたが素敵！」っていうけれ
ど… ～バービー＆専門家と考える美容とダイエット～ 
【共催】スチューデントダイバーシティセンター、朝日新聞社メディアデザインセンター「か
がみよかがみ」編集部 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/11/06/3873/ 
開催報告： https://mirror.asahi.com/article/13983371 
         https://mirror.asahi.com/article/13992791 

436 名 

12/5 （SDC 連携イベント 2020 第 7 弾）あなたの意見が明日の社会を変える～福
島みずほと話すダイバーシティ～ 
【共催】スチューデントダイバーシティセンター 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/10/28/3922/ 
開催報告：https://note.com/gscenter/n/n4b47b4016953 

59 名 

合計動員数 651 名 

https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2020/10/02/11470/
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2020/10/08/11486/
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2020/09/26/11460/
https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2020/11/12/11659/
https://www.waseda.jp/inst/dsso/news/2020/10/13/1765/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/11/06/3873/
https://mirror.asahi.com/article/13983371
https://mirror.asahi.com/article/13992791
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/10/28/3922/
https://note.com/gscenter/n/n4b47b4016953
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2020 年度も、例年に引き続きスチューデントダイバーシティセンター（SDC）の連携イベントとして

「Think!Diversity」というテーマのもと、多様な価値観や生き方について学び、考え、理解することを目

的に開催した。今年度のイベントは、SDC に所属するそれぞれの箇所の学生スタッフが中心となり、国籍、

エスニシティ、性別（男女だけではない多様な性）、性的指向・性自認、障がいなどをテーマに企画を行

った。イベントでは、それぞれの参加者が多様なバックグラウンドをもって生きていることを意識し、表面的な

情報をもとに決めつけをするのではなく一歩立ち止まって相手の背景に何があるのかを考えてもらえるよう、

それぞれ工夫を凝らしたイベントにするよう努めた（表２参照）。 

 今年度の SDC イベントでは、例年同様アクセシビリティも重視しており、オンラインという開催形態でも

異文化、障がい、ジェンダー、LGBTQ+など社会的障壁で参加できないことがないよう、様々な立場で

想定しうる配慮について考え、準備を行った（広報文の日英表記、配慮に関する記載、参加申請フォ

ームでの氏名収集の工夫、イベント時の PC 文字通訳、手話通訳、資料の事前配布等の必要な配慮

情報の収集およびその手配など）。今年度はSDGs（持続可能な開発目標）や With コロナ、ダイバー

シティ、ルッキズム、政治など、多様なテーマで開催し、参加者からは満足度の高い感想が多く得られた。 

 

■参加者の声（原文より一部抜粋して記載）： 

（SDC連携イベント2020 第 6 弾） 「ありのままのあなたが素敵！」っていうけれど… ～バービー＆専

門家と考える美容とダイエット～（2020/11/24） 

・一つの問に対してパネリストの方の人生や考え方が反映された多様な回答が聞けて有意義だった。こん

なに捉え方が多いのなら、私も自分らしくを追求してもいいのかなと思えた。 

・ボディポジティブという言葉を、流行り言葉としてだけでなく、深く掘り下げて皆さん考察されていて、自分

のボディポジティブ像が具体的になり、より体を肯定しようと思えました。 

・参加者の皆さんのチャットでの感想やコメントが、強い言葉や断定的な言葉（一参加者の主観でしか

ないことがあたかも真理であるかのような口調で書かれているなど）が多く見受けられて、モヤモヤしました。

それもそれぞれの感じている違和感なのでしょうが、それを回収して説明していただけるわけではないので、

コメントをオフにできたらありがたかったです。 

・答えのない議題ではあるので、いろいろな意見や考えを知るという意味で楽しかったです。 

・ボディポジティブやありのままの自分、という言説に対して、否定や肯定をするわけではなく、深く切り込ん

だ話が聞けたため。バービーさんの経験に基づく話や、磯野先生の学問的な視点からのお話は大変納

得感がありました。もう少し深くお話を聞きたかったのが正直なところですが、限られた時間の中でも何度

もハッとさせられました。 

 

（SDC 連携イベント 2020 第 7 弾）あなたの意見が明日の社会を変える～福島みずほと話すダイバー

シティ～（2020/11/24） 

・政治家の人が仕事してくれるようにあえて自分は活動をしないというような、逆説的な意見が出てきた時

に、福島さんが「1 人のすごい人が大きなことをやるよりも、たくさんの人が少しずつやる方が、社会は変わ

る」とおっしゃっていて、心に残りました。 

・月並みな感想になってしまうが、政治を身近に感じることが出来てとてもよかった。福島さんが一方的に

話すのを聞くのではなく、学生との双方向でのやり取りだった点がよかった。 
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・政治にまつわる話ということで、かなり敷居が高いのではと思っていましたが、始まってみると、自分にも何

かできるかもしれない、と勇気をもらうことができました。 

・日本の政治のことを考えると、悪いことばかりに目がいってしまって、とても落ち込むし、悲しいし、怒りも湧

いてくるし、悔しいし、みたいな感情が渦巻いてしまいます。その気持ちはきっとこれからも私が抱えないと

いけないものだとは思いつつ、こういうイベントがあって、それに参加して、そこで話されている事柄について

耳を傾けて考える、みたいなことができることはすごく落ち着きます。悲しくなったり苛々したりしないで政治

のことと向き合える時間があるのはいいなと率直な感想ですが、そんなことを思いました。 

・福島みずほさんのお話を聞いて希望を抱かざるを得ませんでした。自分にできることを一つずつしていこう

と思います。かねてから政治家という職業に興味があり、どうして立候補を決めたのか、という質問に「それ

までの活動と地続きのものであった」と答えられていて、私も見習おうと思いました。政治家だけが政治的

なことをするのではない、と。 

・ダイバーシティが政治の場にも必要な理由が分かり、興味深い講演会でした。 

 

②GS センターコラボレーションイベント（大規模イベント） 

今年度の大規模イベント（表３参照）は全面オンライン化となったため、企画中だったものも含め延

期や中止を余儀なくされた。一方で、オンライン化をきっかけに GS センターで開催できるイベントを見直し、

これまでよく質問されてきた GS センターの情報について発信を行うことから始め、「コロナ禍」や「大学でで

きる学生支援」というテーマで他大学や他団体とつながり、コラボレーションイベントを行うことができた。 

今年度で 4 年目の参加となる Tokyo Rainbow Pride では、オンライン化に伴い全国の学生とつな

がるイベントや、GS センターの情報を発信するイベントを行い、認知度を向上させることができた。特に

「集まれ大学生！University  Pride Day」では、 ジェンダー・セクシュアリティに関するクイズを行ったり、

グループに分かれてパネルディスカッションを行い、関東県内だけでなく全国の学生とつながることができた。

同じような意識を持つ若者が集まり語り合うことで、互いにエンパワメントされるイベントとなった。 

 6 月には『すべての大学に多様なセクシュアリティを ーコロナによって変化する「つながり方」とこれからー』

というイベントを開催し、中央大学、早稲田大学を中心に、教職員・学生・卒業生などの立場にあるパネ

ラー7 名が座談会の形式で、互いの現状を報告し合った。イベントでは、オンライン化に伴いコミュニティ形

成や自宅での心理的安全性の確保に苦悩する学生の状況や、オンライン授業や対面機会のない中で

いかに学生とコミュニケーションを取りながら課題やリスクに対応するか苦慮する教職員の状況も報告され

た。本イベントを通じて、参加者がそれぞれの立場でコロナ禍での課題を再認識したり、その解決方法に

ついて考えることができた。 

 11 月には昨年に引き続き性教育をテーマにしたイベントである「性教育を、取り戻す。～専門家と考え

る性と身体～」を開催した。学生団体シャベルが中心となり、大学生のハラスメント、デート DV の実態や

性教育の不十分さについて言及し、登壇者からは性的同意やパートナーシップ、性と身体に関する性教

育についてお話しいただいた。結果として、シスジェンダーや異性愛者だけではない多様な性のあり方の当

事者を包括した学びの多いイベントとなり、本学の学生を中心に参加者からの満足度が非常に高いイベ

ントとなった。 
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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 

4/26 Waseda Pride Month 企画コンテンツ① 
 － TRP2020 オンライン『#おうちでプライド』 
【主催】特定非営利活動法人 東京レインボープライド 
開催報告：https://note.com/gscenter/n/n3f1f58622052 

ー 

4/30 Waseda Pride Month 企画コンテンツ② 
 －集まれ大学生！University Pride Day 
【主催】GS センター 
開催報告：https://note.com/gscenter/n/na549ccf967b9 

19 名 

5/1 Waseda Pride Month 企画コンテンツ③ 
 －『ぶっちゃけ「GS センター」ってなにしてるの？』GS センター活動概要説明会 
【主催】GS センター 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/04/21/3266/ 

ー※1 

5/26 Waseda Pride Month 企画コンテンツ④ 
 －「学生スタッフってどんな人？」学生スタッフにインタビューしてみようの会 
【主催】GS センター 
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/05/26/3271/ 

ー※2 

6/13 すべての大学に多様なセクシュアリティを ーコロナによって変化する「つながり方」と
これからー 
【主催】中央大学白門一新会（中央大学若手同窓会） 
【共催】GS センター、中央大学ダイバーシティセンター、中央大学 mimosa 
開催報告：https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/07/21/3582/ 

59 名 

8/30 LGBTQ+／セクシュアルマイノリティの労働問題は解決できる！～働く人のため
の労働トラブル対処法～ 
【共催】 NPO 法人 POSSE、GS センター 
【協力】 Change.org Japan 
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2019/12/23/7668/ 

164 名 

11/17 公開講座「地方自治体における パートナーシップ条例の意義と展望」 
【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/2020/10/20/9470/ 

73 名 

11/17 性教育を、取り戻す。～専門家と考える性と身体～ 
【主催】シャベル：早稲田で性暴力の根を切る、GS センター 
【協力】学生生活課 
開催報告：https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2021/01/12/4091/ 

263 名 

11/27 公開講演会「人の違いに価値を置き、多様な個性を尊重するということ」 
【主催】ダイバーシティ推進室 
【共催】ジェンダー研究所、GS センター 
開催報告：https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2021/04/01/10281/ 

137 名 

12/2 東北大学×早稲田大学 GS センターコラボ企画 性の多様性セミナー 
【主催】東北大学経済学部非営利組織論ゼミナール 
【共催】早稲田大学GSセンター、東北大学課外・ボランティア活動支援センター、日
本財団学生ボランティアセンター（Gakuvo） 
【協力】東北大学男女共同参画推進センター、東北大学学生相談・特別支援セン
ター、東北大学経済学研究科男女共同参画 WG 
開催報告：http://tumug.tohoku.ac.jp/blog/2020/12/15/19195/ 

188 名 

合計動員数 903 名 

※1：視聴回数 148 回（2021/03/31 時点） 

※2：視聴回数 243 回（2021/03/31 時点） 

 

 

https://note.com/gscenter/n/n3f1f58622052
https://note.com/gscenter/n/na549ccf967b9
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/04/21/3266/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/05/26/3271/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/07/21/3582/
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2019/12/23/7668/
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2020/10/20/9470/
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2021/01/12/4091/
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2021/04/01/10281/
http://tumug.tohoku.ac.jp/blog/2020/12/15/19195/
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■ 参加者の声（原文より一部抜粋して記載）： 

すべての大学に多様なセクシュアリティを ーコロナによって変化する「つながり方」とこれからー

（2020/06/13） 

・オンラインでのセクシュアリティに関してのプライバシーが守られることについてのメリットデメリットなど多くの気

付きがあった。学生、TA、など学生に係わる立場としての自分の言動やあり方などを再考しようと思えた。

そうした起こりうる問題に対して、無自覚であったところもあり、教員が気付ける場としてどう広げていくかの

は気になった。 

・在学生が困っていることを知り、大学職員として啓発活動に取り組みたいと思った。 

・LGBT 関連ではない団体の声も聴きたい、ディスカッションする時間がゲストのトークセッションと比較する

と物足りなく感じる。 

・話題を共有できる人とのディスカッションの場を持てることの素晴らしさを感じることができました。そういう

感覚が生まれてしまうこと自体が社会の多数派の観念からくるものであるであるのかもしれませんが、こう

いった場が救いになる人はたくさんいると思います。 

 

LGBTQ+／セクシュアルマイノリティの労働問題は解決できる！～働く人のための労働トラブル対処法～ 

（2020/08/30） 

・アウティングされた当事者の方の、生のお話が聞けたことは、事例で話されるよりもより強い印象が残りました。 

・心理的安全性確保と権利行使の両立が課題と感じた。 

・相談は敷居が高く、困っている人をいかに相談につなげるか、工夫が必要ということが印象に残りました。

また、労働法等を義務教育を含めてしっかり学んでいく必要性を感じました。 

・多様な性に配慮しながらも、トランスジェンダーの働き方について多くの情報を扱ってくださったので、当事

者としてはたくさんの学びがあった。 

・多くの方が困っていることだと思うので、もっと多くの人が理解をする必要があると思った。 

 

性教育を、取り戻す。～専門家と考える性と身体～（2020/11/17） 

・知っておきたい性知識が分かったとともに、責任感を強く持てた。特に性教育についてどのような在り様を

持てばよいかが分かりやすかったので、大変参考になった。 

・今までに受けてきた学校での性教育では知識が十分ではないと痛感した。今後、自身の身体、またパ

ートナーとの関係性についてきちんと考えていきたいと思う。 

・産婦人科に行くことに抵抗があるように、こうしたイベントへの参加にも抵抗があります。会場に行くのは

足が重いけれど、オンラインなので参加しやすかったです。男性のパネラーからの意見も聞いてみたかったと

思いました。 

・性的同意は、アクションを起こす側がするべきで、男性だけがするべきことではないという考え方にハッとし

た。自分は無意識のうちに男性がするものだと思っていたことに気づかされた。これは、性的同意を取らず

に性暴力をするのは男性だけという偏った考え方に繋がってしまうと思った。加害者は、性別に限らず誰

でもなりうるものだと改めて自覚した。 

・非常に勉強になりました。日本は、子どもに対する性教育は不足しているし、女性が自分の体を守る権

利が侵害されているし、男性は加害者になりやすい環境が整っているともいえると思います。この状況に
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気付いたのは私が「普通」とは違うと思ったときです。いわゆる「普通の(異性が好きで、性欲がある)人」

はこの状況に触れる機会はなく、性教育がもっと充実していれば性に関する問題を自分事としてとらえる

ことが出来るのかなと思いました。 

 

③GS センター内で実施される小規模イベント 

2020 年度も学生スタッフが中心となりイベントを企画・運営していたが、今年度は在宅勤務をしなが

らの準備となり、創意工夫を凝らしたイベントとなった（表４参照）。オンラインイベントは初の試みだった

が、所沢キャンパスや西早稲田キャンパスの学生など物理的開室時とは違う層の参加者もおり、オンライ

ンだからこそ繋がることができた参加者も多かった。 

 

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 5/7 First English Meet-up for LGBTQ+ Students 

https://note.com/gscenter/n/nb537af39e59c 

5 名 

2 5/28 The Menstrual Hygiene day ~Waseda X. Period@Tokyo~ 

https://note.com/gscenter/n/n9f515fd9eb62 

14 名 

3 5/29 テーマトーク「同性婚」 

https://note.com/gscenter/n/nd2232b1e15b9 

12 名 

4 6/2 English Meet-up for LGBTQ+ Students "Celebrating Pride" 

https://note.com/gscenter/n/n159bd1afbc81 

6 名 

5 6/16 English Meet-up for LGBTQ+ Students "BLM" 

https://note.com/gscenter/n/n159bd1afbc81 

6 名 

6 6/24 しんどみ会議 2020～便所からの叫び～ 

https://note.com/gscenter/n/ndbbed6826d35 

7 名 

7 6/30 English Meet-up for LGBTQ+ Students "Queer Pictionaly " 

https://note.com/gscenter/n/n6971c8fc2c0a 

6 名 

8 6/30 オンラインセミナー「コロナ禍をジェンダーの視点で考える」 

https://note.com/gscenter/n/n924f20619da1 

17 名 

9 7/6 生きづらさを考える会 

https://note.com/gscenter/n/n6330903b366d 

7 名 

10 7/14 English Meet-up for LGBTQ+ Students "Study break" 

https://note.com/gscenter/n/n6971c8fc2c0a 

4 名 

11 6/7-7

/20 

書評コンテスト 

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/07/29/3622/ 

3 名 

12 8/18 ようこそ！GS センターへ～大学生スタッフと話そう～ 

https://note.com/gscenter/n/ndfd025ace06b 

7 名 

13 10/14 カミングアウトについて話そう！ 

https://note.com/gscenter/n/n82f3125a91a4 

9 名 

14 10/22 GS センターオンラインラウンジ 4 名 

15 10/30 ”私”をどう伝える？”あなた”をどう聴く？ 

https://note.com/gscenter/n/n296ec9732a6b 

6 名 

16 11/4 GS センターオンラインラウンジ 5 名 

17 11/11 教えて！あなたのパワーワード！！ 

https://note.com/gscenter/n/n04e57feaa8bb 

6 名 

18 11/20 GS センターオンラインラウンジ 6 名 

19 12/4 GS センターオンラインラウンジ 5 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://note.com/gscenter/n/nb537af39e59c
https://note.com/gscenter/n/n9f515fd9eb62
https://note.com/gscenter/n/nd2232b1e15b9
https://note.com/gscenter/n/n159bd1afbc81
https://note.com/gscenter/n/n159bd1afbc81
https://note.com/gscenter/n/ndbbed6826d35
https://note.com/gscenter/n/n6971c8fc2c0a
https://note.com/gscenter/n/n924f20619da1
https://note.com/gscenter/n/n6330903b366d
https://note.com/gscenter/n/n6971c8fc2c0a
https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2020/07/29/3622/
https://note.com/gscenter/n/ndfd025ace06b
https://note.com/gscenter/n/n82f3125a91a4
https://note.com/gscenter/n/n296ec9732a6b
https://note.com/gscenter/n/n04e57feaa8bb
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表 4 GS センター内小規模イベントの内容と参加者数（続き） 

No 日付 イベントタイトル 参加者 

20 12/9 LGBTQ +就活・就労交流会 

https://note.com/gscenter/n/ndebe8bfb0b2e 

21 名 

21 12/16 理工キャンパステーマトーク:  

「リケジョ」って何なん？～「リケジョ」という言葉の功罪について考える会～ 

https://note.com/gscenter/n/n45d3fa1bc40c 

5 名 

22 12/18 GS センターオンラインラウンジ 7 名 

23 1/13 GS センターオンラインラウンジ 8 名 

24 1/20 GS センターオンラインラウンジ 5 名 

25 1/29 GS センターオンラインラウンジ 7 名 

26 2/17 GS センターオンラインラウンジ 5 名 

27 2/25 GS センターオンラインラウンジ 7 名 

28 3/4 GS センターオンラインラウンジ 6 名 

29 3/15 GS センターオンラインラウンジ 5 名 

30 3/18 GS センターオンラインラウンジ 9 名 

31 3/30 GS センターオンラインラウンジ 5 名 

合計参加者数 225 名 

 

■ イベント参加者の声（原文より一部抜粋して記載）： 

カミングアウトについて話そう！（2020/10/14） 

・やはりこのようなイベントに参加している時が最も、自分の気持ちに偽りなく喋ることができていると思いま

した。日々のモヤモヤを少しでも解消することができて、良かったです。 

・自分が日々抱えている違和感や疑問、モヤモヤをこうしたイベントで話せて毎回スッキリできて、本当に

助かります。普段はなかなか話せないことも共有できて、共感してくれる人がいるのは本当に力になります。

これからもぜひ参加したいです！！また、他の方からのお話も聴けて自分の視野もさらに広がり、とても

有意義な時間を過ごせました。 

・普段抱えているモヤモヤを吐き出すことができて、本当に良かったです。似たような悩みを抱える皆さんと

意見を共有できたことで、コロナ禍で孤立しがちな毎日に、活力を得ることができました。また、参加者の

皆さんの大切なお話を聞くことができたこと、本当に感謝しています。皆さんの人生には心から敬意を表

します。様々な体験談を聞く中で、胸が熱くなったり、過去を振り返る素晴らしい機会になったり・・・本

当にありがとうございました。親フラの恐怖があったりと、オンラインイベントは難しい面もありますが、今回の

ように GS センターからの参加を可能にするなど、様々な策を練っていくことが今後も重要になってきます

ね。大好きなオンラインイベントのためですから、私も色々と考えてみますね。 

・オンライン上だからこそ安心して参加できた。(オンラインで行うことで得られる安心感があった。) 

 

”私”をどう伝える？”あなた”をどう聴く？（2020/10/30） 

・参加人数が少なかったからこそ沢山話が聞けて言えて良かったです。自分の普通は周りと違うことを改め

て考え直すきっかけになりました。あと、思っていた以上に時間があっという間だったので、もう少し時間が

あれば嬉しいです。 

・GS センターのイベントに初めて参加させていただきました。最初は不安でしたが、スタッフの皆さんが温かく

歓迎して下さり、安心して自分の経験について話すことができました。また、自分の話したモヤモヤに対して

https://note.com/gscenter/n/ndebe8bfb0b2e
https://note.com/gscenter/n/n45d3fa1bc40c
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「そうだよね～」「わかる～！」と言ってもらえたり、逆に他の人の体験談を聞いて「私もそう思ってた･･･！」

と感じたことで、モヤモヤと共に抱えていた孤独感がふっと軽くなったような気がしました。また機会があれば、

他のイベントに参加したり、GS センターに足を運んでみたいです。本日はありがとうございました。 

 

LGBTQ +就活・就労交流会（2020/12/9） 

・クローゼットの方の生の就活体験も聞けてとてもよかったです。ありがとうございました。 

・当事者の率直なお話しを伺えたこと、大学の就活支援の状況を伺えたこと、あたたかなコミュニティの場

に参加させていただき、じーんときました。ありがとうございました。 

・複数の方の体験談を聞いて、カミングアウトなどのスタンスのバリエーションを知ることができたので、良かっ

たです。 

・当事者の方のお話は大変貴重でした。GS センターの活動にも感銘を受けました。ありがとうございました。 

 

 

（２）学内研修・啓発 

例年研修依頼があるが、2020 年度はコロナ禍で普及したオンラインでの研修依頼が多く寄せられた。

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。 

 

■ 新入職員研修「GS センター紹介」（2020/4/20） 

 2020 年 4 月入職の新入職員 30 名に対し、オンラインにて GS センターの業務紹介および「クローゼッ

ト」「カミングアウト」「アウティング」等の用語や、職員として業務上必要な対応の紹介を行った。GS センタ

ーの開室以来、春秋と実施しているこの研修であるが、質疑の内容から、職員のジェンダー・セクシュアリ

ティに関する知識の水準は年々向上していることがうかがえた。 

 

■ 早稲田大学ビジネススクール「企業人のためのダイバーシティ・マネジメント」（2020/7/7） 

 早稲田大学ビジネススクールの夜間MBA 生のための科目「企業人のためのダイバーシティ・マネジメント」

に招へい講師として授業を行った。およそ 40 名に対し、早稲田大学の D＆I、GSセンターの活動内容の

紹介、卒業生団体のネットワーキング、学生視点による企業・社会に望むこと、ディスカッション・グループワ

ークをオンラインにて行った。オンラインで時間が限られている中、これらのコンテンツについて紹介し、最後

にケースワークをすることで、参加者の多くがジェンダーやセクシュアリティに関して取り組むことの重要性を

認識することができたと考えられる。 

 

■ 国際学生寮 WISH 「SI（Social Intelligence）プログラム」（2020/7/13） 

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50 名に対し GSセンターの紹介やジェ

ンダー・セクシュアリティに関するクイズ、事例を通したワークをオンラインで実施した。クイズでは、チャット欄
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で〇、△、×で回答する形式で行ったが、一方的な講義よりもリアクションが必要な分、参加者と相互交

流的なやりとりができた。事例では、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。今年度はコ

ロナウィルスの影響でまだ入寮をしていない学生がほとんどであり、想像して考えることが難しいように思わ

れたが、積極的に意見交換をしたり、寮に対する提案を行うなど、意欲的な学生の様子が見られた。 

 

■ ジェンダー・スタディーズⅡ「GS センター紹介」（2020/12/3） 

 担当教員である教育学部の金井景子教授の依頼を受け、授業内で 15 分ほど GS センターの紹介を

した。当日は GS センターの設立経緯や、GS センターでできることを紹介した。関心がある学生から質問

があり、GS センターを広報するいい機会となった。 

 

■ 職員勉強会の実施（月 1 開催） 

 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共有や問題・課題の解決に向けた意見・情

報交換、人的ネットワークの形成を目的として、概ね月 1 回の開催頻度で職員勉強会を実施している。

参加者は有志の職員で、その回の当番が興味関心のあるテーマについて、発表とディスカッションを行って

いる（表５参照）。毎回テーマは異なり、各参加者がそれぞれ関わっている業務内容や関心も多様な

ため議論も活発に行われている。 

 

表５ 2020 年度の活動内容と参加者数 

日付 テーマ 参加者数 

2020/6/26 LGBTQ の第一印象、用語・べしべからず集 6 名 

2020/7/22 特権売買 14 名 

2020/8/25 LGBTQ Umbrella とジェンダー・ブレッド・パーソン 16 名 

2020/9/30 某高校での保健授業からちょっと考えてみる 
10 名 

LGBTQ×キャリア 

2020/10/26 セクシュアルマイノリティに関する調査について 12 名 

2020/11/30 ジェンダー・セクシュアリティについてあれこれ話す懇談会 16 名 

2020/12/21 道徳教育により、環境を変えていこう!! 8 名 

2021/1/26 図書館とジェンダー・セクシュアリティ 8 名 

2021/2/22 トランスジェンダーの基礎知識とライフヒストリー 15 名 

2021/3/1～3/31 読書感想文紹介（メーリスへの投稿） 5 名 

合計参加者数 105 名 

 

■『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』（2021/03/16） 

 今年度はコロナ禍によるオンライン授業での困りごともあり、以前にも増して学内の箇所と連携を強める

ことで、セクシュアルマイノリティ学生支援に関する情報を更新することができた。また、4 年目はキャリア関

係で学内連携を強めたり、各種手続きプロセスを可視化することで、学生がどのタイミングで相談をすれば
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よいかなど自身で考えられるよう工夫した。必要に応じて学生がこのリソースを用いることで、修学や学生

生活に役立てるとともに、引き続き学内のできること/できないことをできるだけ可視化し、今後の大学にお

ける課題解決に向けて役立てたい。 

(参考 URL：https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2021/03/16/4521/) 

 

■『セクシュアルマイノリティ学生のための配慮・対応ガイド（教職員向け）第 4 版』（2021/03/31） 

今年度は特にコロナ禍での修学環境について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

生支援に関する課題や改善点を知ることができた。今年度もできうる限りの対応をしながら、その情報も

反映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感じる障壁をどれだけ教職員が取

り除いていけるか示すことができた。今後も教職員に対し、SOGI に関する啓発や対応の指針などを示し、

セクシュアルマイノリティ学生たちにとって安心できる環境づくりを心掛けていきたい。 

(参考 URL：https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2021/03/31/10630/) 

 

 

（３）制度・運用の改善 

■大学における性別情報収集 

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。まずは、それぞれの部署でどのような書類で性別情報を収集してい

るのか、網羅的に把握した。今後は、この内容を踏まえて、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。 

 

■ ALLY 研修の制作および体験会の実施 

2013 年に公開され、100 か国以上で 25,000 回以上ダウンロードされているフリー素材 Safe 

Zone Project をもとに、セクシュアルマイノリティを理解し、支援する仲間、ALLY の育成を目的として、

GS センター、本学職員有志、本学学生有志が協力して ALLY 研修を制作した。前半はセクシュアルマ

イノリティに関する知識、後半はケースワークなどを中心とした、より実践的な支援スキルを習得するための

プログラムになっている。体験会を実施したところ、「今まで考えたことのない内容に関して考えるきっかけと

なった」「今日の研修内容だけでは、すべて吸収することはできないので、引き続き勉強したい」「大変わか

りやすく心に刺さった」という感想が寄せられた。現状は本学の新入職員や学生支援を担っている箇所の

職員を対象として実施する予定だが、ゆくゆくは全職員、教員、学生などに対象を拡大していくことを目

指している。 

 

 

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2021/03/16/4521/
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2021/03/31/10630/
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■ エレベーターの設置 

 2021 年 3 月より GS センターがある 10 号館のエレベーター工事が始まり、2021 年 10 月に設置予

定である。エレベーターが設置されることにより、階段を利用できない学生もアクセスできるようになる。しか

し、設置されるまでは引き続き利用できない学生もいることから、来室の際には必要に応じて障がい学生

支援室と連携を図り対応していきたい。 
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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。今年度は特に大学からの依頼が多く、教職員

向けの研修として、本学のダイバーシティ推進とセクシュアルマイノリティ学生支援の取組みについて、ダイ

バーシティ推進室と連携して実施した。この研修を通じて、大学におけるセクシュアルマイノリティ学生支援

に関する取組みの重要性について、改めてご認識いただく機会になっていれば幸いである。 

  

■ 大学教育学会 2020 年度課題研究集会大会校シンポジウム「今、学生支援で何を問うべきか： 

廣中レポート後の新たな課題から」（2020/11/28） 

 大学教育学会課題研究集会大会校シンポジウムでは、廣中レポートでは言及がなかった、つまり直近

の 20 年で従来以上に大きな課題となってきた学生支援の領域の 1 つとして、本学スチューデントダイバ

ーシティセンター長が本学のセクシュアルマイノリティ学生支援についてオンライン会議システム（Zoom）

にて報告した。具体的には、「早稲田大学スチューデントダイバーシティセンター／GS センターの取り組み

～セクシュアルマイノリティ学生支援の現場からみえてきたこと～」という題目で、本学のダイバーシティ推進

に関する取り組みや、GS センターの活動内容を伝えた。これにより、セクシュアルマイノリティ学生支援につ

いて、学会員である教職員に、今後ご自身の所属する機関でも課題として対応が必要となる論点として

共有されたものと認識している。 

  

■ 松山大学 FD・SD 研修（2021/1/26） 

 学生部学生支援室様からの依頼を受け、本学におけるダイバーシティ推進とセクシュアルマイノリティ学

生への支援について、ダイバーシティ推進室とともにオンライン会議システム（Zoom）にて報告した。松

山大学 FD・SD 研修の一環として、54 名（教員 13 名、職員 41 名）の方にご参加いただき、本学の

ダイバーシティ推進や GS センターの取り組みを伝えることができた。質疑応答では本トピックに関する踏み

込んだ質問や、地方と都内のセクシュアルマイノリティの認知度の差などを想定し松山大学ではどのような

ことができるかなど、具体的な質問もあり、本講演がセクシュアルマイノリティ学生をどう支援していくか参加

された教職員の皆様に考えていただく一助となった。 

  

■ 和歌山大学 SOGI 研修（2021/3/23） 

 経済学部ソーシャル・インクルージョン研究ユニット主催の 2020 年度ダイバーシティ研修としてご依頼を

受け、本学におけるダイバーシティ推進とセクシュアルマイノリティ学生への支援について、ダイバーシティ推

進室とともにオンライン会議システム（Zoom）にて報告した。当日は 70 名の方にご参加いただき、本

学のダイバーシティ推進や GS センターの取り組みを伝えることができた。質疑応答では本トピックに関する

踏み込んだ質問や、和歌山大学で策定した SOGI ガイドラインの運用の留意点など具体的な質問もあ

り、本講演がセクシュアルマイノリティ学生をどう支援していくか参加された教職員の皆様に考えていただく

一助となった。 
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（２）イベントへの参加 

■ 東京レインボープライド 2020 オンライン『#おうちでプライド』 （2020/4/26 於 オンライン） 

性の多様性を祝う「東京レインボープライド 2020」は、コロナ禍の影響でオンライン開催となり、当日は

twitter 上で GS センターからメッセージ発信を行った（図３参照）。また、プライドウィーク期間

（2020/4/25～5/6）はオンライン上でイベントを開催し繋がることができる場を提供したり、認知度向

上のために GS センターに関する情報発信を行った。（※詳細は、p.9 にある「２ 年間の活動 ②GS

センターコラボレーションイベント（大規模イベント）」内の「Waseda Pride Month」参照） 

 

 

 

図３ WASEDA PRIDE MONTH のロゴと実施内容 
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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：2020/4/1～2021/3/31）。本節では、図４のような利用者表から、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４ 利用者票 

 

（１）利用者数  

 

図５ 2020 年度利用者数の推移 
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今年度の GS センターの利用者数は、延べ人数で 189 名、実人数は 64 名であった（図５参照）。ま

た、新型コロナウィルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言により、表６のような開室状況であった。対面によ

る物理的開室日数は 112 日で、図書ラウンジ 3 名、コミュニティスペース 4 名を最大定員とした。 

 

表６ 2020 年度 GS センターの開室状況 

時期 対面 オンライン 

4/1～8/2 なし（一部希望者による対面相談のみ） 相談、イベント 

7/6～9/30 

 

週 2 時短開室（22 日間）：事前予約者のみ 

サービス一部利用可（相談、図書ラウンジ） 

相談、イベント 

10/1～11/8 週４時短開室（21 日間）：事前予約者のみ 

サービス一部利用可（相談、図書ラウンジ、コミュニティス

ペース） 

相談、イベント 

11/9～1/11 週 5 時短開室（33 日） 

サービス一部利用可（相談、図書ラウンジ、コミュニティス

ペース） 

相談、イベント、オンラインラウンジ 

1/12～2/3 週 5 時短開室（15 日間） 

サービス一部利用可（相談、図書ラウンジ） 

相談、イベント、オンラインラウンジ 

2/4～2/24 なし（入試期間で構内立ち入り制限のため） 相談、オンラインラウンジ 

2/25～3/31 週 5 時短開室（21 日間） 

サービス一部利用可（相談、図書ラウンジ） 

相談、オンラインラウンジ 

 

今年度は、物理的開室日数・時間の大幅減、対面授業がほとんどないこと、密を避けることなど、これま

でのように大学に来て居場所として利用するということができない環境となったため、利用者数は大幅に減っ

た。春学期はオンライン授業が中心で利用者も少なかったものの、秋学期は一部の学生が僅かにキャンパス

に来るようになり、10 月から 1 月は月平均 30 名ほどの利用者がいた。また、ここには反映されていないが、

来室の際学年を尋ねると、新入生の利用が高かった。 

 

 

図６ 4 年間の利用者数 

 

また、GS センターが 2017 年に開室して以降 4 年間の利用者を比較した結果を図６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たが、2020 年度は新型コロナウィルス

感染症拡大防止対策により、利用者が大きく減少した。この背景には、先に述べたような環境が大きく関

係していることが考えられる。なお、今年度の総合的な分析については、「７ 今年度の総括と今後の課
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■ 利用者の所属内訳 

表７ 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 44  創造理工学研究科 7 

法学部 15  先進理工学研究科 0 

文化構想学部 26  環境・エネルギー研究科 0 

文学部 15  情報生産システム研究科 0 

教育学部 6  社会科学研究科 0 

商学部 0  人間科学研究科 1 

基幹理工学部 1  スポーツ科学研究科 0 

創造理工学部 0  国際コミュニケーション研究科 0 

先進理工学部 6  アジア太平洋研究科 1 

社会科学部 12  日本語教育研究科 0 

人間科学部 1  商学研究科ビジネス専攻 0 

スポーツ科学部 2  政治学研究科公共経営専攻 0 

国際教養学部 2  法務研究科（法科大学院） 0 

政治学研究科 0  ファイナンス研究科 0 

経済学研究科 0  会計研究科（会計大学院） 0 

法学研究科 1  教職研究科（教職大学院） 0 

文学研究科 0  経営管理研究科（ビジネススクール） 0 

教育学研究科 0  教職員 23 

商学研究科 0  一般 33 

基幹理工学研究科 0  留学生 0 

合計 189 

 

「利用者票」に明記してある所属の内訳は表７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、今年度は全体的に物理的に来室利用する学生は少なかった。しかし、そ

の少ない中でも所沢キャンパスの学生や理工キャンパスの学生が利用してくれた意義は大きい。引き続き

各キャンパスへのアウトリーチを行い、積極的に効果的な広報をしていきたい。 

また、教職員や一般の利用率も高いことが分かる。教職員については、学生よりも大学に出校してい

るため単純に利用しやすかったことが考えられる。また、一般に開放した日数は少ないものの、変わらず学

外からの利用者数も今年度に占める割合では大きかったことから、学外からも関心を寄せられていること

が分かった。 

 

（２）利用目的 

 2020 年度の GS センターの利用目的は、新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴うコミュニティスペ

ースの一時利用制限や、学生スタッフの在宅勤務に伴い、「本・DVD の利用関連」が最も多かった。コミ

ュニティスペースが閉じられていても、DVD や書籍目的に来室する学生が多く、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。特に今年度はリソースを充実させ、蔵書数は 674 冊、DVD は

67 本となり、様々な分野の書籍や漫画、小説、絵本、DVD などを設置している。今年度の書籍貸出

利用者数は年間 121 名で、231 冊であり、コロナ禍においてもリソースへの需要が大いにあることが分か

った。 
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 次いで「相談」「GS センター・イベントの情報収集」「コミュニティスペース利用」だった。今年度も、コロナ

禍においても GS センターを利用したいという学生がいることが分かった。 

 

表８ 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 30 13% 

本・DVD の利用関連 87 39% 

相談 46 21% 

学生スタッフと話したい 9 4% 

コミュニティスペース利用 39 17% 

その他 13 6% 

合計 224  
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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４年目の 2020 年度の取材は 36 件（学内 4 件、学外 32 件）と、これま

でと比較してやや減少してきた（表９、表 10 参照）。 

 

表９ 取材者所属                   表 10 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 4 11% 

大学生・院生 8 22%  職員へのインタビュー 8 22% 

教職員(個人) 1 3%  イベントへの取材 0 0% 

大学(部署含む) 9 25%  共催依頼 3 8% 

メディア 4 11%  講演・研修依頼 8 22% 

公的団体 11 31%  広報・協力依頼 9 25% 

一般 3 8%  リソース提供依頼 3 8% 

その他 0 0%  その他 1 3% 

合計 36   合計 36  

 

今年度は、昨年度と比較してジェンダーやセクシュアリティに関連する他団体からのイベントの「広報・協力

依頼」が最も多かった。コロナ禍であっても例年と同じくらい依頼があった背景には、オンラインイベントでの

開催により住んでいる地域に関係なく参加できるようになったことが考えられる。また、継続して関係がある

団体ともお互いに広報協力をし合うなど、他団体との連携を強めることができた。 

次いで「職員へのインタビュー」「講演・研修依頼」が多かった。「職員へのインタビュー」では、コロナ禍に

おけるセクシュアルマイノリティ学生に関する取材が多く、授業のオンライン化に伴う新たな配慮の形や、支

援の在り方についての質問が多かった。「講演・研修依頼」では、他大学の教職員向け研修の位置づけ

で、本学のダイバーシティ推進やセクシュアルマイノリティ支援に関する依頼が多く寄せられた（詳細は 17

ページにある「３．学外活動について」内の「（１）研修会・講演会への登壇」を参照されたい）。こう

した依頼が例年ある背景には、セクシュアルマイノリティ支援を積極的に行っている大学はまだまだ少ない

ことが理由として考えられる。こうした依頼を通じて本学のセクシュアルマイノリティや SOGI 支援の必要性

を積極的に伝えていきたい。 

 

■ 取材記事・寄稿・関連記事 

・newTOKYO 『「誰もが輝ける場所」を目指す早稲田大学。LGBTs 学生を支援するダイバーシティ推

進室と GS センターの取り組みとは？』 （2020/7/27） 

（URL： https://the-new-tokyo.com/waseda-diversity/） 

・早稲田大学ダイバーシティ推進室（編集・発行）さんかくニュース No. 24 『 Part Ⅱ. セクシュアル

マイノリティ学生の思いに寄り添い、支える GS センター』（2020/9/10） 

（URL： https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2020/09/10/9236/） 

 

  

https://the-new-tokyo.com/waseda-diversity/
https://www.waseda.jp/inst/diversity/news/2020/09/10/9236/
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６ 相談件数および相談内容 

（１）今年度の相談件数および相談内容 

GSセンターでは、本学学生や、本学学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箇所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。また、緊急事態宣言に伴う職員の在宅勤務に

より、オンラインの脆弱性も考慮し、相談者に合意を取った上でオンライン相談を開始した。 

 2020/4/1～2021/3/31 の 1 年間での相談人数は、延べ人数で 113 名（実人数 37 名）であっ

た（内、オンライン相談 78 件、対面相談 35 件）。今年度の相談人数は、開室初年度の 104 名、2

年目の 134 名、3 年目の 198 名と比較すると、減少しているものの、コロナ禍においても初年度と同様

の相談人数があったことは注目すべき点であると考えられる。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 11 の通りである。 

 

表 11 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 11 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 12 のようになった。 

 

表 12 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 52 18% 

性的指向・性愛・恋愛 38 13% 

性行動・性の健康 13 5% 

クローゼット・カミングアウト・アウティング 7 2% 

家族関係 10 3% 

人間関係全般 43 15% 

心と身体の健康 42 15% 

大学内連携・大学内制度について 23 8% 

就活や就労 21 7% 

暮らしやお金 4 1% 

性的な暴力・ハラスメント 3 1% 

言語や文化の違い 5 2% 

情報収集 23 8% 

取材(設立経緯・運営など) 1 0% 

その他 1 0% 

合計 286 
 

 

最も多かった相談は「性別違和・性表現・性別役割」であった。内容としては、コロナ禍で自身と向き

合うことで気づく性別に関する悩み、本人の望まないジェンダー割り当てによる違和感、大学生活での困

りごと、身体治療に関することなど多岐に渡った。特に今年度はオンライン授業が多く、システム上の氏名

は通称名使用願を提出できないと変更できないことから、ハード面での困りごとが相談に直結するケース

も見られた。 

次に多かったのは、「心と身体の健康」と「人間関係全般」であった。「心と身体の健康」では、特にコロ

ナ禍での自粛生活がメンタルヘルスに影響を与えるということは社会的な課題としても取り上げられており、

本学の学生も例外ではなく、保健センターに繋ぐケースもいくつか見られた。相談を受けていて気づいた点

として、メンタルヘルスに関連するものや、ジェンダー・セクシュアリティが中心となる内容ではない相談もあっ

たことがあげられる。4 月のロックダウンおよび授業のオンライン化が急に決定し、学生はステイホームを強い

られたり、慣れないオンライン授業により抑うつ状態になったり、ジェンダーやセクシュアリティのことを話せる

家族がいないことでストレスを感じる学生も少なくなかった。保健センターと連携する事例もあり、学生のメ

ンタルヘルスや相談環境に配慮が必要な 1 年であった。 

次いで多かった「人間関係全般」や、その次に多かった「性的指向・性愛・恋愛」に関する相談では、コ

ロナ禍で人間関係について再考したり、自身と向き合うことで自分の性的指向について考えたりするなど

の相談が多かった。その他、主に就職活動における自身のスタンスに関する悩みとして「就活や就労」、コ

ロナ禍で困った相談を学内関係箇所と連携して対応する「大学内連携・大学内制度について」の相談

もあった。 
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これらの傾向から、今年度はジェンダー・セクシュアリティに関する相談は然ることながら、特にメンタルヘ

ルスに関する相談が多い１年であったことが分かった。GS センターでは在宅勤務が始まってすぐにリスクを

考慮しながらオンライン相談を開始し、7 月には職員の在宅勤務が解除されてすぐに対面相談も再開す

ることで、学生の相談環境への配慮を心掛けながら、できるだけ多くの学生の相談に乗れるよう工夫した。

そのことで、少しずつ相談が増えてきて、結果的に開設 1 年目と同じくらいの相談者数になったことで、改

めて GS センターの相談ニーズがあることを認識できたとともに、改めて幅広い分野の知識が求められてい

ることが分かった。今年度も保健センター、キャリアセンター、学術院（学部・大学院）と連携することが

多く、引き続き学内のリソースに繋げながら学生を包括的にサポートしていきたい。 

 

（２）相談を通じた今年度の成果 

■ オンライン授業受講に伴う通称名利用の例外対応 

 今年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために、5 月よりオンライン授業が開始されたことで、

Waseda Moodle 等のシステム上で表示される氏名表示の問題が顕在化した。対面での授業だと、名

札をつけて授業に参加しているわけではないので、クラスの人の名前などは見た目では分からないが、オン

ライン授業だとWaseda Moodleに表示される氏名（学籍上の氏名、通称名の設定をしている人は通

称名）が強制的に使用されるので、知られたくない自分の本名が常に画面上に晒されることで困る学生

がいることが分かった。これまで呼称（授業内での呼ばれたい名前）で授業を受けてきた学生や、事情

（例えば親にカミングアウトをしていないので通称名使用すると、保証人に成績通知などで通称名を使

用していることが知られてしまう等）があって通称名を使用できない学生にとっては、突然窮地に立たされ

ることになった。 

 これに対し、学術院や情報企画課と連携し話し合った結果、最終的に一度通称名使用願を出しても

らい、システム上の氏名変更を行うことで、授業時の氏名表示を改善した（図 7 参照）。保証人への

連絡については、住所を学術院経由にして氏名を変更し送付することで対応した。この対応の中でも、ま

だまだ不十分な点も多いが、困っている学生ができるだけ修学に専念できる環境づくりを整えていきたい。 

 

 

図７ オンライン授業に伴う通称名使用の例外対応の流れ  
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７ 今年度の総括と今後の課題・展望 

（１）今年度の総括 

■コロナ禍での利用者について 

 今年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止対策に伴い、GS センターの物理的開室日数は大幅に

減少し、大学もオンライン授業への移行に伴い、構内は閑散とした 1 年であった。GS センターは早期にオ

ンラインでのサービスを開始し、オンライン相談は 113 件中 78 件（全体の約 7 割）、オンラインイベント

の参加者数は全体で1,779名であった。オンライン相談は、今年度初めて開始したサービスであるものの、

利用者数が相談全体の 7 割ほどであり、多くのニーズがあったことが分かった。また、オンラインイベントも、

昨年度の 1,327 名よりも約 1.3 倍と増加していた。一方で、物理的利用者数は 189 名と、昨年度の

約 1/10 と激減した。 

これらの背景には、まず授業のオンライン化によりキャンパスに来校する学生が大きく減少したことや、イ

ベント会場への移動時間がなくなったことが大きな要因として考えられる。コロナ禍で大きく移動制限がか

かり、その結果物理的開室が減少したり、物理的に GS センターに来室する学生が大幅に減ったことで、

昨年度の 1/10 の利用者数となったと推察される。一方で、相談件数は昨年度よりはおおよそ半減した

ものの 100 名を超え、オンラインイベント参加者数は 1.3 倍となった。これは、オンラインでの相談やイベン

ト参加がコロナ禍で急速に普及し、その形態に慣れてきたことで心理的ハードルが下がったり、移動時間

や周辺環境をあまり気にすることなくイベントに参加できるようになったことが影響していると考えられる。ま

た、MyWaseda を通じて全学生に GS センターの相談やイベントをアナウンスできたことで、所沢キャンパ

スや西早稲田キャンパスの学生も例年より多く参加してくれたように感じた。 

しかし、物理的利用者数の大幅な減少や相談利用者の半減という結果は、「本当に GS センターが

すべての学生にアクセスしやすい環境であったか」という視点でも考察できる。例えば、今年度の物理的利

用者数の実人数は 64 名、相談実人数は 37 名であり、これまでの実人数と比較すると大きく減った。こ

れは物理的利用がしにくい環境と、GS センターの認知度、学生の相談環境（例えば家にいるとジェンダ

ー・セクシュアリティに関する話ができない）などの要因が密接に関係していると考えられる。さらに、GS セ

ンターはとても狭く密になりやすいので、十分な対策を行っても、これまで通りの利用者数だとクラスターが

発生しないとは言い切れない。万が一クラスターが発生した場合、「GS センターを利用していることを知ら

れたくない」という学生にとって、感染経路で GS センターを利用していたことが発覚するのを恐れ、アクセス

のしにくさに繋がるのではないかと考えられる。 

このように、どんどん学生を巻き込んでいきたい一方で、部屋が狭くクラスターが発生するかもしれない危

険性があるGS センターに物理的に利用者を呼び寄せることにはハードルがある。その対策として、物理的

に来室できない学生に対してオンラインの利用を勧めても、「ステイホーム」下では、ジェンダー・セクシュアリ

ティについて話しにくい環境が実態としてある。こうした「ダブルバインド」の状況下で、必要な学生に必要な

サポートやリソースを、物理的にもオンラインにおいても安心して利用できるように工夫していくにはどのよう

にしたらいいかを考えさせられる 1 年であった。 

 

■学内での改善 

 今年度は学内への声が少しずつ反映されてきた 1 年であった。まずダイバーシティ推進室と連携し、学

内で行っている性別情報収集に関する見直しを行い、全学的に不要な性別欄の削除や見直しを行って
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もらった。また、念願の 10 号館のエレベーター工事が開始され、2021 年 10 月に設置予定となった。他

にも、学内研修の依頼や ALLY 研修の開始、オンライン授業における「通称名使用願」の細やかな対応

など、これまでの学生の声をきっかけに始まった連携や、それに伴う教職員の意識の向上により、その成果

が少しずつ実り始めたように思われる。 

 

（２）今後の課題 

 上記の成果を踏まえ、次年度は以下のような課題が挙げられた。 

 

① スペースにおける課題：コロナ禍でも安心して利用できる環境にするためには、現状の部屋の広さで

は不十分である。また、昨年に引き続き、GS センターはセクシュアルマイノリティ学生への安全性が確

保された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

ることの難しさがある。2020 年度は全面オンラインイベント化と、顔画面や音声のオン・オフを選択で

きるようにしたため、対面時よりも参加しやすい学生がいた一方、先にも述べたように「ステイホーム」が

安全ではない学生にとっては、物理的スペースが必要とされる 1 年であった。コロナ禍でも安心して利

用してもらうために、スペース拡大は喫緊の課題である。 

 

② 学内制度の整備：本学ではシステム上の性別は戸籍上の性別であり、氏名も「本名」か「通称名」

である。特にオンライン授業下では戸籍上の氏名が画面に表示されることで授業に参加しにくくなった

という相談もあった。また、「通称名使用願」を利用すると、保証人への連絡時の氏名も全て変更さ

れてしまうことから、親へのカミングアウトが必須となる。今年度、通称名を使用していることを保証人

に知られたくない学生について、当該学生が所属する学部事務所と連携し、学部事務所においてオ

フライン作業を加える等運用の工夫がなされ、学部を通じた保証人への連絡は本名となるよう配慮

がなされたが、システム上で細やかな配慮ができるようなシステム改修が必要である。 

 

③ 外国語対応における課題：例年の課題となっているが、英語やその他外国語への対応に課題が残

った。2020 年度前期は英語が話せる学生スタッフが定期的にオンラインイベントを開催していたもの

の、後期は1度も実施されなかった。早稲田大学には多様なバックグラウンドの学生がおり、さらにセク

シュアルマイノリティ学生となると、日本においてはダブルマイノリティの学生となる。ただでさえ孤立しや

すいダブルマイノリティの学生にとって、今年は居場所をつくれていたかどうかを考えると、疑問が残る。ま

た、今年度も英語での相談もあったが、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。今後も外国語対応が課題として残る。 

 

④ 人員体制における課題：今年度は7月より、専任職員（管理職）が1名増となり、GS センターに

常駐できる職員が 2 名になったことで、オンライン勤務をしていた学生スタッフが不在でも利用者対応

が複数名でできるようになった。一方で、学生スタッフが受付にいないことで職員の事務業務が増大し

ているにもかかわらず、相談や学内連携、会議や研修などの場面が多かった。常勤が 2 人いてもなお

課題があったことから、学生スタッフをとりまとめたり、コミュニティスペースを責任もって運営できる専門職

員や、事務業務やイベント事務手続きなどを行える常勤職員の増員が望まれる。 
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⑤ 認知度の課題：今年度 Mywaseda を通じたアナウンスを行ったことで、早稲田キャンパス以外の学

生やあまり利用がなかった学部の利用者が多かった。全学的なアンケートは収集したことがないものの、

まだまだ GS センターの認知度は低いことから、今後も Mywaseda や全学メールで広報を行ったり、

SNS での発信を積極的に行うなど、工夫が必要である。 

 

これらの課題が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。

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。 

 

（３）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 対面・オンライン両サービスの質向上 

 2020 年度はオンラインがメインとなった1 年であったが、物理的利用者やオンライン利用者へのサービス

を今後どのようにしていくかは大きな課題となった。2021 年度はオンラインイベントが中心となるが、「三密」

を避けた形で GS センターのコミュニティスペースを開放したり、「三密」を避けながら対面イベントを行うなど、

これまで以上にアクセスしやすい環境づくりを心掛けていきたい。 

 

② GS センターの円環ミッションの維持と広報の強化   

 GS センターのミッション機能維持は継続して重要であり、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。特に 2020 年度は、コロナ禍をきっかけに Mywaseda を使用したイベン

ト広報やオンラインラウンジを開催することで新規層を開拓することができた。まだまだ GS センターの認知

度は高いとは言えないことから、どの学生も確認する Mywaseda やメールでの広報を継続して行い、学

内の認知度向上に努めたい。また、オリエンテーションや授業内広報、他箇所との連携を通じて、できるだ

け多くの学生に GS センターの情報が広まるよう積極的に広報していきたい。 

 

③ 学内連携による学内制度の整備・啓発活動の強化  

 学内での連携は、どんなジェンダー・セクシュアリティの学生であっても安心して利用できる学習環境やキ

ャンパスづくりのために必要である。未だ連携したことがない学部・大学院事務所との連携はもちろん、これ

までの連携体制も活かした環境整備をしていきたい。特に次年度では、これまで連携してきたダイバーシ

ティ推進室だけでなく、キャリアセンター、入学センターなどと連携を強めるだけでなく、連携したことがない

学術院とも、ALLY 研修や職員勉強会を通して積極的に交流していきたい。 

 

④ キャンパス外への啓発活動と連携強化 

 今年度はコロナ禍でオンライン研修が充実し、学会での発表依頼や松山大学、和歌山大学など遠方

の大学から研修依頼があった。大学でのセクシュアルマイノリティ学生支援は引き続き大きな課題であるこ

とから、他大学や他団体への啓発協力を継続的に行うことで、あらゆるセクシュアルマイノリティが生きやす

くなる大学づくりに寄与したい。また、少しずつ大学での SOGI 支援が広がってきたことから、情報共有や
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連携などを行い、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づくりにも貢

献していきたい。 
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８ 学生スタッフの声 

 

「GS センターがくれた希望」 

学生スタッフ あき 

 

幼少期の大半を海外で過ごし、大学生として帰国しました。当初、授業、サークル、アルバイトなどを

通して得た経験から日本社会が変われるということに対して非常に悲観的でした。日本文化における社

会関係には欧米にはない「タテ」という上下関係の概念が存在し、均一性を重んじるなどと言った文化が

根強いため、自由や個人の権利、平等などと言った考え方がそもそも浸透しづらいと思っていたからです。

GS センターに入ったばかりの頃は、早稲田のマイノリティをできる限り守りたいと思いつつも、日本の現実が

理想からあまりにもかけ離れていたため私はどこかで諦めていたのではないかと思います。 

 

学生スタッフとして GS センターで勤務するようになり、他の学生スタッフや職員、活動家や利用者の皆

さんと交流する貴重な機会をたくさんいただきました。皆さんが地道に大学の制度改革を進める様子や真

摯になって学生の声を聴く様子、そしてどんなに社会に否定されても「明日も頑張ろう」と前向きになって

生きているところを見て私は失いかけていた希望を取り戻すことができたのではないかなと思います。また、

LGBT 問題についてここまで一般的な認識がないということにはプラス面もあるということに気づきました。そ

れは、多数意見に頼れないため、人々を論破したりする前にそもそもの問題を理解してもらうという必要

性が出てくることです。私たち人間は他人事だと思っている問題から目をそらしがちですが、そこになんとか

して対話を持ちかけようとする活動家の姿勢を伺えるのが日本なのかもしれません。 

 

早稲田大学は国内ではジェンダー・セクシュアリティに関して比較的に先進的な制度や対策をとってき

た大学で、一当事者の私としてはカミングアウトしやすい環境に恵まれました。これも、声を上げてきた先

輩学生の皆さんと GS センターの設立に関わった方々のおかげだと思い、感謝しています。ただ、すべての

当事者学生がそう思えているかというと全くそうではないですし、学生の権利や尊厳に関する周知はまだま

だ足りていない状況です。GS センターの今後のさらなる発展と活躍に期待しています。 
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「GS センターから人生が動き始めた」 

 

学生スタッフ Yudai 

 

1 年間半の GS センターでの勤務を振り返り、私は心の底から大学生活の中で学生スタッフとして GS

センターで勤務できた事を誇らしく思うと同時に、自分の人生を大きく変えた場所だったと確信をしていま

す。セクシュアルマイノリティ当事者として、日々悩む自分に偏見、差別、つらさと正面から向き合う方法を

教えてくれたのは紛れもなくこのセンターでした。数あるGSに対する思いの中で自分がGS での良かった点

を 2 点述べさせていただきます。 

 

素晴らしい仲間•職員の方々 

It is not what you know, it is who you know. (何を知っているかではなく、誰を知っているかだ。)

これは私が大学入学時に高校の恩師からいただいた言葉です。知識や勉学も言わずもがな大事ではあ

りますが、それ以上に自分自身が誰を知っていて、どんな人と過ごすかで自分の人生は大きく変わるという

解釈を私はしています。私が GS センターを卒業をするタイミングに非常に相応しい言葉だと思います。私

はこのセンターで出会った人（学生スタッフ、職員、利用者、イベントに来てくださった方等）にたくさんの

成長する機会を貰いました。社会に対しても精力的に活躍される皆さんの後ろ姿を見て何度も感銘を受

け、それを原動力とし、自分自身の学外での活動にも大きく影響しました。この報告文のタイトルにもある

ように、自分の人生が大きく良い意味で動き始める起点となったのはこのセンターです。（GS センターの

別名、早稲田活動家養成所としても違和感ありません笑！）それくらいパワフルなみなさんにポジティブ

な影響を受けながら活動をしていました。 

 

「当たり前」を疑う力 

日常生活の中でよく遭遇する「普通」「当たり前」「常識」などという言葉。自分自身はGS に入るまで、世

の中の「当たり前」に自分を当てはめながら生きてきました。しかし、GS センターでの学びを通してこの「当

たり前」は多くの場合、マジョリティの人々が都合よく作り出す言説・習慣・行動パターンであり、必ずしも全

ての人に「当たり前」は適応されないと気付き始めました。この気付きこそ私が GS で手に入れた大きな財

産だと思います。また、社会はこの「当たり前」を完璧に内面化しない人達で前進するということをGS内で

活躍される仲間や職員の方々から強く感じました。 

 

この「当たり前」を疑う力＝クリティカルな視点を常に持ち続け、卒業後も常に社会的マイノリティのため

に戦う人間であることをここに誓います。GS センター関係者の全ての方々に感謝の気持ちを込めて、私か

らの活動報告とさせていただきます。ありがとうございました! 

  



- 33 - 

 

おわりに 

 

「改めて気付いた居場所の大切さ」 

コロナの状況はこれまで隠れていた様々な問題を明るみに出しました。 

奇しくも 2021 年は東日本大震災から 10 年の年で、社会的な混乱下で割を食うのは 

いつも社会的マイノリティであることを再認識した 1 年でもありました。 

  

今振り返って思うことは、オンラインになって困るのは、Zoom をつなぐまでもないけれど、LINE でわざわざ

伝えることじゃないけれど、ちょっと誰かに聞いて欲しい、そんな気持ちのやり場がないことだったように思いま

す。それは居場所があることの大事さでもあり、開室当初から専門職員の大賀さんがずっと言い続けてき

たことでもありました。コロナ禍で、居場所の大切さの持つ深い意味をようやく理解できたのだと感じていま

す。 

「だれかが待っていてくれているような気がする場所をいつも確保しておくこと。」そんなGSセンターの大事な

役割を改めて感じた年でした。 

 

GS センター専任職員 布施 直人 

 

 

「次にバトンをつなぐために」 

 

 今年は本当にいろいろなことがありました。組織体制の変更や新型コロナウイルス感染症の感染拡大

等によって、当たり前とされていたことが当たり前ではなくなり、GS センターの運営も大きな影響を受けまし

た。それでも他箇所と兼務をしていて感じることは、GS センターのしなやかさとたくましさです。次々に行事

やイベントが中止・延期される中で、GS センターはオンライン化などの工夫によって、いち早く環境の変化

に適応し、他箇所の模範となっていました。しかし、それは当然と言えるでしょう。なぜなら、GS センターの

日々の活動こそが、日常で当たり前とされていることを是正していくことであり、多様性を受け入れる利点

の証明といえるでしょう。私個人としても、ALLY 研修の立ち上げや相談支援、イベントの運営など、予定

外のことも多々ありましたが、様々な挑戦をさせていただきました。来年度は GS センターが立ち上げ 5 年

目を迎えます。これまで屋台骨となっていた専門職員の皆様の任期満了を迎える年でもあります。人が変

わり社会が変わり時代が変わっていくなかで、次にバトンをつなぐためにこれからも活動を続けていきたいと

思います。 

 

GS センター専任職員 神林 麻衣 
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「日々成長」 

 

 白戸さんは GS センター兼務ね、と配属前日に言われてから早くも 9 カ月が過ぎようとしています。GS セ

ンターってどこ？ というところから始まりましたが（早大生を長年やっていたのに情けない）、GS職員勉強

会を担当したり、サポートガイドを校正したり、理工の小規模イベントに携わったりと、新入職員の立場な

がらたくさんの業務に携わるチャンスをいただきました。毎日が新鮮で、全てが勉強になった年でした。果た

して、GS センターの一職員として立派に業務をこなしてきたかというと、不十分だったと思いますし、その分

は周りにいる素晴らしい職員の皆さんと、やる気溢れる学生スタッフに支えてもらったと感じています。2 年

目となる2021年度は、対面でのイベントや業務が増え、「GSセンターらしさ」をより実感できることに期待

しつつ、この一年学んできたことを生かしながら、日々勉強の精神で常に成長を止めぬよう、そして GS セ

ンターがより素敵な場所になるよう、頑張っていきます。 

GS センター専任職員 白戸 みな萌 

 

 

「灯りを絶やさないために」 

 

 今年度はコロナ禍の中でも GS センターの灯を絶やさないよう必死な 1 年でした。GS センターは早期に

オンラインでのサービスを開始しましたが、それで何もかも解決するとは思いませんでした。ただ、「孤立する

学生のために何ができるか」を最優先に、スタッフでよく話し合い行動してきたと思います。普段から「当たり

前」を問い直すセンターだったからこそ、こうした変化にも即座に対応しようとスピード感をもって対応してき

ました。 

 何かを選択するには、いつもリスクが伴います。組織が大きいほど、問われる責任も大きいです。特に今

年度は、これまで想像もつかなかったような選択を、大学は幾度となく迫られてきました。今年度の GS セ

ンターの活動が「完璧だったか」と問われれば、「はい」とは言い切れません。でも、リスクを負わないよう安

心できる策を時間をかけて模索する中で、零れ落ちていくかもしれない学生を、「仕方のないこと」として切

り捨てることは絶対にしたくないという気持ちで動いてきました。それは、これまでセクシュアルマイノリティをは

じめ、様々な社会的マイノリティがされてきたことと同じだからです。だから、どんな時も、できるだけ多くの学

生に情報を届け、アクセスしやすいルートを複数用意するよう、できるだけ最善を尽くしました。 

 2021 年度は、私にとって最後の任期となります。目まぐるしく変わるこの状況の中で、どのようにして GS

センターを安心して利用できる場所にするか、どんなイベントを行っていくかなど、まだまだ先が見えないです。

どんな時も、暗闇を照らし続ける灯台の１つになれるよう、安心できる居場所づくりや啓発活動に尽力し

ていきたいと思います。 

GS センター専門職員 渡邉 歩 
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「いつでも責任をとってもいいと思える行動を行う個人でありたい」 

 

 今年度は「変化に対応する」ことの重要性を改めて認識した年度でした。私自身は、オンライン相談や、

SNS相談の可能性とニーズについて2018年～色々と調べていましたので、それらを検証するいい機会と

もなりました。しかしながら、問題はオンライン相談自体や、相談者のリテラシーの課題よりももっと大きなこ

とでした。というのは、大学組織自体が、前例のないことを「しようとするか否か」がそもそもの問題だったから

です。私は、オンライン化することは「オプションを増やすこと」だと考えていますが、大学は「リスクを取ること」

だと考えていたのかもしれません。もちろん、私はなによりも対面で相談や対話をすることが大事だとも考え

てもいます。だからといってオンラインやリモートを排除する理由にはならないと考えてもいたのです。こういっ

た承認決定や検討に時間を割きすぎることで何が起こるのか？それは即ち、相談者である学生への不利

益だと考えます。 

 確かに、何かを失敗したり重大な欠陥があった場合に、責任を取るのは大学です。しかしながら、責任

を取ることは悪いことばかりではありません。むしろ、確実に相談者である学生にとって何が一番の利益か

を考えるプロセスの中で間違いを犯し、責任を取ることは、それこそがとても大事なことのはずです。なぜな

ら、そういったプロセスを踏まえ、責任と引き換えに私たちは新しいシステムを構築したり、より良いあり方を

模索することができる「可能性」を手に入れることができるからです。 

 ここまでお話して、何が伝えたいかというと、「何か／誰かに謝ったり、責任を取ること」を回避しての成

長・進化・改革はないと私が考えているということです。私は、私たち自身が、この大学に勤めること（ある

いは通うこと）を辞めざるを得なくなったり、あるいは全員に対して謝罪をしなければならなくなったりするこ

と自体を、回避するための行動ではなく、そういった時に自分自身の行動に改めて自信が持てたり、悔い

がなかったかを振り返ったうえで「責任を取ってもいい」と考える大学や組織やチームや個人で是非ありたい

と、心から願っています。私自身にも自戒を込めながら、これからも様々なオプションを提示したり、自分自

身の行動に素直に、そして、自由に発言するのと引き換えに「責任」を取っていきたいと思います。5 年目

も地道に頑張ろうと思います。 

GS センター専門職員 大賀 一樹 
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