
「性の多様性」が尊重される学校づくり

子どもの声
から考える



　学校もまた社会と同様、外見あるいは書類上の「男か女のどちらか」で「異性を好きになる」ことが前提
のシステムとなっています。その前提から外れる子どもたちの存在は、「いないこと」になっているのが現状
です。マイノリティである（かもしれない）子どもたちにとって、選択肢がなく、自分らしさを否定され、
肯定的な情報を得る機会がない学校の日常が、成長過程にある子どもたちへ与えるマイナスの影響、メンタ
ルヘルスへのダメージは計り知れません。学習機会や経験を奪われ、尊厳を奪われた現状は、不公平で不平
等な環境であると言えます。

　学校や教育の本来の目的・目標は、子どもたちがそれぞれの可能性を伸ばし個々の力を発揮できること、
そのために必要な学ぶ力、生きる力を育むことです。そのためには、学習や生きる力を阻害している物理的・
意識的・情報面・構造的な障壁が解消され、多様性が尊重される学校づくりが求められます。

　この冊子は、教員や性的マイノリティ当事者等、さまざまな立場で工夫し活動してきたメンバーが、それ
ぞれの経験をもちより、性の多様性に関する教育活動を行う上で大切にしたいポイントを整理したものです。
性の多様性をどのように伝えていくか、多様な人々が共に生きていくために必要な知識や力をどう育むの
か・・・。年代や地域にあわせて、先生方が授業を作ったり、学校の環境を整備したりする際の、ヒントに
していただきたいと考えています。したがって、すぐに使える授業案やワークシートなどはあえて掲載して
いません。この冊子が先生方の議論や対話のきっかけになることで、子どもたちにとって、教育の場や学校
環境が公平な場になること、よりよく改善していくことの一歩につながることを願っています。

　性のありようだけでなく、そもそも人のありようも差別の構造も多様で多層的、複雑なものです。したがっ
て、性について考えること、性の多様性の学習も、必ずしも「わかること」「理解できること」「正解」があ
るとは限りません。考えること、考えて試したり、行動してみたりすることの経験（そのための材料）だと
考えていただければと思います。

　どのように生まれてくるかは選べなくても、どのように生きるかを決めるのはその人自身です。
　私たちは、性別・性自認・性的指向・性別表現にかかわらず、すべての子どもたちの教育機会と、情報を
知る権利、自分らしい表現、それぞれの自己決定が保障され、尊厳が守られることを願っています。
　未来を担う子どもたちが多様な性のありようを肯定的に受けとめ、希望を持って自分らしく学校生活を送
ることができるよう、そして、マイノリティの子どもたちにとって、学校が安心・安全で居心地の良い場所
となるよう、この冊子を活用していただければ幸いです。
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学校をすべての子どもたちにとって公平な学びの場に

性別、性自認、性別表現、
性的指向等にかかわらず、
誰もが自分らしく暮らせる
　　　社会＆学校に



誰にも言えない孤独

何かあっても
相談できない

　「気持ち悪い」と
笑っている姿を見て
　　傷ついた

　同性が好きだと
気づいた時、とても　
　ショックだった！

差別に怒れない、
自分でも自分が
気持ち悪いから…

心の性別で生活できず、
魂が抜けた状態の毎日

将来に全く
希望がない

もっと早く情報が
あれば、悩まずに
    すんだのに！ホモ、おかま、

気持ち悪いと
    言われた

ずっと嘘を
ついてる気分

◎参考：「わたしたちはここにいる～性的マイノリティの声：奈良県版」

３

的マイノリティの声〈学校の思い出・困ったこと〉

結婚は？彼氏は？
と聞かれることが
　　ストレス

修学旅行の風呂
が嫌だった

ランドセルの色、
制服、水着・・・
とにかく男女分け
　が嫌だった トイレが困った

先生に、もっと
男らしくしなさい
　 と言われた

異性愛者のフリ
をする緊張感。
周囲とは距離を
とっている

恋愛話がすごく
しんどかった！

　　自分が
「いないこと」に
なっていてつらい

　性的マイノリティである（かもしれない）子ども
たちは、さまざまな困りごとや生きづらさを抱えて
います。学校も一般社会と同様、「見た目の男か女」
で「異性が好き」であることが前提の教育や環境と
なっているからです。
　しかし子どもたちの声が、学校に届くことはほと
んどありません。人とのちがいに気づいた子どもた
ちが自身を肯定的に受けとめることが難しいこと、
誰かに相談できると思えない心境、切実な声が軽視
されがちな現状は深刻な問題です。
　学校の中で見える子どもの訴えは、あくまでも氷
山の一角です。言えないでいる子どもたち、苦悩の
中で孤立している子どもたちがたくさんいるはずで
す。一人ひとりのケースに、丁寧に対応していくと
同時に、マイノリティの生きづらさから学校や社会
の課題を認識し、根本的に解決していく視点が必要
ではないでしょうか。今ある学校の中の不平等や課
題が解決されること、教育内容も含め、学校の環境
が整備されることが大切です。
　マイノリティの声から何をどう考えるのか、学校
現場における課題、その解決に向けての取り組みの
ヒントをまとめてみました。子どもたちの声や困り
ごとに接した際の参考になればと思います。

①〈現状認識〉
　当事者の声やデータなど、情報を収集する
②〈アセスメント：分析〉
　その背景や原因を考え、現状の何が問題なのか
　課題を整理する
③〈プラン：計画〉
　課題を解決するためにはどうしたらいいか考える。
　→すぐできること、時間や準備が必要なこと、
　　優先順位を考える。
④〈実行〉計画を実行してみる。
⑤〈評価〉困りごとや課題が解決できたか？
　→解決できなければ、①に戻って再検討

※実行して終了ではなく、常に点検＆更新しましょう。

①知る ②分析 ③計画
④実行

・声を聴く
・困り事を
・現状を

・背景
・原因
・課題整理

・教育や支援
・環境整備
・課題の解決

⑤評価

具体的には次ページへ

性



①困りごとや現状を知る〈声＋情報収集〉 ②背景や原因を考えよう〈課題整理〉

４

学 校における課題と対策のヒント～尊厳と安心安全を守る～

3、性的マイノリティに否定的な環境
　・否定経験によるストレスや自尊感情の低下
　・肯定情報や教育（性の多様性）の不足
　・将来への希望が持ちにくい環境
　・ロールモデルがない（見えない）
　・自分らしい生活（経験）ができない

 地元では言えない、
自分を偽って
生活するしかない

　相談
できない

１、身体（書類）性別で扱われる

男・女らしく
  と言われる

制服、着替え
   健康診断

理解がある
　か不安

プライバシー
　が不安

名簿

書類性別で
判断される

４、助けを求めにくい：アクセス困難

２、異性愛前提

　　結婚は？
彼女・カレシは？
孫の顔を、と言われる

結婚できない、
　家族扱い
されない未来

異性が
好きなフリ

恋愛話が
  つらい

３、自己否定、生きづらさ

「いないこと」
になっている

自殺ハイリスク
　孤独・孤立

周囲が笑ってる
　のに傷つく　将来像が

　見えない

  自分は
変なんだ

５、偏見・いじめや暴力被害
気持ち悪い
と言われた

相談時の
２次被害

いじめ被害
  暴力被害
    性被害

いじめられて
引きこもりに

おかま、ホモと
      言われる

5、性の多様性に対する偏見
　・多様性や人権に関する認識の不足
　・性の多様性に対する否定的な環境
　・性別役割（男・女らしさ）の固定概念
　・性的マイノリティに対応可能な支援の不備
　　（ＤＶ、犯罪・性被害、人権相談、災害時）

１、性自認・性別表現の多様性への認識不足
　・性自認や外見が、身体性別や書類（戸籍等）とは
　　異なる人がいることが想定されていない
　・自分の思う性別で暮らせない
　・身体を人に見られることが苦痛
　・男か女の二択を迫られがち

2、性的指向や家族の多様性への認識不足
　・好きになる相手は異性とは限らない
　・異性愛者であることが前提のシステム
　・同性パートナーは制度の対象外
　・結婚や妊娠前提、異性愛者前提の会話
　・隠すために異性愛者のフリをする葛藤

4、環境の不備：安心の不足
　・マイノリティは想定外のシステムや環境
　・選択肢がない〈不公平・不平等な環境〉
　・安心できるかどうか、判断材料がない
　・対応可能な相談先、資源がない
　・マイノリティのニーズが認識されていない

　ずっと
ひとりぼっち？

悩みを軽く
扱われがち



５

（3）肯定的な情報の発信
　・多様性を意識した言動、肯定的メッセージ
　・教室、図書室、保健室に本やポスター
　・性の多様性を学ぶ＆伝える取り組み、授業
　・「幸せ観」「家族観」「概念」を広げよう
　・「ホモ・レズ・おかま」発言、差別を放置しない

（１）その人の性自認・性別表現を尊重
　・その人（自認性別や希望）を尊重した性別の対応
　　→制服、髪型、性別分け、書類上の表記、通称等
　・希望時個別対応：検診、更衣、入浴、トイレ
　※受診や診断書を強要しないこと
　※一律対応せず、個別によく話し合う

（２）性的指向の多様性を尊重
　・同性カップルも含め、多様な家族の形を尊重
　・異性愛者前提で接しない
　・中立言葉の工夫：恋人・つきあっている人、
　　おつれあい・パートナー、保護者・ご家族
　・職場環境の改善：福利厚生、互助組織

（５）学習や支援の場を
　・職場や家族・住民向けの学習機会
　・通信やポスターなどの活用
　・いじめ、暴力、ＤＶ被害の支援体制・連携
　・情報・メディアリテラシー（うわさに流されない）
　・多様性を尊重し、差別を許さない関係づくり

（4-２）安心安全公平な環境に
　・性別への配慮：誰でもトイレ、個室化、自認対応
　・男女分けの見直し：名簿、服装、役割
　・選択肢を増やす：制服、水着、体操服など
　　→自由化、選択制、ユニセックスデザイン
　・相談環境の整備：サインを出す＆拾う

（4）安心につながる対応〈敬意と尊重〉
　・見た目で性別や性自認、性的指向を決めつけない
　・「男／女らしさ」よりその人らしさ
　・関心事、興味、性別表現、自己表現、多様性、
　　その人の気持ちを尊重する
　・性的指向や性別表現等を笑いやウケ狙いにしない

（3-２）相談があれば
　・否定せずに傾聴（助けが必要とは限らない）
　・何者かより、困りごとに焦点を
　・誰が知っているか（アウティング防止）
　・セクシュアリティにとらわれず包括的視点で
　・受けた人への支援も　　※自己決定の支援

（2-２）家族への支援 
　・家族が理解者とは限らない〈教員が良きモデルに〉
　・家族の不安・とまどいへの配慮
　　→「育て方が悪かった」「治る？」「不幸だ」
　・勝手に親に伝えない（本人と相談）
　・家族がマイノリティの場合も想定

（5-２）社会的課題への関心を
　・社会の動向：ニュース
　・その性別欄必要？
　・いじめ、セクハラ、パワハラ、アウティング防止
　・マイノリティが働きやすい職場
　・マイノリティを想定：例）にじいろ防災ガイド

③どうしたらいいか考えよう〈プラン〉→④実行してみよう

社会状況は子ども
の未来に直結！

⑤どうなった？〈当事者目線・課題解決視点で評価〉→①へ戻る

願いは公平性→解決目標に

自分らしい
服装や髪型好きな人を

否定されない

差別や暴力
を受けない

　安心して
学べる環境

自認の性別で
　通学できる

→p.19 へ

→p.6 へ
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　社会と同様、学校でも、マイノリティの存在は想定さ
れていません。学校環境の不備は、苦痛や不便、健康問題、
不登校などの課題にもつながっています。学校内の不平
等が改善され、1日の多くを過ごす学校の環境が安心で
きる場であること、そのための環境整備が求められます。

●それって必要？　～ルールを見直そう～
　男子／女子、と性別ごとに決められたルールについて
見直してみましょう。何でも一緒にするということでは
なく、そこに、性別の固定概念がないか、本当に必要な
のか見直すこと。環境の点検・整備は意識の点検でもあ
ります。常に点検、更新するとともに、必要とする人が
選択できるような関係・環境づくりも大切です。

●ユニバーサルな環境に
　大切なことは、マイノリティを特別扱いすることでは
ありません。少数の立場から見ることは、新たな気づき
を得ること、多様性を尊重し、誰にとっても生きやすい
環境への第一歩です。

●「わがまま」ではなく平等・公平性の話
　多くの人にはあたりまえにある選択肢が、一部の人に
ないことは、不平等・不公平な環境であるといえるでしょ
う。必要な人に必要な対応をすること、今ある不平等や
不公平を解決することは「特別扱い」でも「わがまま」
でもありません。マイノリティも含めすべての人にとっ
て使いやすい環境、選択肢を工夫していきましょう。

●診断書や受診、カミングアウトを強要しない
　そもそもＬ／Ｇ／Ｂ／Ｔ／Ｑであることや性のありよ
うが典型的ではないこと自体は、医療や治療の対象では
ありません。
　対応の基本は、その人のありようを尊重すること、人
としての尊厳を守ることです。学びの機会や学校生活の
質を守るという視点で検討しましょう。
　また個別に対応をする際にはカミングアウトを強要す
ることがないよう、誰にいつどのように説明するのか／
しないのか、どのような問題が想定されるかについても、
当事者とよく相談しましょう。

●男女分けを見直そう
　□名簿→混合名簿
　□制服→自由化、選択制
　□髪型→自由化、ルール統一（男女別にしない）
　□役割分担→男女別をなくす
　□呼び方：「君／ちゃん」→「さん」
　□他

●選択肢を増やそう
　□制服　　□水着　　□体操服　　□他
　→自由化、選択制、ユニセックスデザイン

●性別に関係なく使える設備があるか
　□トイレ：誰でもトイレ、個室化
　□更衣室やシャワー室

●修学旅行や宿泊研修時
　□入浴　□宿泊部屋
　→希望があれば対応できる工夫を

●体育など男女別授業やクラブ活動
　→共修化、選択制

●相談環境の整備
　□教職員やスクールカウンセラーの研修
　□性の多様性に対応できることの周知
　□教職員のための情報共有・相談の場

●情報発信
　□書籍や資料の収集＆配置　□ポスター
　→教室、図書室、保健室

※何でも個別／個室対応など一律対応しない。
　個別対応が必要か、自認性別で対応することが可
　能か、どのような工夫ができるか…、選択肢を増
　やした上で、最終的には当事者自身が決めること
　が望ましい。ケースに合わせ、準備や段階的実施
　も考慮しましょう。
※学生寮は生活の場です。集団の中でのストレスや
　苦痛、人間関係に注意が必要です。
※学校の中で、機会を奪うことがないように。
　試行錯誤や模索も含め、さまざまな経験ができる
　よう援助していきましょう。

心・安全な学びの場に〈環境整備〉 点検してみよう！安



　マイノリティ全体にいじめ被害の経験は高率です。マ
イノリティであることが原因というよりは、性別規範（男
らしさ、女らしさ）から逸脱するなど、人とは異なって
見えることがいじめの原因となっている可能性がありま
す。また、調査結果は、いじめや不登校等の課題の中に
マイノリティがいる可能性を示しているといえます。
　学校は社会の縮図です。社会がそうであるように、学
校の日常も「男か女のどちらか」で「異性を好きになる
こと」が、あたりまえの世界となっています。当事者も
含め、子どもたちにもすでに、同性を好きになることや
異性の服装をすること、「男・女らしくない」ことが、「お
かしなこと」「気持ち悪い」と思ってしまう意識や態度、
偏見が育ってしまっています。
　性の多様性について学ぶ機会がなく、多様な視点を持
たない環境や言動、ちがいを否定するような風潮の中で、
周囲の子どもたちとは違う自分に気づいた子が、自分自
身を肯定的に受けとめることは難しいのが現状です。
　誰にも相談できず孤立したり、いじめや暴力の対象と
なったり、通学が困難となったりする子もいます。
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　情報を得る事、自分らしさを尊重される事、教育を
受ける事は子どもたちの権利です。すべての年代を通
して、多様な存在やちがいを尊重できるような関係づ
くりと、自尊感情を育む教育環境が求められます。
　自分や他者の性について「考える」機会を通して、
誰もが「自分だけの大切な性」を生きていることを知
り、マイノリティかどうかにかかわらず自分や他者の
性をありのまま尊重できる意識を育てたいものです。
　同時に、「あたりまえ」をふりかえり、思い込みや
偏見に気づく機会、誰かの視点で自分や社会を考える
機会となればと思います。
　「性の多様性」を学ぶことを通じて、当事者に対し
て必要な情報やマイノリティの存在を伝えると同時
に、いじめや不登校、自殺念慮などを減らすことにも
つながります。
　学校が変わっていくことは、その延長にある社会に
おいて性的マイノリティの生きづらさが解決される
道、誰もが自分らしく生きられる共生社会につながる
ことでしょう。

業の意義：子どもたちに情報と考える機会を

●学校の課題

自己否定
心身不調
苦　悩

授業がない
肯定情報がない
否定情報・経験

差別・偏見
否定や決めつけ
いじめ・暴力、嘲笑
孤立・孤独

選択肢がない
モデルの不在
生活上の不利益
想定外の存在
経験の阻害

授

③環境

②人間
　関係

●いじめ被害経験
　小・中・高校の学校生活において、全体の約６割
（58.2%）にいじめ被害の経験がありました。経験者
のうち、「ホモ・おかま・おとこおんな」などの言葉
によるいじめ被害は 63.8%、服を脱がされるなど身体
的いじめ被害は 18.3%でした。また、不登校の経験
者は 21.1%、自傷行為の経験者は 10.5%でした。※

※日高庸晴「LGBT当事者の意識調査　REACH Online 2016 for Sexual Minorities」　※https://health-issue.jp

①教育の不備
性の多様性を知る
肯定的な環境
自尊感情を育てる

②人間関係上
　　の困難

③環境の不備

共生の関係づくり
偏見の改善・気づき
社会的視点の学習

学校環境の整備
経験・機会の保障
安心と安全

・・・・・・・・・・・・・・・・

①教育

学校 (小中高 ) におけるいじめ被害経験 n=15,064

レ
ズ
ビ
ア
ン

ゲ
イ

　
女
性

　
男
性

Ｆ
Ｔ
Ｍ

Ｍ
Ｔ
Ｆ

Ｆ
Ｔ
Ｘ

Ｍ
Ｔ
Ｘ

そ
の
他

B B

47.8
58.5 54.8 53.2 58.2

68
54.2

62.8 60.8
(%)
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　性の要素をどのように考えるかについては、分野によっ
てさまざまです。授業などで取り扱う際には、「いくつあ
ります」と教えるのではなく、性別について考えてみる
機会、多様な性を知る機会と捉えましょう。
　①身体の性（sex）：
　　外性器、内性器、性腺、Ｘ・Ｙ染色体や第二次性徴に
　　よる外形的な特徴によって判断される。
　②性自認・性同一性（ジェンダー・アイデンティティ
　　gender identity）：自分の性別をどのように認識す  
　　るかを意味する。
　③性的指向（sexual orientation）：
　　恋愛感情や性的関心の対象。例えば、同性、異性、　
　　両性など。
　④性別役割（gender role）：
　　社会や文化的・時代的に求められる「男らしさ」
　　「女らしさ」など。
　⑤性別表現（gender expression）:
　　服装、言動などで表現される性別らしさ。
　⑥法的な性別：
　　戸籍や住民登録など、法律上・書類上の性別。

　性についてどう認識し、どう考えるかということは、
その人の生き方やライフスタイル・生活・人生に大きく
かかわる大切な要素のひとつです。人間関係を、誰と、
どのように築いていくかということにも大きく影響しま
す。一人ひとりの性のありようが大切にされ、自分に尊
厳を持って自分らしく生きていくことは、人としての当
然の権利でもあります。
　子どもたちにとって学校は、生活の大部分を占め、成
長過程の大切な時期を過ごす場所です。子どもたち一人
ひとりが、自分や他者の多様な性のありようを肯定的に
受けとめ、お互いを尊重できるよう、援助していくこと
が大切です。

◎ポイント
●性のありようが揺れている人、変わる人もいる。
●わからなくても、変わっても良い。
●性自認、性的指向、性別表現など、それぞれは独立し
　た概念。混同しないこと。
●外見や声で性別や性的指向を決めつけない。
●「ちがい」を否定しないこと。
●その人の気持ち、アイデンティティを尊重する。

をどう考えるか性
性の要素はいろいろある

性自認

身体の性

法的な性

性別役割

性別表現

性的指向

わからない

体と心の性
　が違う

男も女も
いろいろだね

同性が好き

好きに性別は
関係ない

自分の性について考えてみよう

※　公開や書くことを強制しないこと

女 男

女 男
女 男
女 男

体の性
性自認
性別表現
性的指向

　多くの人は単純に「男か女のどちらか」だと考えてい
るかもしれません。また身体と心と性別表現は一致して
いてあたりまえだと思っているかもしれません。実際に
は、身体の発達が他の人とは少し異なる男性や女性、身
体の性に違和感がある人、出生時とは異なる性別で生き
る人、異性を好きになるのと同じように同性を好きにな
る人、自己認識や性的対象について性別にこだわらない
人、どちらでもないと感じる人も少なくありません。本来、
性のありようは多層になっており、多様で生涯にわたっ
て流動的なものです。



トランス女性　trans woman

トランス男性　trans man

X（エックス）ジェンダー
X gender

ジェンダー・ノンコンフォーミング
gender nonconforming

クロスドレッサー
cross-dresser （CD）

異性装（異性の姿）をする人。

トランスジェンダーで女性自認の人。

トランスジェンダーで男性自認の人。

女性か男性のどちらかではない性別だと認識する人。自身の性別を、男女どち
らでもある（両性）、どちらの要素もない（無性）、中間である（中性）、流動
的である（不定性）と認識する人など、そのありようは多様である。

自身を、男性／女性の枠組みにあてはめない、性別二元論にとらわれない性別
だと自認する人。

染色体、性腺、子宮・膣の有無、外性器の形状など体の性の発達が、「女性なら
ばこういう体、男性ならばこういう体のはず」という固定概念とは生まれつき
一部異なる状態。当事者の大多数はDSDを持たない人同様に、女性か男性と認
識している。医学的には「性分化疾患（DSD）」と呼ばれているが、近年では「体
の性の様々な発達 (DSDs)」とも呼ばれている。※「男でも女でもない」「中性」
等という誤解や偏見が当事者の大多数を傷つけている現状があり、学校では慎
重な対応が必要。詳細は｢ネクスDSDジャパン｣ https://www.nexdsd.com/

体の性の様々な発達（DSDs）
Differences of Sex Development

用 語解説

◆身体の性にかかわる言葉

◆性自認・性別表現にかかわる言葉

●セクシュアリティ（sexuality）
　「性的」なことがらを指す言葉。文脈によって変わり、
 　性のありようを指すこともある。
●性的マイノリティ
　性的指向・性自認・性別表現等において、多数とは異なる性のあ
　りようをもつ人たちの総称。

9

トランスジェンダー
transgender

出生時に割り当てられた性別とは異なる性を生きる人、生きようとする人たちの
総称。　※診断や医療（ホルモン、手術）を必要としない人もいる。

性同一性障害 　
 Gender Identity Disorder
 (GID）

米精神医学会の精神疾患診断マニュアルDSM-4 やWHOの国際疾病分類
ICD-10 にあった診断名。DSM-5（2013年、最新は 2022年のDSM-5-TR）で
は「gender dysphoria（GD）：性別違和」に置き換えられ、診断基準も一部異
なる。ICD-11（2022年 1月発効）では精神疾患の分類から除外され、新設さ
れた第 17章「Conditions related to sexual health（性の健康に関連する状態：
仮訳）」の中の「Gender Incongruence（GI）：性別不合（仮訳）」に変更された。
※「身体的な性／指定された性」と「性の自己認識」とが異なる人たちへの医学
　的概念は変化している。また「性同一性障害」という診断名は消滅したが、現
　在の日本は過渡期で混在。（ICD-11 の和訳は未確定）

ノンバイナリー
non-binary

自認や性別表現が、社会の性別二元論的な規範に当てはまらない人、当てはめ
ようとしない人。
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性的指向が同性に向いている人。ゲイは男性同性愛者、レズビアン（ビアン）
は女性同性愛者のこと。※海外では男女共に「ゲイ」と表現する場合もある。

性的指向が異性に向いている人。

性的指向が同性にも異性にも向いている人。または、性的・恋愛対象である相
手の性別にこだわらない人、あるいは、優先順位が低い人。
性的・恋愛対象である相手の性別・セクシュアリティにこだわらず、すべての
人が対象である人。全性愛と訳される。オムニセクシュアルともいう。

特定の枠に属さない、わからない、典型的な男性／女性ではないと感じる人。
自分の性的指向や性自認がはっきりしていない人。何者かだと決めないことにし
ている人。

英語で差別的に使われる「変態」の意から当事者がポジティブに自称する言葉
となったもの。LGBTQを包括して使うこともある。
性的対象が単数の人、特定の一人の人とのつきあいを望む人。
または一夫一婦制。

性的対象が複数の人。複数の婚姻関係の場合はポリガミーという。

Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender、Intersex、Questioning またはQueer（レ
ズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス、
クエスチョニングまたはクイア）の略称。LGBTと使われることも多いが、多様
性を示すために、LGBTQ、LGBT＋、LGBTs など、表現は多様化している。
※インターセックス（DSDs）の「I」を LGBTに加える場合もあるが、大多数の
当事者は自身を性的マイノリティの一員とは考えていない。また日本では性行為
を連想させるインターセックスという言葉は当事者に忌避されている。※1
性的指向と性自認（Sexual Orientation and Gender Identity）の略語表現。
性別表現（Gender Expression）を加えて SOGIE と使われることもある。

● L ／ G／ B／ T／Qなどの言葉は人の分類を示すものではありません。
● 自分について、いつ誰にどのように表現・説明するか、第三者からどのように呼ばれたいかについては、
　 その人のアイデンティティや自己決定を尊重しましょう。
● 「ホモ」は男性同性愛者、「レズ」は女性同性愛者に対し、侮辱・差別的に使われることが多い言葉。
　 また、「オカマ」「オトコオンナ」なども同様に、同性愛者やトランスジェンダー、「男・女らしくない人」などに対し、
　 いじめ・嘲笑・侮辱する際に、否定的に使われています。これらの言葉は、性的マイノリティ当事者が使う場合も
　ありますが、第三者が使う場合は不快・差別的と受け取られることも多く、注意を要する言葉です。
● 言葉には歴史があります。なぜこの言葉が使われているのか／使われないのか、そこにはその時代を生きた当事者
　の思い、活動の歴史が込められていることがあります。
● 言葉や概念は変わります。情報は常に確認し、更新しましょう。
※１　DSDs をもつ人の中にも性的マイノリティの人はいる。
         また「インターセックス」であることにアイデンティティをもつ人に対しては、その人自身を尊重してください。

性愛の対象を持たない人、または性的欲求そのものがない人。

同性愛者　homosexual 
（ホモセクシュアル）

異性愛者　heterosexual
（ヘテロセクシュアル）

両性愛者　bisexual
（バイセクシュアル）

パンセクシュアル
pansexual

クエスチョニング
Questioning

A セクシュアル 　　A sexual
（アセクシュアル、エイセクシュアル）

クイア　
Queer
モノガミー   
monogamy

ポリアモリー   polyamory

LGBTIQ

SOGI
（ソジ）

  ◆性的指向にかかわる言葉

 ◆いろいろ
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●まず多様性を伝えよう
　学校では、新しい人権課題のひとつとして、性的マイ
ノリティやＬＧＢＴＱの人権を扱う傾向がありますが、
「特別な人たちの特別な問題」と捉えがちになっていな
いでしょうか。「マジョリティ／マイノリティ」の境界
や「男／女らしさ」「ふつう」「あたりまえ」の基準は、
時代や地域によって異なります。まずは、性が多様であ
ることを、あたりまえであると肯定的に知ることが大切
です。

●誰もが多様な存在のひとり
　現状では、多数者が「ふつう」「あたりまえ」「正しい」
とされ、典型的な「男性」「女性」の概念から逸脱する
存在は、いじめや偏見の対象となっています。
　本来、人を構成する要素は複雑で多様です。「マジョ
リティかマイノリティか」ではなく、すべての人が多様
なありようをもつ当事者のひとりであることを認識し、
自分事として考えられる土台づくりが必要です。

●正しい知識・理解では解決しない
　人権啓発や教育の場面においては、多様性、理解や思
いやり、受け入れる、認める（認め合う）などの表現が
多用されています。しかし、「多様」や「いろいろ」「思い」
の基準は人によってさまざまです。子どもたちの中にも、
固定概念や偏見が刷り込まれていたり、自分なりの基準
があることでしょう。
　「気持ち悪い」「生理的に無理」などという言葉に代表
される嫌悪や否定的な感情に基づく偏見や差別は、単に
知ること、自分基準の理解や思いやりでは解決しません。
なぜそう感じるのかその背景にある思いこみ、何を理解
するのか、多様や思いやりの中身等、もう一歩深めて考
えることが大切ではないでしょうか。
　自身の固定概念や偏見に気づき、「ふつう」「あたりま
え」の基準を見直すような学びを創造する必要がありま
す。あわせて、自分が理解できないことが、その人を傷
つけ排除して良い事にはならないということ、理解や共
感が難しい相手とのつきあい方（姿勢）を学ぶという視
点も必要でしょう。

授 業の前に

●他者やちがいに対する尊重と敬意
　今生きている人々に対して、あるいは他者のありよ
うや生き方に対して、認める／認めないの俎上に載せ
ることは、上から目線で尊大不遜な姿勢ではないで
しょうか。人は誰であれ人間としての尊厳を有し、互
いに対等な存在であることを学ぶ必要があります。わ
からなくても否定しない、多様性やちがいをありのま
ま尊重する、理解の有無に関係なく他者に敬意を持つ
姿勢を学ぶことが大切です。
　一方、社会の構造的な差別は、個人の思いやりや優
しさだけでは解決しません。差別を許さない姿勢、誰
かの生きづらさに気づくこと、その生きづらい環境を
変えていくために、具体的に考えたり行動したりでき
る力を育てていきたいものです。
　そのためにも、一人ひとりの自尊感情とともに、他
者の気持ちを考える姿勢やコミュニケーション力など
豊かな人権感覚を育てることが求められます。
　
●日頃からの信頼関係が大切
　「嫌だな」「おかしいな」など授業に対して感じたこ
と、教室の中で起こっていること、困りごとや悩みな
ど、子どもたちから教職員に対して「言ってもらえる」
関係づくりに努めましょう。
　また、日頃から性の多様性に肯定的な言動やメッ
セージを発信しておくことが、相談しやすい雰囲気づ
くりやサインとなります。

・どのクラスにもマイノリティがいる前提で
・「LGBTQ」教育ではなく「性の多様性」を学ぶ
・誰もが多様な当事者のひとり
　→「自分ごと」として考える機会にする
・「みんな一緒」ではなく「ちがい」を尊重できる
・「正解／まちがい」ではなく考える機会にする
・プライバシー、アウティングに注意する
・いじめ・不適切発言は教育機会と捉えよう

＊ポイント＊
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●テーマ選択・ねらいの設定
　ねらいを考えるには、まず教員自身が基本的な知識や
課題を知っておくことが必要です。子どもたちをとりま
く課題および学校における課題を解決する手段のひとつ
として授業があることを意識して検討しましょう。
　子どもたちに何を伝えるのか、どのような力を育てて
いくのか、課題や求めるものを多角的・包括的に整理し
た上で、優先順位や段階を考えて設定しましょう。性に
ついての学習を通して自分自身や社会、人権を考える機
会になればと思います。

●教材や授業展開について
　十分な選択肢がない中で、既存の教材を工夫したりア
レンジしたりすることなく使ったり、マイノリティ当事
者の講演会などで代用したりするケースも散見していま
す。
　当事者の講演は、系統的な学習計画の中で役割分担の
ひとつと位置づけたうえで活用する姿勢が求められま
す。既存の教材を使う場合にも、教員自身の言葉で話が
できるよう、教材への理解を深めておきましょう。
　また、性の多様性とは、人権課題であると同時に、生
活や社会にかかわる日常の一部でもあります。あらゆる
教科等において機会を工夫し、授業実践に取り組みま
しょう。

●話題性に注意
　性に関連した価値観や意識はさまざまです。ニュース
等を扱う際には、それに対する賛否両論、議論の経過や
根拠を調べる、論点を整理するなど準備は欠かせません。
元データや情報源は必ず確認しましょう。指導者が自分
なりの意見を持っておくことも必要でしょう。
　その上で、子どもたちが議論し、自分たちの答えを見
つけていくための教材として活用しましょう。著名人や
話題を取り上げる場合には、興味本位や特別視とならな
いよう、注意や工夫が必要です。

●いじめや不適切発言は学びの機会に
　授業をきっかけに、いじめや当事者探しが想起される
こと、不適切発言（おかま、気持ち悪いなど）によって
当事者が傷つくことへの懸念も聞かれます。
　このような問題は、見えていない偏見や差別の構造が
表面化したもの、日頃の人間関係や人権意識が大きく影
響します。日頃から多様性を尊重し差別を生まないクラ
スづくりを進めておくことが大切でしょう。授業の後に
は、クラスの雰囲気や個々の関係を注意して観察してい
くことも必要です。
　他者を傷つける言動に対してはその場で対応し、差別
を許さない姿勢を示すことが大切です。また子どもの気
持ちを聴くことから適切な指導につなぎましょう。単に
言葉を禁止するのではなく、差別を生む背景や固定概念
について考える教育機会ととらえましょう。

授 業を組み立てる

○知識を得る
○人権を学ぶ（姿勢・態度）
○スキルを身につける

評価テーマ選択
ねらいの設定

再検討
更新

実施教材検討
授業構成を考える

①性の多様性を知る
 　→p.13

②性の健康と権利→p.14
③自他を尊重する→p.15
④人権と差別（社会的視点）→p.16
⑤生きる力の支援→p.17

例



○性の多様性や家族の多様性を知る。
○自身の性について考える。
○カミングアウトとアウティングについて知る。

　本来、人は複雑で多様な存在です。年齢、性別、性自認、
性的指向、人種、出身地、思想信条、宗教、学歴、職業、
外見、趣味…。人を構成する要素はたくさんあります。
　単純に「多数者／少数者」と２分できるわけではなく、
すべての人が少しずつ異なるありようを持っています。
まずはちがいや多様性を肯定的に知ること、それぞれの
「ちがい」に良し悪しや優劣はないと学ぶことが出発点
です。誰もが多様な性を生きる当事者であり、オンリー
ワンの大切な存在であることを認識できるよう、早期か
ら、年齢や発達段階に応じて学べる機会が必要でしょう。
　一方、幼少期からすでに、男の子／女の子の固定概念
や「異性を好きになることがあたりまえ」という意識は
刷りこまれています。多様性の学びを通して自分のあり
ようをふりかえり、自身の思いこみに気づく機会とした
いものです。
　また個別に授業を展開することの検討と共に、あらゆ
る教科等において多様性を伝える工夫をしていきましょ
う。
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●ポイント・・・・・・・・・・
・「いろいろ」の概念を広げる工夫を。
・「ＬＧＢＴＱかマジョリティか」でなく、
　男性も女性も多様であることを伝える。
・すべての人が大切な存在であることを学ぶ。
→決めつけない姿勢、アイデンティティを尊重
・不適切発言は教育機会と捉える。

●注意点・・・・・・・・・・・
・要素はいくつと教えない→考える材料に
　要素は３つ限定ではなく、性別表現も入れる。
・言葉の説明に終始しない。
・マイノリティ、ＬＧＢＴＱと一括りにしない。
・ＬＧＢＴを学ぶ・知るのように物扱いしない。
・わかりやすくすると、多様性は欠落する。
・DSDs については、性の多様性の授業では触れない
　→参考サイト：ネクスDSDジャパン
・体の性については「女性にも様々な体の状態、男性
　にも様々な体の状態がある」と伝える。

性の多様性を知る

●「いろいろ」を肯定的に知る
・性のありよう、男性、女性、好きな対象（性別）も多様
・幸せの形、家族の形、ライフスタイルも多様
・「いろいろ」で「ちがっていて」良い

●授業に使える材料を探してみよう！
・絵本の活用
・「なかまとともに」の活用
・各教科で工夫する

＊展開案＊

１ ●ねらい

歴史、地理、現代社会、
国語、文学、古典、音楽、
美術、生物、保健体育、
技術家庭・・・
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●ポイント・・・・・・・・・・
・性教育は、科学的＆具体的に。
・多様な視点で性を考える機会に。
→性に関する意識や概念を広げよう

●注意点・・・・・・・・・・・
・特定の人々への偏見を助長しないよう注意。
　例）　同性愛がエイズの原因だ
・生殖・異性間を前提とした表現にしない。
・結婚、妊娠出産前提の表現にしない。
　→どの性別・立場でも知識や情報は必要

　性と生は深く結びついたもの、生きること、生き方、
人生、生活、人としてのあり方や人との関係性と切り離
せないものです。どのような性で誰と生きていくかとい
うことは、人としての尊厳にかかわる大切な権利です。
　また、健康も人権です。性に関する健康について、自
分で判断したり選択したりするために必要な情報やケア
を受けること、健康を阻害する差別や暴力を受けないこ
とも、すべての人が有する権利であると言えます。マイ
ノリティの子どもたちにとって、情報がなく否定的な環
境であることは人権侵害にほかなりません。
　性教育といえば性行為に限定された否定的なイメージ
もありますが、体や心の健康、人との関係性における健
康や健康リスク（性感染症、望まない妊娠、性被害等）
について学ぶ教育が求められます。すでに刷りこまれて
いる「異性間の生殖につながる性」のみが正しいとされ
る思いこみや偏見に気づく機会も必要でしょう。
　異性か同性かに関係なく、誰もが人を愛する感情や性
的欲求が否定されず、パートナーとの豊かな人間関係や
愛情を育てることができるよう援助したいものです。

●性の権利を知る

●性の健康やリスクについて学ぶ
 ・HIV/AIDS や性感染症の予防について知る
 ・健康を阻害する原因や背景を知る

●ハラスメントや暴力について考える
 ・セクハラ 、パワハラ、SOGI ハラ、性に関連した暴力について知る
 ・性に関する暴力や差別の背景を考える
 ・具体的な対処方法、自分を守る手段について知る

性の健康と権利 ○性の権利について知る。
○性に関する健康とリスクについて知る。
○性に関する自己決定と選択について学ぶ。
○多様な性的指向を前提に、対等なパートナーシップを考える。
○暴力やハラスメントを許さない意識を育てる。
○性に関する人権侵害を認識しサポートを求めることができる。

＊展開案＊

２ ●ねらい



○性の多様性やちがいを尊重できる。
○性に関する固定概念や思いこみに気づく。
○差別の不当性を知る。
○決めつけない姿勢を学ぶ。

　人は等しく、それぞれの性をもって生きています。に
もかかわらず、いじめや差別の対象になったり、不当な
扱いを受けたりする人がいます。
　子どもたちの中にもすでに、自分と異なる存在、「ふ
つう」と思われている「基準」から外れる存在を否定し、
おかしなことだと考える偏見が育っています。その基準
や固定概念をふりかえり、思いこみに気づく機会が必要
でしょう。
　性に関する思いこみは社会のあらゆる世代に根付いて
います。特に「男／女だから」「男／女らしさ」の刷り込み、
「男か女で異性が好き」であるマジョリティ前提のシス
テムが、性的マイノリティの生きづらさにつながってい
ます。その気持ちを知ることは、偏見や差別の不当性を
考えること、関係性を考えることにつながるでしょう。
どのような性で誰と共に生きていくか、決めるのはその
人です。お互いに敬意を持って、その人のありようや選
択を尊重するという基本姿勢を育てておきたいもので
す。
　異なる存在、異なる意見を尊重しながら、真の多様性
をめざすためにどのような力が必要か、教材・授業構成
を工夫していきましょう。
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●ポイント・・・・・・・・・・
・「マイノリティかマジョリティか」ではなく、
　性別前提（男性／女性として）ではなく、
　個々の関係性（姿勢）を考える機会に。
・異なる存在、異なる意見とどう向き合うか、
　対人スキルを身につける機会とする。
・差別によって生じる悲しみ、傷、不当性に
　ついて知り、考える機会とする。

●注意点・・・・・・・・・・・
・理解すること、「思いやり」を求めるのではなく、
　他者への敬意と尊重の姿勢を学ぶ。
・講演会で代用する等他者任せにしない。
　→講演会等は包括的な計画の中で位置づける。
・著名人含め他者の性を決めつけない。
　→当事者が自称する表現を尊重する。
・人のありよう、生き方をジャッジしない。
　→良／悪、受け入れる（認める）か否か等

●手記、映像（映画等）、物語などの活用

●グループワーク、ロールプレイなどを通して、多様な意見に触れ、考える

性に関する刷り込みを知る　　　　　　　　　　　　　　●人との接し方、姿勢、行動を考える
・日頃のあたりまえ、ふつうを振り返る

●差別される側の気持ちを考える
 ・何が人を傷つけるのか知る

●ちがいを否定・排除する気持ちを考える
 ・なぜそう思うのか考える
 ・自分の中の偏見や思いこみに気づく
 ・どうしたらいいか考える

自他を尊重する３

＊展開案＊

●ねらい
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●ポイント・・・・・・・・・・
・問題に気づきその背景を考える機会に。
・さまざまな異なる意見を知り議論する経験に。
・知識や情報をどう使うか、考えたり行動したりする
　力を育てる。
・自分も社会の一員として考え、問題提起をしたり、
　周囲と協力して解決したりする経験に。

●注意点・・・・・・・・・・・
・教材のＳＯＧＩバランスに注意。
　（特定のセクシュアリティに偏らない）
・マイノリティに対するステレオタイプや偏見を助長
　しないよう、注意する。

　差別の構造も複雑で多層的です。また、単純に「加害
者／被害者」と割り切れるものでもありません。特に性
に関する人権侵害には、悪気のないもの、差別だと認識
されないもの、根強い思いこみや慣習化されたものなど、
さまざまな要因や背景があります。
　何が差別かと考えると同時に、どうして差別が引き起
こされているのか、その背景を考える姿勢も大切です。
日頃、自分があたりまえに見ているものの中にある課題
に気づき、環境を変えていこうとする力を育てておきた
いものです。
　性は個人的な問題ではありません。性について社会で
どう考え、どう扱われているかということは、個々の暮
らしや人生に大きく影響しています。私たちの誰もが、
社会の一員であり、社会的課題を自分の問題でもあるこ
とを認識して、主体的にかかわることが大切です。
　マイノリティの視点で社会を見ることは、構造的な問
題に気づき、すべての人が生きやすい社会につながりま
す。性の問題を社会的に考えることで人権を学ぶ機会と
しましょう。

○性を人権視点で考える。
○性に関する固定概念や課題を知り、意見を言える。
○物事を多面的に考え、差別の構造を理解する。
○差別を許さない関係づくり。
○社会の一員として主体的にとりくむことができる。

●ニュースやデータを読む　　　　　　　　　　　　　　●ちがいのちがい
 ・調査や記事について意見を述べる　　　　　　　　　　・何が差別にあたるのかを考える
 ・背景について知り、考える　　　　　　　　　　　　　 ・固定概念に気づく

●身近な問題について考える　　　　　　　　　　　　　●インターセクショナリティ 
 ・みんなが使いやすいトイレ、制服　　　　　　　　　　・多面的、複合的に考える

●国や自治体、世界の制度について調べる　　　　　　　●差別の歴史を知る（考える）
 ・より良い社会の姿について考える　　　　　　　　　　・例）ピンクトライアングル

●ケーススタディ　　　　　　　　　　　　　　　　　　●映像を見る
 ・自分ならどうするか考える　　　　　　　　　　　　　・ステレオタイプ、固定概念を考える
 ・できない理由（阻害する要因）を考える　　　　　　　・メディアリテラシー 

人権と差別：社会的視点

＊展開案＊

４ ●ねらい



○自己決定の力を育てる。
○問題解決の力（思考、分析、行動）を育てる。
○対人コミュニケーション力を育てる。
○メディアリテラシー。
○ストレスへの対処スキルを学ぶ。
○サポートを求めるスキルを身につける。
○自分の未来や将来、ライフプランを考える。

　性に関する情報には、ステレオタイプな固定概念、否
定的で侮辱的な言動、誤情報が少なくありません。これ
らに接したマイノリティ当事者は、自分自身を否定した
り、卑下したり、生きる力を奪われていきます。
　学校は社会の縮図です。学校の中でも、マイノリティ
はいじめや差別の対象となっています。また学校では、
いじめなどの暴力の多くは、大人のいないところで起こ
ります。
　個人を否定し、力を奪う原因を取り除くとともに、問
題に直面した当事者が対応できる力を育てていくことも
必要でしょう。マイノリティであることを、一方的に守
られ保護される対象、被害者として扱うのではなく、ま
たすべての子どもたちを加害者にも被害者にもしないた
めに、必要な力を育てておきたいものです。
　自己否定に苦しむ子どもたちが自信と尊厳を取り戻す
とともに、すべての子どもたちが本来持っている力を発
揮し、自分の人生の主人公として生きるために、支援し
ていきましょう。
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●ポイント・・・・・・・・・・
・自己決定や選択に必要な知識、情報、スキル
　を学ぶ機会に。
・与えるのではなく、教えるのではなく、
　子どもたち、当事者の力を信じよう。

●注意点・・・・・・・・・・・・
・未来やライフプランを考える際には、選択肢を狭め
　ないよう、多様な視点、多様な選択肢を前提に。
・プライバシーやアウティングに注意。
・現実にいじめや暴力の被害を受けている子が
　いる可能性に留意。
　→保護やケアが必要なケースもある。

●自分を知る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●多様な性をめぐる歴史を知る
 ・自分らしさ、真にやりたいことを考える　　　　　　　　・権利を獲得してきた人々の存在
 ・自分を縛っているものに気づく　　　　　　　　　　　　・映画や絵本、伝記などの活用

●短所や長所を考える　　　　　　　　　　　　　　　　　●メディアリテラシー 
 ・個性を尊重することに気づく　　　　　　　　　　　　　・ニュースや情報の読み方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ・フェイクニュース対策
●使える資源（選択肢）を考える　　　　　　　　　　　    ・ヘイト発言にどう反論する？
 ・社会保障制度への理解

●多様なセクシュアリティの存在を知る
 ・ロールモデルを知る

生きる力の支援

＊展開案＊

●ねらい5
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あ るあるパターンに注意

何を知る・学ぶのか？

ゲイも十人十色、ゲイも男性です

わかりやすくなくて良い

同性カップルを「男女や夫婦」に当てはめる トランス女性を男性扱いする

求めているのは「LGBTトイレ」ではない

性別表現も尊重

他者の性を決めつけない

差別は
いけない

どっちが
妻（夫）？

性別違和？
ゲイ？

女の気持ち
がわかる

トイレは
どうする？

思いやり
みんな一緒

LGBT って何？
LGBT を学ぼう

　どっちが
男（女）役？

「同性」だから
　いいでしょ

女性の安全が
脅かされる

男だから
胸触っても
いいよね

おしゃれで
面白い人

芸術的
センスある

女子力
高い！

４つに
分類

ステレオ
タイプ

・「LGBT」は人々の話
・多様性をどう伝える？
・何が「差別」？
・どうしていけない？
・私とあなたは違う

・男性、女性も多様で良い
・異性装も性別表現のひとつ
・性別表現を笑いにしない
・異性装が悪いことではない

トランス男性？
レズビアン？

・著名人に対しても
・決めつけない姿勢を示す
・話題性に注意（情報源）
・特別視、ステレオタイプ
　興味本位、アウティング

・LGBは関係ない
・その人の自認性別や
　希望を尊重する姿勢で
・「男／女／ LGBT」
　ではない
・虹マークではかえって
　使いにくい人も

・「男か女」で説明しない
・わかりやすくすると
　非典型の人が欠落
・「多様性」をどう伝え、
　どう考える？

※トランス女性は女性
※同性でも男性でも
　セクハラです

※性的指向と
　性自認は別
※決めつけない

※性役割や男女規範
　を当てはめない

まさに妻思いの
夫だね（褒める）

・マイノリティの境界は変わる
・「アライか LGBTQか」ではない
・「支援／被支援」→まずは対等な関係性を
・教室でアライ宣言のリスク
　「嘘をつく」か「カミングアウト」を迫られる、
　人ごと、いない前提と感じることも
※日本では理解者・支援者のような意味で使われる

「特別扱い」
「何でも一緒」

選択肢の拡大
多様性を尊重

スカート
  が嫌だ

違和感が
　　　  ある

着替えとか
困ってない？

違和感や制服＝トランスジェンダー？
※決めつけないで聞く、
　多様性を意識して

一律対応しない
選択肢を増やそう

「アライ※」使用の注意
アライに
なろう！
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●カミングアウトを困難にしているもの
　社会や本人自身の性的マイノリティに対する否定的な
イメージ、生き難さが、当事者のカミングアウトを困難
にしています。多くの当事者は、カミングアウトするこ
とで相手に拒絶されるのではないか、関係が壊れるので
はないか、いじめの対象にならないか、などの不安を持っ
ています。そのため、リスクを避けるために隠して生活
することを選択する人が少なくありません。
　カミングアウトは、自分の性のありようを受け入れ肯
定する過程であり、自分らしく生きるための手段の一つ
です。もちろん、カミングアウトしたい人ができるよう
な環境づくりが必要です。自分を明らかにして受けとめ
られた経験は、その人が自信と尊厳を持って将来を歩む
第一歩となるでしょう。

●起こりうる問題
　性の多様性に関する理解が十分ではない状況で、マイ
ノリティ当事者であることが明らかになった場合、誤解
や偏見によっていじめられたり、人間関係が破綻したり
する可能性があります。さらにアウティングされる危険
にもさらされます。必要であれば積極的に保護し、精神
的ケアに努めてください。またカミングアウトした後や、
アウティングされた後には、いじめ等の問題が起こって
いないか、注意深い観察が必要です。並行して多様性へ
の理解を進めるなど、教育活動や対応も大切でしょう。
　性のありように関連した個人情報については軽視され
る傾向がありますが、アウティングは人権侵害であると
いう認識が必要です。相談や対策のためであっても、本
人の了解なく他の教師や家族に伝えることは、当事者を
厳しい状況に立たせる危険性があり、注意が必要です。
アウティングする子（人）に対しては、その深刻さと問
題性を認識し、理解できるよう指導しましょう。また、
学校全体でもアウティングの防止に取り組みましょう。

◆アウティング

◆カミングアウト
何らかの自分の秘密を伝えること。

　

基本は、他のさまざまな相談と同様です。
・わからなくても否定しない
・誠意ある態度で支持しながら傾聴する
・安心の保障：秘密を守る、不利益を被らない事
・整理、模索することの支援を
①訴えは何か
　□苦痛や困りごと、違和感、不安
　□環境についての要望　　
　□人間関係や恋愛関連、人権侵害
②話の目的は何か
　□知ってほしい、聞いてほしい
　□困りごとの解決、要望がある
　□情報がほしい
③自身の認識やアイデンティティについて
　・言いたくないことは言わなくてよい
　・わからなくても、変わってもよい
　・決めつけない、結論を急がない
④誰が知っているか、サポートがあるか
⑤どうしたいと思っているか
⑥具体的な要望について
　→対応の検討：できる／時間が必要／対応困難
　→選択肢の可能性、工夫をする
⑦必要時には紹介、連携

○注意ポイント
・一律対応しない：相談者の気持ちを尊重
・決めるのは本人：自己決定の支援を
・受診や診断書を強要しない
・LGBTQであることが医療や治療対象ではない
・カミングアウトを強制しない
・プライバシーを守る：情報共有に注意
・セクシュアリティだけでなく包括的視点で
・違和感がある＝トランスジェンダーとは限らない

○いじめ・不適切発言には
・日頃の人間関係、人権意識が言動に影響する
　→平素からのクラスづくり、人権教育が大切
・現場に居合わせたら、毅然とした態度で注意
・差別を許さない態度を示すことで良きモデルに
・単に禁止するのではなく、学習のチャンスに
　→考える機会、学ぶ機会につなげよう
・人権侵害は、他の差別事象と同様に対応する

カ ミングアウトとアウティング

他人の秘密を本人の許可なく暴露すること。

●相談・カミングアウトを受けたら



◇この冊子は「性と生を考える会」ホームページからダウンロードできます。
◇この冊子は 1冊 100円（＋送料）でお分けしています。
　ご希望の方は、「性と生を考える会」までご連絡ください。
◇その他にもホームページ上ではダウンロードできる資料を公開しています。
　・教職員のためのセクシュアルマイノリティサポートブック
　・看護職のためのセクシュアルマイノリティサポートブック
　・介護職のためのセクシュアルマイノリティサポートブック
　・性の多様性を知って考えるためのヒント集

◇「学校や教室でDSDs：体の性の様々な発達（性分化疾患）について触れるには？（教職員資料）」
　https://drive.google.com/file/d/1J3vGey2YNZ9W0sF33eGjyP0eZhiL_ZCP/view?usp=sharing

　https://seitosei.wixsite.com/website
　e-mail  nakatah@kih.biglobe.ne.jp

　発行：2022年 8月

「制作実行委員会」
事務局：性と生を考える会


