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はじめに  

 

 プラウド岡山は、性的マイノリティ当事者が安心して過ごせる居場所をつくることを目的に設立した

当事者団体である。2014 年１月に発足し、主に当事者を対象として隔月 1 回開催の交流会やその他のイ

ベントを行ってきた。県内外から当事者やその家族、支援者など毎回 25～30名が集まる。メーリングリ

スト登録者は約 100名、交流会への参加総数は３年間で延べ 400名を超えた。 

 交流会後のアンケートには「ありのままの自分で過ごせた」「人にこんな話をしたのは初めて」「自分以

外の性的マイノリティに初めて会った」「自分ひとりではないと思えて少し楽になった」「いろいろな生

き方をしている人の話が聞けて参考になった」などの感想が寄せられている。ほとんどの参加者はシス

ジェンダー・ヘテロとして社会生活を営んでおり、プラウド岡山は唯一セクシュアリティにとらわれず

過せる場として定着しつつある。 

 平成 27・28年度、プラウド岡山は教育現場と協働・協力していくつかの啓発的事業を行った。これら

の事業の基幹となっているのは交流会参加者の切実な思いである。教師に理解されなかった悔しさ、自

傷行為経験、学校不適応感、希死念慮、そして「学校生活は暗黒だった。記憶から消してしまいたい」と

いう呟き。仲間内で共有するだけに終わっていたこれらの声を、目に見える形にして社会へ解放する試

みが平成 27 年度の「主に岡山県内の性的マイノリティを対象とした学校生活に関するアンケート調査」

（以下、「アンケート調査」）である。その頃から勢いを増した LGBT特需ともいわれる社会情勢の影響も

受け、啓発的な活動場面が増えつつあるが、当事者団体として「声をあげられない一人ひとりの思いを大

切にする」という姿勢は変わらない。 

 

 

Ⅰ．事業の概要 

 

１．「教育現場との協働」とは 

 当事者（当事者団体）が教育現場と関わるとき、その手法は二つある。一つは教職員への協力・啓発、

もう一つは児童生徒への直接的な啓発である。 

 プラウド岡山は、教職員との協働・協力を基本としている。その理由は、プラウド岡山という団体の基

本姿勢（セクシュアリティを公にせずに生きている人の居場所であることを最大の目的としていること）、

教育現場からのニーズ、後述する環境づくりの重要性、「性的マイノリティ」という不確かな「枠組みの

ようなもの」を背負って児童生徒の前に立つことの責任の重さ、そして「教育は教育のプロに任せたい」

という思いなどである。 

 教職員への協力・啓発に際しては、平成 27年度のアンケート調査の回答に加え、事前に交流会参加者

の声を可能な限り聴くよう心掛けている。意見を伝えるにあたっては、その意見が多いか少ないかより

も（それも重要ではあるが）、様々な意見があることを伝えるようにしている。性的マイノリティという



「同じ意見をもつ集団」がいるような印象を教職員に与えないためである。 

 

２．平成 27年度岡山市市民協働推進ニーズ調査事業 

 平成 27年 12月 20日から平成 28年 1月 31日にかけて実施したアンケート調査は、当事者の声を教育

現場へ届けることを目的とした。統計の数字ではなく、個々のエピソードや心情を本人の言葉のまま伝

えることで当事者の姿を実体のある児童生徒像として教職員に思い描いてもらいたいと考え、回答には

自由記述を多く採用した。 

 このアンケート調査で得られた回答は報告書として冊子にまとめ、岡山県内の全小中高支援学校へ送

付している。しかし、年度変わりの繁忙期に各学校に届いたため、充分に活用されるには至らなかった学

校もある。多忙を極める教職員への啓発は、時期や方法を工夫する必要があることを反省した。 

 報告書を読んだ教育関係者や行政職員からは、重要な人権課題であり次年度以降に何らかの取り組み

を始めたいという感想が届いた。後述する倉敷市教育委員会人権教育推進室からの依頼も、この報告書

がきっかけとなった。なお、報告書はプラウド岡山のホームページでも公開している。 

 このアンケート調査については「学校生活に関する調査であるのに、現在学校に通っている児童生徒

の回答がほとんどない」という意見を教育関係者からいただいた。しかしこれは、自身のセクシュアリテ

ィを受容する段階に至る以前の児童生徒にこのようなアンケートを実施することへの危険性に思いが及

んでいない意見である。このような意見が寄せられる現状であるからこそ、教育現場への啓発は重要で

あるという感を強くした。 

 この事業は交流会参加者の意識にも影響を与えた。プラウド岡山に集まる当事者は自分の生きづらさ

を「誰にも言ってはいけないこと」「我慢していればいいこと」「仕方ないこと」と捉えがちであるが、「嫌

なことは嫌だと思っていいのだ」「自分たちに非があるのではない」「現状を変えよう」「自分にできるこ

とをやりたい」という意識へ変わった者が、次年度以降の事業に主体的に参加するようになる。 

 

３．平成 28年度岡山市市民協働推進モデル事業 

 教職員への啓発活動で最も効果的かつ低予算で可能な方法は、教職員研修である。28 年度のモデル事

業では研修を取り入れたいと考えていたが、教育委員会主催の研修（参加必須のもの）は前年度の早い時

期にすでに予定が組まれており、研修内容として組み込んでもらうことはできなかった。 

 そこで、平成 28年度は教職員用のパンフレットを作成し（第Ⅱ章参照）、岡山県内の全小中高支援学校

へ配布した。全教職員の手元に配布したいところではあるが予算等の関係で各校５部とした。なお、岡山

市は市教育委員会事務局指導課がパンフレットを増刷し全教職員に配布している。反響として、パンフ

レットをもとにした教職員研修の講師をお願いしたいという依頼がすでにいくつか届いている。 

 また、28年度モデル事業として他にもいくつかの事業を行ったが、ここでの紹介は省略する。 

 

 

Ⅱ．教職員へ伝えていること  

 

１．プラウド岡山として何を伝えるか 

 アンケート調査結果から、教育現場に必ず伝えていかなければならないこととして 



①当事者児童生徒の思い 

②性の多様性（性的マイノリティとは） 

③環境づくりの重要性 

の３点がみえてきた。教職員研修では、これらについて必ず伝えることにしている。 

 モデル事業で作成したパンフレット『先生に知ってもらいたい多様な性』もこれを柱に構成し、具体的

な対応策（マニュアル）は記載しなかった。これは個別対応に傾倒することを避けるため（Ⅲの２参照）

であり、マニュアルはすでに優れたパンフレットや書籍が世に出ているということもある。それらの出

版物と現場の意識との間を埋めるものとしてこのパンフレットが活用されることを願っている。 

 

２．性の多様性 

（１）「まず先生が正しく知ってください」という回答の多さ 

 アンケート回答者の多くは、学校生活の中で経験した様々な苦しさや悩み（制服やトイレなど具体的

な支障、自分のセクシュアリティを隠し嘘をつき続けること、性的マイノリティに対する差別発言を聞

くこと、またそれに同調せざるを得ないこと、自分のセクシュアリティを受け入れられず自己否定に至

ること、等々）を生む原因として周囲の無理解や誤解・偏見を挙げており、それらを解消するためにまず

教職員に正しく知ってほしいと訴えている。 

 教職員の理解不足は、二つの問題を引き起こす。まず、当事者は学校生活を送る中で引き受けさせられ

る悩みや支障を教師に相談できないこと、あるいは相談することでさらに傷つくことである。 

 アンケート回答者の多くは、つらいことや嫌なことがあっても教師には相談していない。「学校に通っ

ていた頃セクシュアリティに関することで嫌だったことやつらかったこと」を具体的に記述した回答者

は、L、G、B、Aなど性的指向に関するマイノリティ（以下、A群）のうち 69％、トランスジェンダー（X

ジェンダーを含む、以下 B群）のうち 79％であった（資料１）。 

 つらいことや嫌なことを自分のこととして相談するには、相手へのカミングアウトは避けられない。

しかし、教師にカミングアウトしたのは A群で４％、B群で 19％に過ぎなかった（資料２）。 

※アンケート回答者のセクシュアリティは B 群が A 群を上回り、実際の比率と比べると偏りがあると思われる。回答者の

年齢層も 10代から 60代まで幅広く現在の学校の様子とは異なる部分もあり得る。また、回答件数は 152 で統計のサンプ

ル数としては少なく、自由記述回答を多く用いたこともあり、この調査結果は統計には適さないが、回答者のおおまかな

傾向をみるための参考として割合を示す。 

【資料１】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A 群 

n=68 

B 群 

n=84 

 

  

Q:学校に通っていた頃セクシュアリティに関することで嫌だったことやつらかったことは？ 

ある  

69％ 
ない 9％ 

無回答 22％ 

ある  

79％ 

ない 5％ 

無回答 16％ 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

その他

困っていない・相談する必要がない

自分でもよくわからない・説明できない

理解してもらえそうにない・反応や対応に不安がある

【資料２】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 教師にカミングアウトしなかった、あるいはカミングアウトしたくなかった理由を尋ねたものが資料

３である。「理解してもらえそうにない」「反応や対応に不安がある」など、教師への信頼感に関わる回答

が最も多い。 

【資料３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料２で「カミングアウトした」と答えた回答者について、その結果を尋ねたところ、「理解が得られ

た」「相談にのってくれた」など望ましい結果が得られたという回答が特に B群のトランスジェンダー10

代～20 代に多かった。性同一性障害に関しては理解が進みつつある様子がみえる。一方で、教師の理解

を得られず「スカートが嫌だというのは我儘」（Xジェンダー10代前半）「気の迷い」「やめておきなさい」

（Xジェンダー30代）などの言葉を受けたという回答もある。また、プラウド岡山交流会に参加したある

生徒（トランスジェンダー10代前半）は教師から「思春期にはよくあること、そのうち治る」「スカート

着用はあなた自身のため」と説得されていた。これらの言葉は当事者を傷つけるばかりか、その後の進路

選択をも左右する。 

 教師の理解不足が招くもう一つの問題は、教師の偏見から発せられる何気ないひと言が児童生徒を傷

つけることである。特に多い例は教師による「ホモネタ」であり、「同性愛は異常」と教えられて成人後

も忘れることのできない傷として残っているという声もある。また、「教師が考える“男らしさ・女らし

（人） 

※具体的な記述があった A 群・B 群合わせて 125 人の回答についてキーワードで分類、複数回答あり 

Q:先生にカミングアウトしたか 

A 群 

n=68 

B 群 

n=84 

 

  

4％ 

19％ 

Q:先生にカミングアウトしなかった、カミングアウトできなかった理由は？ 

36％ 

21％ 

75％ 

44％ 

1％ 

カミングアウトした 

カミングアウトしたいと思ったがしなかった 

カミングアウトしたいと思わなかった 

無回答 



さ”を強く求められた」「将来は結婚するという前提を押し付けられた」という回答も多い。 

 

（２）教職員はどの程度理解しているか 

 教職員の「性の多様性」「性的マイノリティ」に関する理解の実態はどうなのだろうか。プラウド岡山

は、平成 28年度に７つの学校区（学校単独、あるいは中学校区の保幼小中合同）で教職員研修の講師を

務めた。その際、先生たちが「何がわかって何がわからないのか」を知るため、研修後に簡単なアンケー

トを実施し 169名の教職員の回答を得ている。 

 「性的マイノリティについて研修前から知っていたか」という質問に対し「よく知っていた」と回答し

た教職員は４％、「初めて聞いた」と回答した教職員は３％であった。残りの 93％は「聞いたことはある

が詳しくは知らない」状態である。 

 さらに、この研修を受けるまで知らなかったことを自由に記述する欄には「性が多様であること」とい

う回答が 58件あった。 

 性的マイノリティについて知らないことや誤解があったという内容の回答は 117 件に上り、最も多く

挙げられているのは「13人に 1人という割合（41件）」である。「どのクラスにも当事者児童生徒がいて

当たり前」ということに非常に驚く教職員が多い。 

 「性的マイノリティとは性同一性障害のことである、あるいは性同一性障害の人は同性愛である（37

件）」という誤解も多い。最近よく耳にする「性的マイノリティ（LGBT）」「性同一性障害」「同性愛」とい

う言葉は同じ一人の人物の属性であるという誤った理解である。 

※これらは研修後の短い時間に思いつくまま記述してもらったため、最も驚きをもって受け止めたことのみ記述した可能

性がある。選択肢式であればそれぞれの回答数は更に増える可能性もあり、今後は選択肢式のアンケートを実施予定。 

 回答の中には「同性愛には共感的な理解ができない」「性は多様であるという考え方があることを知っ

た」というものもあった。セクシュアリティの概念そのものに抵抗を示す教職員も少数ながら存在する。 

 

３．環境づくりの重要性 

（１）個別対応の想定は教師による当事者探しにつながる 

 性的マイノリティの児童生徒がどのクラスにもいるであろうということ、彼らは様々な苦しみを一人

で抱え込んでいるということを伝えると、ほとんどの教職員は大きな衝撃を受ける。そして、「教師に何

ができるのか」と問いかけてくる。この問いは、よく聞いてみると「当事者の児童生徒をどう支援すれば

よいのか」を意味することが多い。「個別にどのような対応をすればよいか」を考えていくと、当然「当

事者の児童生徒をどう見分ければよいのか」という疑問にぶつかる。 

 しかし、資料２～３でみたとおり、児童生徒は現状で教師にカミングアウトすることには否定的であ

る。その理由として教師への信頼感のなさが最も多く挙げられたことはすでに述べた。理解不足ととも

に、教師の反応や対応を不安に感じる回答もある。「特別扱いされたくない」「腫れ物扱いされたくない」

などで、それまでの関係性に変化が生じることや、セクシュアリティのフィルターがかかってしまうこ

とを当事者児童生徒は怖れている。これに関しては先に述べた教職員アンケート（Ⅱの２の（２））の中

に、教師側からも「性的マイノリティはよくわからず、わからないことで気を遣ってしまう」という悩み

が出されており、当事者児童生徒はそれを敏感に感じ取っているといえる。 

 「自分でも自分のことがよくわからなかった」「性的マイノリティに関する知識や言葉を知らないので



051015202530

A群 B群

0 5 10 15 20 25 30

無回答

18歳以上

15～17歳

中学生

小学校高学年

小学校中学年

小学校低学年

就学以前

説明できない状態だった」などの回答は、セクシュアリティが本人の自覚による（他者が判断するもので

はない）ことや、正しい情報が不足していることに由来すると考えられる。性自認の違和感や周囲との違

いに気づくのは B群のほうが早く、就学以前という回答が最も多い。A群は小学校高学年から中学校にか

けての時期が多くなる。しかし、それを性自認あるいは性的指向という概念で捉えられるまで（言葉や情

報を得るまで）にはどちらのグループも数年かかることが多い。 

【資料４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 概念や言葉を得ても、性的マイノリティ嫌悪が内在化している場合は、セクシュアリティを自分のこ

ととして引き受けられない葛藤を抱える。「誰にも言ってはいけないことだという確信のようなものがあ

った」「絶対に誰にも知られたくなかった」などの回答からは、少数派であることをマイナス要素として

捉え、固く口を閉ざす児童生徒の姿が見える。 

 「困っていない」「自分への個別対応は必要ないので相談する必然性がない」という回答もある。これ

らは A 群に多い意見で、同じく A 群には「性的マイノリティの存在が表面化することで、かえって差別

やいじめを生むのではないか」と危惧する回答もあった。 

 様々な理由から自分のセクシュアリティを秘匿したい、話せないと思っている児童生徒は圧倒的に多

い。表面上であれ穏やかな生活や良好な人間関係を壊したくないと願う気持ちは尊重されるべきである。

教師が個別対応に重点を置くことで教師側からの詮索や決めつけを生む可能性は否定できず、注意が必

要である。 

 

（２）マニュアルに頼る危険 

 教師に相談したことですべてが解決するわけではないという現状もある。たとえば戸籍女性のトラン

スジェンダーの制服に関する対応例としては、「ジャージ（体操服）での登校を許可する」「校内のみジャ

ージを許可する」「スカートの下にジャージの着用を許可する」「パンツスタイルの制服をつくる」などが

考えられるが、そのどれを選んでも、自分一人がその服装では目立ってしまい、周囲の憶測を生んだり理

由を詮索されたりすることは十分考えられる。 

 セクシュアリティを知られることは、現状ではからかいやいじめのもとになる危険もある。スカート

（人） 

Q：自分は周りの人と何か違う、といったような 

違和感を持つようになった時期は？ 

Q：自分は LGBTであると捉えるように 

なった時期は？ 



をはくこともスカートをはかないことも選択できずに進退きわまった結果、不登校になることもある。

戸籍女子が着用できるパンツスタイルの制服を新しくつくることで登校できるようになった児童生徒も

いれば、つくったものの一度も使用されないままという学校もあるのが現実である。 

 また、個別対応の根拠を周囲の児童生徒に伝えるために、本人のセクシュアリティを全校児童に周知

した実例もある。本人が同意したとはいえ、派生するかもしれない様々な影響を考えると現段階では好

事例とは言い難い。個別対応をめぐる周囲への周知は、今後ますます課題となるであろう。 

 個別対応策は、根本的な解決にはならない。周囲の偏見・誤解の解消や、良好な関係性の構築がなされ

ない限り当事者の苦しみは消えない。「当事者が何について苦しんでいるのか」ということに思いが至ら

ないままマニュアルに基づく個別対応策をとることは、大きなリスクを伴うといえる。 

 

（３）性的マイノリティではない児童生徒のためにも 

 当事者アンケートでは、親及び親族にカミングアウトしている回答者は全体の 15％に過ぎない。これ

は児童生徒に限ったことではなく、交流会でもあらゆる年代の参加者により親へのカミングアウトに関

わる悩みがよく語られている。 

 一方で、我が子からカミングアウトを受けた保護者もまた大きな悩みを抱える。プラウド岡山の交流

会には保護者も数名参加しているが、性自認や性的指向に関する知識がほとんどない状態でカミングア

ウトを受け、受け止めきれないまま親も葛藤を抱えてしまった経験が語られる。相談する相手もなく親

子で孤立し、親子間の関係が悪化した例もある。 

 児童生徒の中の誰かは、将来必ず性的マイノリティの子どもの親になる。その時にありのままの我が

子を受け入れることができるかどうかは、性の多様性をきちんと知っているか否かにかかっている。 

 また、自らの中にある誤解や偏見を知らないままでは、身近な当事者を追い詰める言動にもつながる。

加害者を生まないためにも、性は多様であって少数派も当然存在するという事実を知ることは重要であ

る。「性的マイノリティへの支援」という名目で当事者本人へのカウンセリングや対応に集中するのでは

なく、性的マイノリティの生きづらさを生む集団を変えていく教育をすることが、教職員の使命である

と考える。 

 

（４）安心して過ごせる環境づくりを 

 以上の理由から、プラウド岡山としては「個別対応だけを念頭に置くのではなく、今すぐ環境づくりを

始めてほしい」と教職員に伝えている。具体的な方法としては、「ホモネタなど性的マイノリティを侮蔑

するような言動を見逃さない」「過剰な男女区別を見なおす」「保健や家庭科の授業でひと言フォローす

る」「図書室などに性の多様性に関する書籍や絵本を配架する」「様々な教科の中で多様な性のあり方を

知らせる教材を使用する」「性の多様性に関する授業をする」などを例としてあげ、学校や学級、児童生

徒の実態、教師の得意分野などに応じて工夫してほしいと伝えている。また、アンケート回答の中の「こ

んな先生がいてよかった」という具体例は大きなヒントになるという教職員側の声があり、必ず伝える

ようにしている。 

 

Ⅲ．「性の多様性」を授業でどう扱うか 

 



（１）「性的マイノリティ」が授業で扱われることへの不安 

 アンケート調査では「これからの学校に望むこと」という質問を設けており、これに対する回答として

「性が多様であることを授業でみんなに教えてほしい」という意見が非常に多く寄せられた。確かに、周

囲の無理解や誤解、偏見が当事者の生きづらさの原因であるのだから、それを取り除くためには正しい

知識を広めるべきであろう。授業は究極の環境づくりといえる。 

 しかし、「授業で取り上げて欲しくない」という意見も多く、プラウド岡山の参加者からも、特に若い

世代からよくこの意見が聞かれる。「先生の理解が不十分なままでは、どう扱われるかわからない」「その

場にいる当事者児童生徒は、自分のことが知られないかという恐怖に陥る」「当事者探しが始まる」など

がその根拠である。また、性的マイノリティ当事者による講演も、教師による前後のフォローがないまま

では講演内容が生かされない。啓発効果よりも当事者児童生徒への影響が心配される。実際、こういった

講演のあと登校が難しくなった生徒もいると聞く。 

 理想は「すべての児童生徒への教育」でありながら、いま学校の中にいる当事者児童生徒の心情を思え

ば現状での授業や講演は難しく、プラウド岡山内部でも矛盾を抱えたままである。 

 

（２）倉敷市教育委員会人権教育課題研究への協力① 思いを伝える 

 教育現場では、2015年・2016年の文科省通達を受け、性的マイノリティ児童生徒への対応を考える動

きが出始めた。これを人権課題と捉えて社会モデルの考え方を取り入れた場合、すべての児童生徒に性

の多様性を教える必要性に思い至るのは、教師としては当然のことであろう。 

 倉敷市教育委員会人権教育推進室は「性の多様性を認め合う児童生徒の育成」を研究主題とし、平成 28

年度の研究に取り組んだ。研究を始めるにあたりプラウド岡山に協力依頼があり、授業に関する相反す

る意見も含めて当事者の思いをそのまま伝えることが当事者グループとしての責任であると考えた。 

 課題研究委員（研究授業をする教師）に伝えたのは以下の３点である。 

 〇唐突なやりっぱなし授業にならないようにしてほしい。 

・その教室にいる当事者児童生徒を不安にさせる。 

・「性的マイノリティとは」という新たな枠だけ教えて終わるのでは、新たな差別を生むことにつな

がりかねず、当事者探しを生む恐れもある。 

 〇「性の多様性を認め合う児童生徒の育成」という目的を見失うことのないようにしてほしい。 

・「性的マイノリティはかわいそう」「受け入れよう」「認めよう」「何をしてあげられるだろう」など 

という視点のまま授業が終わるのでは、自分の課題、社会の課題として考えたことにならない。 

 〇校内のすべての教職員でフォローできる態勢をとってほしい。 

 

（３）倉敷市教育委員会人権教育課題研究への協力② 授業参加 

 授業者の希望により５校の研究授業に参加した。直接参加は３校で児童生徒のグループワークに入っ

てほしいという希望であった。セクシュアリティを明かしたうえで子どもたちと直接話をすることは、

どのような言葉を投げかけられるか、自分の名前がどこまで伝わっていくかなど、当事者側のリスクが

大きい。今回は大学院生２名がそれを承知のうえで自ら名乗り出たため、任せることにした。 

 参加授業は「性の多様性を認め合う児童生徒の育成」を主題とした単元のうち、最終段階に設定されて

いた。それまでに児童生徒は「ひとは多様であること」「性も多様であること」「性の多様さの中には少数



派も存在し、性的マイノリティと呼ばれることもあること」など、４～６時間かけて丁寧に学習してい

た。しかし、児童生徒もテレビで見るセクマイタレントをステレオタイプとして理解しており、学生２人

が全く「普通の」先輩であったことに驚きの声もあがったという。 

 これらの授業の最終目標は「自分らしく生きることの大切さ」を考えるところに置かれていた。グルー

プワークは最初「性的マイノリティであることで困っていることは何か」という質問から始まったが、

個々の児童生徒の悩みや夢に話題が移り、「それぞれが自分のこととして考える姿も見られて充実した時

間になった」と大学院生は感想を述べている。 

 

（４）倉敷市教育委員会人権教育課題研究の成果 

 教師（教育委員会）が主体となって性の多様性を考える授業が行われたことは、当事者グループとして

は感慨深いものであった。最も心配された教室内の当事者児童生徒についても、授業者が注意深く教室

内を見守っているが今のところ何も報告されていないようである。 

 倉敷市教育委員会人権教育推進室は平成 28年度の研究成果を冊子にまとめるとともに、ホームページ

上でも公開した。単元構成や指導案、児童生徒の反応や成果、反省点等については、その冊子を参照して

いただきたい。 

 当事者グループとしてプラウド岡山は以下の２点を学び、教師主導の授業に大きな可能性を見出した。 

 〇教師は、児童生徒の価値観を揺さぶり自分のこととして性の多様性に気づかせるスキルをもってい

る（講義形式で教え込む方法では、本当に気づかせることは難しい）。 

 〇児童生徒は「教師は真理を教える人」という意識をもっており（特に学年が低いほど素直に受け止め

る）、新たな価値観を受け入れる柔軟さもある。 

 また、研究授業に関わった複数の教師から「性の多様性は知れば知るほど興味がわき教材研究が楽し

かった」「性の多様性は自分を見る視点を広げることになり、様々な学習への広がりが期待できるテーマ

であると感じた」などの感想を伝えられた。 

 ただし、これは教育委員会主導の研究授業であるから可能であったという見方もできる。「性の多様性」

のために４～８時間もの授業時数を確保し、教師が何カ月も教材研究を続けることは、一般的な学校の

現状から見て現実的ではない。 

 さらに、今回の授業は何も素地のない児童生徒への授業であり、特に学年が上がるほど授業者は慎重

にならざるを得ず悩みも大きかった。低学年から少しずつ学習していける発達段階に応じた「性の多様

性教育プログラム」が、「教育とは何か」を知り尽くしている教育現場から生まれることを期待したい。 

 

おわりに 

 性の多様性を広く伝える役割を教育現場だけに押し付けてはいけないことはもちろんである。家庭や

社会に向けての啓発活動も、岡山の地で地道に続けていきたい。 


