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第１． 私たちの問題意識 

 私たちは皆、異なるバックグラウンドを背負いながら社会で生活している。それらの差

異は例えば、人種や民族、宗教、文化的なバックグラウンドの違いが挙げられ、人数が少

ない・社会的に弱い立場に置かれる人々は「マイノリティ」と呼ばれる。現代の日本社会

では、「日本は単一民族国家だから、他の国と比べると多様性が少ない」という言葉を良く

見聞きするが、実際には人種、民族、文化的な「マイノリティ」だけではなく、障がいの

有無、所得、家庭環境などの違いなども加味して考えると多くの人が何かしらのマイノリ

ティ性を持っていると言える。また、所属する母体が変われば、マジョリティであった人

がマイノリティになることも多く起こりうる。したがって、日本社会もマイノリティ性を

持つ多様な人間で構成されていると言える。 

 昨今、企業や学校現場で「ダイバーシティ」、「インクルージョン」という言葉は聞くよ

うになってきたが、日本の社会には多様性を重んじる風潮や、その包括といったマイノリ

ティに関する意識・概念は依然として私たちに十分浸透していない状況が存在する。その

理由として、多様なバックグラウンドを持つ人々の存在が可視化されていないことや、差

異を生きる人々を社会の一員として認識する土壌がないことが挙げられるのではないだろ

うか。 

 私たちが本報告で論じるセクシュアル・マイノリティ1に関しても上記と同様のことが言

える。これは私の実体験であるが、大学 3 年次に友人の一人にトランスジェンダー2だとカ

ミングアウトをされるまで、恥ずかしいことに自分の側にセクシュアル・マイノリティが

存在することに気がつくことができなかった。カミングアウトされて初めて、もしかした

ら自分の言動がその友人を傷つけ、日常生活の生きにくさを作り出してしまっていたのか

もしれないと気がついた時に、「なぜ今まで身近にいたはずのセクシュアル・マイノリティ

に関して何も考えてこられなかったのだろう」と呆然とした。民族や人種的なマイノリテ

ィは家族などの単位で存在していることが多いが、セクシュアル・マイノリティは人種や

民族、家庭環境などとは関係なく、私たちの隣に存在する可能性のあるマイノリティであ

る。それにも関わらず、自分とは異なるセクシュアリティの概念自体が当時の自分の中に

                         
1 メディアなどでは「LGBT」という言葉が聞かれることが多いが、これはレズビアン・ゲ

イ・バイセクシュアル・トランスジェンダーの４つのセクシュアリティの頭文字を取った

もので意味が限定的であるため、本報告ではより包括的に多様な性を生きる人を指す「セ

クシュアル・マイノリティ」という言葉を使用することにする。 

 なお、セクシュアル・マイノリティは体の性（生物学的な性）、心の性（性自認）、好き

になる相手の性（性的指向）、表現する性（性表現）が多数派とは異なる人のことである。

標準とされるセクシュアリティは、体、心、性表現が男性（もしくは女性）、で性的指向が

女性（女性の場合には男性）という人であり、そのあり方から外れる人のことをセクシュ

アル・マイノリティと呼ぶ。 
2 法務省チャンネルでは、「身体の性」と「心の性」に違和感がある人と説明されている。

（人権啓発ビデオ「あなたがあなたらしく生きるために 性的マイノリティと人権」2015

年 4月 1日（2017年 2月 28日閲覧））https://www.youtube.com/watch?v=G9DhghaAxlo 

https://www.youtube.com/watch?v=G9DhghaAxlo
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はなく、女子大学であっても性自認が皆同じだとは限らないという当然の認識ができてい

なかった。 

 この経験や他のメンバーの経験を踏まえ、私たちは人が生きて行く際に切り離すことは

できない「性」の多様性が尊重され、誰もが生き生きと社会で生活を送ることができる社

会にするためにはどうしたら良いかを本報告の課題として設定することにした。私たちは

その実現に向けた政策提言に関してセクシュアル・マイノリティだけを視野に入れた提言

をするのではなく、他のマイノリティに関することを複合的に盛り込む必要があると考え

た。理由としては２点あり、１点目に、多様なバックグラウンドを持つ人が存在する中で、

重複してマイノリティ性を持つ人も少なくないはずであるということが挙げられる。２点

目に「性」に関するマイノリティだけを扱うとセクシュアル・マイノリティだけがとても

特別なような響きがあるが、実はさまざまなマイノリティが社会に共生しており、多様な

バックグラウンドを持つ人々の存在を認識することが、セクシュアル・マイノリティの生

きやすさにもつながると考えたためである。したがって、セクシュアル・マイノリティだ

けではなく、他のマイノリティを包括するような形での政策提言になっていることを先に

述べておく。 

 

 人が生き生きと安心して生活を送ることができることは、誰もが有する人権であると言

える。セクシュアル・マイノリティの人権が守られるためには、セクシュアリティに関係

なく、すべての人々が真剣に捉える必要がある。したがって、マイノリティ・マジョリテ

ィと区別し、切り離して考えるのではなく、すべての人が「マイノリティ」の問題を自分

の問題として捉える必要があると言える。3 

 目まぐるしく変化する現代社会の中で生きる中で、人はそれぞれ様々な困難があるが、

その中でも目に見えにくい「マイノリティ」と生きにくさについて、テーマを設定し、学

生である私たちが、「マイノリティ」の生きにくさを解決するために考えた軌跡を皆さんに

伝えたい。これが議論を始める一つのスタートになり、良い変化をもたらせるきっかけに

なればと考える。 

 

第２．本論〜私たちの考え方（分析編） 

１．セクシュアル・マイノリティの割合 

 日本におけるセクシュアル・マイノリティの割合は 2015年の電通の調査4によると 7.6％

                         
3 皆が自分の問題として「当事者意識」を持って捉えることが必要であると考えるが、便

宜上、この報告書では日本社会において人口が少なく、不可視化されている人々を「マイ

ノリティ」と呼ぶことにする。 
4 電通ダイバーシティ・ラボ 「電通ダイバーシティ・ラボが「LGBT 調査 2015」を実施–LGBT

市場規模を約 5.9兆円と算出-」2015年 4 月 23日（2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.dentsu.co.jp/news/release/2015/0423-004032.html 

http://www.dentsu.co.jp/news/release/2015/0423-004032.html
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存在するとされる。日本の人口を約 1億 3000 万人とした場合、セクシュアル・マイノリテ

ィ約 1000万人に達することになる。決して多いわけではないが、このパーセンテージは日

本における六大名字である「佐藤・田中・鈴木・高橋・伊藤・渡辺」の合計数に匹敵する。
5 トランスジェンダーに焦点を当てると、2014 年に国連開発計画が発表したレポートで、

｢300 人に 1 人はトランスジェンダーである｣と指摘がされている。6さらに指摘しておくこ

ととして、セクシュアル・マイノリティはどの時代、国、地域にも存在し、世代、年齢、

民族、人種、宗教などに関係なく存在するといわれている。このことから、セクシュアリ

ティは目に見えないため気が付きにくいが、私たちの周囲にもセクシュアル・マイノリテ

ィは必ず存在するということができるだろう。私たち一人ひとりが、知らず知らずのうち

に「出会って」いるのである。 

 

２．セクシュアル・マイノリティの直面する状況・その困難が及ぼす影響 

 では、そのように身近に存在するはずのセクシュアル・マイノリティは日常でどのよう

なことに直面しているだろうか。また、それらはセクシュアル・マイノリティと呼ばれる

人々にどのような影響を与えているのだろうか。制度や法律などのハード面における困難

と、対人コミュニケーションなどのソフト面における困難の両方が存在するが、ここでは

法律・制度などのハード面に触れつつも、対人コミュニケーションなどのソフト面に重き

を置いて現状を分析していく。 

 

（１）ハード面：法律における権利における不平等・差別 

 セクシュアル・マイノリティが社会において直面する困難として、異性愛者は持ってい

る権利を持てていないということが挙げられる。法律、権利と聞くと最初に頭に浮かぶの

が、同性婚のことであろう。近年、渋谷区で同性間のパートナーシップ条例ができ、世田

谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市でも開始、那覇市と札幌市も導入を決定、検討してい

る段階にある。現状を変えるために大切な一歩であるとはいえるが、これらのパートナー

シップ条例は婚姻ほどの拘束力はなく、異性愛者のカップルと同等の扱いや保障、権利を

獲得したというわけではない。財産の相続権や病院での面会権がなかったり、税制上の優

遇、勤務先の福利厚生などが受けられなかったりすることが同性カップルにおける問題と

なってくる。企業や自治体によっては独自の福利厚生を設けている例もいくつかあり、日

本 IBM7、パナソニック8、千葉市9などが同性パートナーを配偶者と認定したり、結婚休暇や

                         
5「セクシュアルマイノリティは今：現場で考える性的指向・性自認の実践と課題」（2016

年 11月 19日（土）早稲田大学）第一分科会での講義部分より。 
6 世界の割合：トランスジェンダー “Discussion Paper on Transgender Health & Human 

Rights” (UNDP, 2014) 
7 日本 IBM 2012 Corporate Responsibility Report （2017年 2 月 28日閲覧） 

http://www.ibm.com/ibm/responsibility/2012/overview/index.html  

http://www.ibm.com/ibm/responsibility/2012/overview/index.html
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祝い金の対象に含んだりしている。しかし、「LGBT への対応の基本方針」が「ある」と回

答したのは 173 社で、「なし」と回答した 563 社を大きく下回っていた。10そもそも年金や

保険は国の制度と関連しているため、企業が独自にできることには限界がある。 

 セクシュアル・マイノリティに関する法律関係の出来事としては、性的指向をめぐる訴

訟として「東京都青年の家事件」11がある。1990年にゲイ・レズビアン団体が東京都の「府

中青年の家」を利用した際に、他の利用団体の嫌がらせをきっかけに「青年の家」職員が

ゲイ・レズビアン団体の今後の利用を拒否、東京都教育委員会も当該団体や同性愛者の「青

年の家」利用を拒否すべきとの見解を示した。これが不当な差別的取り扱い、人権侵害で

あるとして当該団体が東京都を訴え、東京高裁で勝訴した。裁判を通じ、同性愛者である

ことにより不利益を被ることは明らかに人権侵害であるということが示された。 裁判で

は性的指向による差別が違法とされたが、訴訟から 20年近く経つ現在も差別禁止法は制定

されていないのが実情である。 

 アメリカ精神医学会の診断基準である DSM は 1973年に投票によって「同性愛」を削除す

ることを決定した。12これに米国心理学会、全米ソーシャル・ワーカー協会、米国行動療法

促進学会などの学会が、この決定を支持するという声明を発表し、同性愛の脱病理化が進

んだ。WHOの発行する国際疾病分類でも、1975 年採択の第 9版では「性的逸脱および障害」

のひとつに「同性愛」という分類名があったが、1990 年の第 10 版で「同性愛」という分

類は削除され、日本もこれを支持しているなど、現代において同性愛は病気ではないとい

う考えが支持されている。 

 諸外国とセクシュアル・マイノリティに関する法律の比較をしてみると、日本の立ち位

置がよく見えてくる。2001 年のオランダ13での同性婚の合法化を皮切りに同性婚やパート

ナーシップ法が増加し、2016年年時点では 47カ国と 65地域に同性婚やパートナーシップ

法が存在している。14また、G8の８カ国の中で、同性のパートナーを家族と認めておらず、

                                                                                  
8 「LGBTへの理解と対応」パナソニック（2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/diversity/lgbt.html 
9 「LGBT職員にも「結婚休暇」 千葉市、職員向け導入」 日本経済新聞社 2016年 11 月

11日（2017年 2月 28日）http://www.nikkei.com/article/DGXLZO09415920Q6A111C1CR8000/ 
10東洋経済新報社の「CSR企業総覧 2016 第 11回 CSR調査」(2017 年 2月 28日閲覧) 

http://csrblog.toyokeizai.net/csr/2016/01/2016lgbt173-dea7.html 
11 損害賠償請求控訴事件 東京高裁平成６円（ネ）1580号 平成 9年 9月 16日第４民事

部判決（判例タイムズ 986号 P206） 
12 読売オンライン「第３３話 同性愛の脱病理化」2016年 2月 18日（2017年 2月 28 日閲

覧）https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160218-OYTET50047/ 
13 「世界の同性婚 合法化 オランダが初」日本経済新聞社 2015 年 6月 27日 （2017

年 2月 28日閲覧）http://www.nikkei.com/article/DGXKZO88603430X20C15A6FF2000/ 
14 ILGA Sexual Orientation Laws in The Word- Overview 2016 年 6月 （2017年 2 月 28

日閲覧）http://ilga.org/downloads/03_ILGA_WorldMap_ENGLISH_Overview_May2016.pdf 

http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/diversity/lgbt.html
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO09415920Q6A111C1CR8000/
http://csrblog.toyokeizai.net/csr/2016/01/2016lgbt173-dea7.html
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160218-OYTET50047/
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO88603430X20C15A6FF2000/
http://ilga.org/downloads/03_ILGA_WorldMap_ENGLISH_Overview_May2016.pdf
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法律が存在していないのは、日本とロシアだけである。15さらに、世界の約３分の１の国に

はセクシュアル・マイノリティに対する差別禁止法があるが、日本にはまだ存在していな

い。16日本は 2011 年に採択された国連人権理事会の性的指向や性自認に基づく人権侵害問

題に焦点を当てた決議の採択に賛同しているものの、他国が制定するような差別法などが

あるわけではない。そのような状況の中で、国連は日本のセクシュアル・マイノリティを

差別や暴力から守ることができるように、2008年から再三にわたり日本政府に対して勧告

を行い働きかけてきたが、大きな変化は目に見えていない。17 図１を見てもわかる通り、

北米・南米・欧州やオーストラリアでは同性婚を認める法律や代替的な制度を設けている

のに対し、ロシアや中東、アジアでは法律を設けていない、あるいは同性愛を違法として

いる。先進国を自認する日本の国民としては、もう一歩踏み込んで法律・制度の整備を行

うことが望まれる。 

 

                         
15 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付青少年企画担当「平成 26年度 青少年問題調

査研究会 第４回議事録 LGBT 子供・若者セミナー〜性的少数者の現状と支援を学ぶ〜」

2014年 12月 3日 
16 同上 
17 LGBT法連合会 「セクシュアル・マイノリティは今 現場で考える性的指向・性自認の

課題と実践 第３分科会〜就労現場における課題から〜」P９ 

図１ ILGA Sexual Orientation Laws in The Word- Overview 2016 年 6月 （2017 年３

月４日閲覧）

http://ilga.org/downloads/03_ILGA_WorldMap_ENGLISH_Overview_May2016.pdf 

 

http://ilga.org/downloads/03_ILGA_WorldMap_ENGLISH_Overview_May2016.pdf
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i もちろん、法律があるからといって困難なく幸せに生活ができるというわけではない。

しかし、法的にセクシュアル・マジョリティと同等の権利を持ち、守られるということは、

社会で生きて行く人間として当然持つべきものである。他の国でも進められている法整備

は日本のセクシュアル・マイノリティに対する取り組みとして必要なものであり、これら

を参考にしながらもっと活発な議論を始め、現状を変えていく必要がある。 

 

（２）ソフト面による不平等・差別 

 法律関係の他にも、日常における様々な場面でセクシュアル・マイノリティの人々には

困難が存在する。ここでは、最初に総合的にどの世代にも当てはまるような困難を検討し、

特に深刻な状況が確認されている学校現場に焦点を当てながら、日本社会の現状を明らか

にしていく。 

 最初にどの層のセクシュアル・マイノリティも経験するような差別・偏見などの困難に

関してだが、代表的なものは、周囲の人が悪気はなく「ホモきもい」「オカマかよ」などと

言うハラスメントである。男性らしさ・女性らしさのジェンダー規範、異性愛規範から外

れる人はセクシュアル・マイノリティに限らず、揶揄され、笑いの対象となる。たくさん

の人々が見るバラエティー番組などでも「ホモネタ・オカマネタ」で笑いを取ることが当

たり前のこととされているため、それに対して疑問が抱かれることなく社会に定着してし

まっている現状がある。18異性愛規範、ジェンダー規範が「当たり前」であり、それから外

れることは「おかしい」「笑っても良い」というような人々の意識が指摘できる。セクシュ

アル・マイノリティにとって、このようなハラスメントに遭遇する可能性は学校、職場、

家庭、近所の人との交流などの至るところに存在しており、その度に自尊心を傷つけられ、

嫌な気持ちをしていることが想像できる。 

 それに加え、これらの規範に社会に存在する同調圧力が働くことで、セクシュアル・マ

イノリティはさらなる困難を経験している。それは、揶揄される対象となることを防ぐた

めに、自分のセクシュアリティを隠し、既存の規範に自分を当てはめることで笑いやから

かいの対象となることを回避しようとするために生まれる困難である。セクシュアル・マ

イノリティの人々は、周囲に対して異性愛者・シスジェンダーとして振る舞うことで、本

当の自分を偽って、人に嘘をついているように感じ、心理的な負担になることが指摘され

ている19。また、そのような状況下では、自分のセクシュアリティが周囲に知られてしまう

のではないかという恐怖やプレッシャーと隣り合わせになりながら、安心して生活を送る

ことができないとも考えられる。 

                         
18 松岡宗嗣『「卒業したら死のうと思う」と語った先輩へ、何も伝えられなかった LGBT の

後悔』2016年 9月 17 日（2017年 2月 28日閲覧） 

http://www.huffingtonpost.jp/soushi-matsuoka/lgbt-regrets_b_12044576.html 
19 虹色とんちー「LGBT の子供・若者〜地域・学校・家庭から考える〜」2015年 11月 8日 

福生市公民館白梅分館公民館講座  

http://www.huffingtonpost.jp/soushi-matsuoka/lgbt-regrets_b_12044576.html
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（３）影響 

 そのような差別・偏見などの日常における困難は、セクシュアル・マイノリティにどの

ように影響があるのだろうか。日常における生きにくさがセクシュアル・マイノリティに

及ぼす影響の例が図２に示されている。 

 驚くべきことに 10 代〜40 代のゲイ・バイセクシュアル（両性愛）男性の６割以上が自

殺を考えたことがあり、実際に１割強が自殺未遂を経験している。50代以上の層には多少

割合としては落ちるが、それでも５割程度が自殺を考えたことがあり、１割弱が実際に自

殺未遂を経験している。一方、男性全体で自殺を考えたことがあるのは２割程度、自殺未

遂を経験しているのは平均で 6.8％である。このことから、ゲイ・バイセクシュアルであ

るという理由で自殺願望が強まってしまう傾向にあることがわかる。 

 また、同報告書では自殺未遂をしたことのあるゲイ・バイセクシュアル男性のうち、そ

の初回の年齢は平均で 17 歳であり、自殺未遂が頻発するのが 20 歳前後であることも報告

している。本来ならば将来に希望を抱くはずの年齢で人生に絶望し自死を考えたり、実際

に自殺を試みようとしたりしている非常に深刻な状況である。この理由として研究を行っ

た日高氏、木村氏、市川氏は、1990年代まで同性愛が「異常」だとする書物が多かったた

めにゲイ・バイセクシュアル男性は自身の同性に対する気持ちは正しくないのかもしれな

いと思うようになるというように、社会の意識を内面化している可能性を指摘している。

外部からの否定的な情報や他者からの差別・偏見に基づく発言、またそれによる自己の内

部での葛藤がこのような極めて高い数値となって表れているということができるだろう。 
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図２ 以下の文献を参考に作成 

・日高庸晴、木村博和、市川誠一「厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究推進事

業 ゲイ・バイセクシュアル男性の健康レポート２」2007 年 インターネット調査

（2005年）（有効回答数 5,731人）p.10○11 これまでに自殺を考えたこと・自殺未遂 

・日本財団「日本財団自殺意識調査 2016 調査結果『別表』」2016年 インターネット

調査（2016年 8 月 2日〜8月 9日）（有効回答数 40,436）pp..2-3、6-7 
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 また、図３は男性における自殺未遂率の比較であるが、その他の項目にあるいじめや薬

物使用経験などと比べて、性的指向が原因で自殺未遂の経験がある人が一番倍率の高い結

果となっている。この結果は、異性愛者に比べると異性愛者でない人は約６倍の自殺未遂

経験があると示しており、日高氏が指摘するように「男性においては性的指向が自殺未遂

経験に関連する決定的な要因であることが明らか」である。私たちは日々、いじめを苦に

青少年が自殺する報道を多数目にしており、いじめに関する取り組みに関してはいたると

ころで活発に議論がされている。しかしながら、それ以上の数値を示している性的指向が

原因となって自殺という結果につながりやすいことはあまり知られておらず、対策がとら

れていない現状が指摘できそうである。 

 さらに、2015 年に NHK がセクシュアル・マイノリティに対して行った 2600 人を対象と

するウェブアンケート調査では、「ストレスによる健康への影響」という項目があり、セク

シュアル・マイノリティであることが原因で起こるストレスで健康への影響が「あった」

「ややあった」と答えた人の合計は約４割にも上り、性自認と異なるトイレを使用したく

ないために膀胱炎になったり、人とのコミュニケーションがうまくいかず、ストレスで髪

図 ３ 「我が国におけると市の若者の自殺未遂経験割合とその関連要因に関する研究—大阪の繁華街

での街頭調査の結果からー」日高庸晴 http://health-issue.jp/suicide/index.html 
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が抜けたり、うつ状態やパニック障害、失語症、解離性障害になったなどの声が寄せられ

ている。20このデータから、セクシュアル・マイノリティの人々を取り巻く環境や日常での

経験が心身の両方に影響を及ぼしていることも指摘できる。 

 

 社会における異性愛規範、ジェンダー規範によって引き起こされている困難や制度面で

守られていないという現状は、セクシュアル・マイノリティに辛い経験をさせているだけ

ではなく、その影響を見るとより深刻で早急に対処をしなければいけない段階まできてい

る。その生きにくさの原因になっている差別・偏見に基づく発言などは主にセクシュアル・

マイノリティの周囲にいるセクシュアル・マジョリティのものであることが多い（中には、

稀にセクシュアル・マイノリティが自分を差別から守るための手段として発言をしている

場合も含まれる）。ともに社会に生きている一員であるセクシュアル・マイノリティの生き

にくさを考えることができていない現状がセクシュアル・マイノリティの深刻な状況を生

み出していると言える。 

 次に、そのようなセクシュアル・マジョリティがどのような意見や考えを持っているの

か、確認していきたい。 

 

 

３．セクシュアル・マジョリティの意見・反応 

                         
20 「LGBT当事者 アンケート調査 〜2600 人の声から〜」NHKONLINE （2017年 2月 28日

閲覧）http://www.nhk.or.jp/d-navi/link/lgbt/ 

図 ４「LGBT当事者 アンケート調査〜2600人の声から〜」NHK online 

http://www.nhk.or.jp/d-navi/link/lgbt/ 

http://www.nhk.or.jp/d-navi/link/lgbt/
http://www.nhk.or.jp/d-navi/link/lgbt/
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 近年の海外での同性婚のニュースや日本の渋谷区の同性パートナーシップ条例、ドラマ

での性同一性障害の人物を描くなど、社会における変化に伴い、人々の意識も変化してき

てはいるが、依然としてセクシュアル・マイノリティに対する目は冷たい。 

電通の「同性愛の許容度」に関する調査では、1990年時点で「間違っている（認められ

ない）」と答えた割合が約８割存在していたのに対し、2005年時点では「間違っている（認

められない）」と答えた割合が約５割まで減っている。意識の変化は見られるものの、2005

年時点では半数の割合で同性愛が間違っていると回答したことは、セクシュアル・マイノ

リティに対して、安心できる環境だとは言い難い。 

 また、2015年に国立社会保障・人口問題研究所が行った全国すべての都道府県から無作

為に選ばれた20〜70代の男女1259人を対象とする意識調査21では同性婚に約半数が「賛成」

「やや賛成」と答えており、同性同士の結婚を認めても良いと考えていることがわかる。

しかし、同調査では身近な人がセクシュアル・マイノリティであった場合には「嫌だ・ど

ちらかといえば嫌だ」と答える割合が増えることがわかっている。「近所の人・同僚」には

約４割が抵抗感を示し、友人がゲイやレズビアンである場合には、約５割が「抵抗感があ

る」と回答、「自分の子ども」では約７割が「嫌だ・どちらかといえば嫌だ」という結果に

なっている。さらに、職場の同僚が同性愛者だった場合に関しては、40代管理職男性の場

合、７割が「嫌だ・どちらかといえば嫌だ」と抵抗感を示している。 

 これら二つの調査から、半数は同性愛に対して、寛容な態度を見せながらも、自分の周

囲の関係が近い人物にセクシュアル・マイノリティがいた場合には快く思っていないこと

が伺える。先に述べたように、セクシュアル・マイノリティの割合を考えると、抵抗感を

見せた人の周囲にも必ず一定数のセクシュアル・マイノリティが存在するはずである。こ

のような社会における人々の意識が変化しなければ、セクシュアル・マイノリティの生き

にくさが本当の意味で解決されることはない。セクシュアル・マジョリティも自分との関

係の中でセクシュアル・マイノリティの生きにくさが生まれていることを自覚し、自分の

問題として捉えることが必要だ。 

４．学校におけるセクシュアル・マイノリティの現状 

 ここまで、年齢を設定せずにセクシュアル・マイノリティの直面する困難、その影響と

マジョリティ側からの意見に着目し、現状を確認してきた。社会全体に蔓延するセクシュ

アル・マイノリティに対する差別や偏見は、教育現場において生徒達の間でも見受けられ、

安心して身を置ける環境であるべき学校でも深刻な生きにくさが存在している。その例と

して、性同一性障害を持つ人の約３分の１が小学校から高校までの間に不登校を経験、ゲ

イ・バイセクシュアル男性の９割は教育現場で同性愛に関して不適切な対応をされていた

り、いじめなどのために葛藤を抱えたりするような状況が中学・高校の時期に集中して起

                         
21 国立社会保障・人口問題研究所 2015 年 11月 28日 
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きていることがわかっている。22ここでは、小学校から高校の時期にセクシュアル・マイノ

リティの生徒がどのような経験をしているのかについて現状を検討し、教育機関の責任を

考えていく。使用する数値のデータは「いのち。リスペクト ホワイトリボンキャンペー

ン」のデータを主にしており、対象となったのは 2013 年末時点で平均年齢 22.9 歳の比較

的学校での体験の記憶が残っている層であり、回答者の内訳は非異性愛男子が 154 人、性

別違和のある男子が 65 人、非異性愛女子が 210人、性別違和のある女子が 180人となって

いる。回答では小学校から高校までの期間内での経験を回答したものである。 

 では、最初に生徒が自分はセクシュアル・マイノリティだと気がついた時期を見ていく。

セクシュアリティによって、マジョリティの性のあり方とは異なるかもしれないと気がつ

いた時期には多少ばらつきがある。性別違和のある男子の場合が最も早く、小学校入学前

に 25％がセクシュアル・マイノリティだと気がついており、非異性愛男子の 25％が中学１

年生の時に、性別違和のある女子の 18％が中学１年生の時に、そして非異性愛女子の 18％

が中学２年生の時に気がついている。 

 小学校から高校までの期間に自分のセクシュアリティを実際に話したこと（SNSは除く/

手紙、電話などを含む）があるかどうかという質問に対しては、「誰にも言えなかったと」

と回答した割合が最も多く、身体の性が男子である 53％、身体の性が女子である 31％とな

っている。話さなかった理由に関しては下の表１の通りである。 

表１ 自分のセクシュアリティを実際に話したことがあるか 

 性別違和のあ

る男子 

非異性愛男子 性別違和のあ

る女子 

非異性愛女子 

理解されるか不安だった ６２％ ６７％ ６６％ ５９％ 

話すといじめや差別を受け

そうだった 

６０％ ５９％ ３８％ ３３％ 

特に話す必要を感じなかっ

た 

３４％ ４６％ ４５％ ４９％ 

どう話して良いかわからな

かった 

５１％ ４０％ ４６％ ３９％ 

その他の理由で話さなかっ

た 

１４％ １０％ ９％ １０％ 

話さなかった相手は特にい

ない 

２％ １％ ３％ １％ 

 セクシュアル・マイノリティをネタにした冗談やからかいを見聞きした時にどのように

対応したかという質問では、ほとんどのセクシュアル・マイノリティが何もせず、自分を

                         
22 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究推進事業 ゲイ・バイセクシュアル男性の健

康レポート２ 日高庸晴、木村博和、市川誠一 p.3 
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守るために複雑な心境になりながらも一緒に笑うという対応をしており、その状況に対し

て相談をすることはほとんど無いという結果が得られた。 

 いじめや暴力に遭ったことのあるセクシュアル・マイノリティの生徒の状況も深刻であ

る。実際にセクシュアル・マイノリティの中でいじめ・暴力に直面した経験があると答え

たのは性別違和のある男子の割合が一番多く、ジェンダー規範から外れることがいじめや

暴力の対象となっていると言える。また、非異性愛男子、性別違和のある女子、非異性愛

女子に関しても、いじめや暴力に遭遇した割合を見ると性別違和のある男子よりも人数は

落ちるものの、決して見逃すことができない数値を示している。いじめの加害者に関して

は多くの場合が同級生であるが、約１割が担任の教師によるものであるという指摘も見逃

すことはできない。 

表２ いじめの経験について 

 

セクシュアル・マイノリティの子ども達は表２のような悲惨な暴力やいじめを経験して

いるが、52％の生徒は誰にも相談することができなかったと回答し、相談した場合には母

親が一番多く 29％、担任が 19％と続いた。相談後の経過はいじめや暴力の状況が「変わら

なかった」が４５％、「問題がすっかり解決した・かなり解決した・問題が小さくなった」

が半数を占め、多少の改善が相談によって望めることもわかっている。 

 

 このような状況に対して、文部科学省は 2010年に性同一性障害の児童に対し教育的な配

慮を求める通知を全国の学校に向けて出し、2014年には学校において性同一性障害の児童

がどのような配慮を受けているのかの実態調査を行っている。また 2015年には「性同一性

障害に関わる児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について」という文書の中で、

性同一性障害の生徒に対する対応・配慮の具体例を示し、同性愛を含めたセクシュアル・

マイノリティの子どもにもきめ細やかな対応が必要であるとした。 

 しかし、実際には通知が教師に行き届いていないという実態も存在する。その証拠とし

                         
23 性的な暴力とは、服を強制的に脱がされたり、恥ずかしいことを強制したりするなどを

意味する。 

 性別違和のある

男子 

非異性愛男子 性別違和のある女

子 

非異性愛女子 

身体的な暴力 ４８％ ２３％ １９％ １０％ 

言葉による暴力 ７８％ ５３％ ５４％ ４５％ 

性的な暴力23 ２３％ １２％ １２％ ７％ 

無視・仲間はずれ ５５％ ３４％ ５１％ ５７％ 

上のような経験はない １８％ ３５％ ３０％ ３６％ 
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て、2015年に発表された人権団体・ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査結果を見てみる

と、「今年度（または一番最近の学年度）、学校の先生や生徒が LGBT の人たちに対する暴言、

否定的な言葉、もしくは冗談を言うのを聞いたことがありますか？」という質問に対して、

「先生が言っているのを聞いた」と答えた人が全体（458 人）の 29％存在していることが

わかる。また、「先生・または生徒が言っているのを聞いた」と回答したのは実に 86％に

も上り、セクシュアル・マイノリティも存在する教育現場での状況が改善されているとは

言い難い。24 

 教育機関はセクシュアル・マイノリティ、セクシュアル・マジョリティの双方にとって

重要な機関である。教育機関では「正しい」とされる知識や行動を学び、社会に出た時に

きちんと生活していくための準備機関として機能していなければいけない。しかしながら、

マジョリティによるいじめや暴力などの存在はマイノリティの生徒に苦しい思いをさせて

しまっているだけではなく、他のマジョリティの人々自身も異性愛・ジェンダー規範から

外れる人がいじめられる環境に身を置くことによって、それが当然のこととして内面化さ

れ、無意識のうちにセクシュアル・マイノリティに不寛容な態度、差別的な発言を取って

しまうという点で深刻な問題であると指摘できる。 

 

５、取り組み・寛容な環境の必要性：その効果 

 セクシュアル・マイノリティの経験、困難を見てきたが、もし取り組みを行ったら、ど

のような変化があるだろうか。また、セクシュアル・マイノリティを尊重するような環境

はどのような影響をもたらすだろうか。以下でデータを見ながら検討していく。まず一つ

目の例として、2015年のアメリカで同性婚合法化以降、アメリカの高校生の自殺・自殺未

遂率が７％も低下したという研究結果がある。25それは特にセクシュアル・マイノリティの

生徒の間で顕著であり、メンタルヘルスにも良い影響を与えたということができると結論

づけられている。26結婚する割合が少ない 10 代の若者の自殺未遂率の低下は、異性愛者と

同等の権利がセクシュアル・マイノリティに肯定感を与えたと同時に、セクシュアル・マ

ジョリティ側にも取り組みを示すことで意識の変革をもたらし、結果として性の多様性を

尊重するような社会作りに寄与したと指摘できる。 

 また、アメリカの NPO 団体「ストーン・ウォール」と IBM の共同調査によると、カミン

グアウト後には仕事の生産性が 15%上がるという調査もあり、仕事現場でのエネルギーが

セクシュアリティを隠すことに注がれていることで、仕事へ十分集中できていない状況を

                         
24 「現場で考える性的指向・性自認」実行委員会 「セクシュアルマイノリティは今」（2016

年 11月 19日（土）早稲田大学早稲田キャンパス）p.16 
25 BBC. Same-sex Marriage Linked with 7 drops in US teen suicide attempts 21 February 

2017. （2017年 2月 27日閲覧） 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39043149 
26 同上。 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39043149
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指摘する記事もある。27仕事の生産性を上げるためにカミングアウトが強制されることがあ

ってはならないが、カミングアウトが選択でき、セクシュアリティを打ち明けても偏見や

差別の目にさらされず、尊重をされるという仕事環境は生き生きと仕事をするために必要

であると言える。 

 

６、私たちが考えていかなくてはいけない問題：政策提言へ向けて 

 セクシュアル・マイノリティに関する現状とマジョリティの意見について、これまでデ

ータを示しながら見てきた。セクシュアル・マイノリティは幅広い年齢層で深刻な問題・

困難に直面している。7.6%という決して少なくない人々が抱える生きにくさを、マジョリ

ティも含め一人ひとりが真剣に考えていく必要がある。そこで私たちが社会において改善

していきたいこととして以下の３点を挙げ、多様な性を生きるすべての人が生きやすい社

会にするために必要なことを提言する。 

 

１．セクシュアル・マイノリティという概念の可視化 

２．セクシュアル・マイノリティとマジョリティとの関係として構造を捉える 

３．一人ひとりが多様な性を生きる人が共存する社会でどのように他者と関わっていくか

を考える力を身につける 

 

 １点目は、セクシュアル・マイノリティという概念を可視化することである。これはセ

クシュアル・マイノリティとセクシュアル・マジョリティの双方にとって大切な意味のあ

ることだと考える。その理由として、概念を可視化することで、マジョリティに対しては

自分の周囲にもいるということを知ってもらい、またマイノリティに対しては存在してい

ることがおかしくはない・間違っているのではないということをポジティブに示すことが

できるためである。 

 現状では、差別や偏見からいじめ・暴力を受けることを恐れてカミングアウトしない人

も多いため、身近なところにセクシュアル・マイノリティが存在しているという感覚を持

ちにくく、「セクシュアル・マイノリティはどこか遠くに存在している人」という意識を持

つ人も多いのではないだろうか。もちろん、カミングアウトしないという選択を否定する

わけではない。現状を見て自分を守るために必要な選択であるはずであり、その選択は尊

重されるべきであるし、セクシュアル・マイノリティという概念が可視化された後も自ら

のセクシュアリティを全員がオープンにすべきだとは考えない。それはセクシュアル・マ

イノリティ個々人の選択である。しかしながら、現状では「セクシュアル・マイノリティ

                         
27 「 LGBT公表すれば生産性１５％向上」日系 Bizアカデミー、2015年 10月 22日（2017

年 2月 27日閲覧） 

http://bizacademy.nikkei.co.jp/practical-skill/daibashithi/article.aspx?id=MMAC4

l001009102015&page=3 

http://bizacademy.nikkei.co.jp/practical-skill/daibashithi/article.aspx?id=MMAC4l001009102015&page=3
http://bizacademy.nikkei.co.jp/practical-skill/daibashithi/article.aspx?id=MMAC4l001009102015&page=3
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は身近にはいない」→「人々が（無意識的に）不寛容・差別的な発言をする」→「セクシ

ュアル・マイノリティはさらに打ち明けることができなくなる」→「セクシュアル・マイ

ノリティは身近にはいない（と思い込む）」という図５のようなサイクルが出来上がってお

り、「身近にいない」という意識を強化してしまうような流れがあると言える。 

 

 この負のサイクルに対し、最初のステップとして、セクシュアル・マイノリティという

概念を可視化することにより、存在しないとみなされているセクシュアル・マイノリティ

が困難を抱えていることを明らかにするべきである。マジョリティにもセクシュアル・マ

イノリティに関する議論が広まるためには、まず存在を知ってもらうことから始まるはず

である。 

 ２点目に、概念を可視化した後に必要なこととして、セクシュアル・マイノリティの困

難を解決するために、セクシュアル・マイノリティの生きにくさはマジョリティとの関係

の中で生まれてきているものであると気がつくことが必要である。セクシュアル・マイノ

リティの生きにくさは「セクシュアル・マイノリティであること」自体にあるのではない。

セクシュアル・マイノリティであることにより、周囲の人との関係の中で自己肯定ができ

ない・いじめられるなどの関係性の中で生まれるのである。つまり、セクシュアル・マイ

ノリティの生きにくさはマジョリティの存在なしには考えることができないと言える。現

在の状況では、セクシュアル・マイノリティは人間関係や制度との関係により生きにくさ

を抱えているが、その問題について自分には関係ない、あるいは抵抗感があり向き合いた

くないと思っているセクシュアル・マジョリティの存在があるために、解決へ向けて歩み

始めることができずにいる。 

 したがって、セクシュアル・マイノリティの生きにくさの解決には、セクシュアル・マ

図５ セクシュアル・マイノリティが不可視化されている現状  



 19 

ジョリティの人がセクシュアル・マイノリティと良い関係を築き、共生するという双方の

関係を構造的に捉えたビジョンを持つことが必要になってくる。言い換えるならば、「当事

者意識」を誰もが持つことが必要であると言うことができるだろう。もし、自分が関係し

ている問題だという意識を持つことができ、セクシュアル・マイノリティの直面する深刻

な自殺願望率やいじめ、暴力に自分が荷担してしまっているかもしれないと捉えられたな

らば、何もせずに見過ごすということはできないはずである。 

 ３点目に、セクシュアル・マイノリティが生きやすい社会の実現のために、多様な性を

生きる人々が存在する社会において、自分自身がどのように関わり、振る舞えば良いかを

考えられるような力をつけることあげられる。先に述べたセクシュアル・マイノリティの

可視化とマジョリティ・マイノリティの関係を構造的に捉えることができたとしても、そ

の先に自ら考え、現状に対して違いを生み出すようなことを考えられる力がなければ、結

局のところセクシュアル・マイノリティが生きやすい社会の実現は不可能である。関わり

の中でどのような工夫をしたら多様な性を生きる一人ひとりがより気持ち良く生きられる

のかを考える土壌を、セクシュアル・マイノリティとセクシュアル・マジョリティの双方

が作り上げることが求められている。特に、セクシュアル・マジョリティは他者のことに

関して、自分の視点から考える想像力と共感を持って考えることが求められている。 

 

 次章では、セクシュアル・マイノリティが生きやすい社会の実現に向けて、具体的に政

策を提示するが、そこで私たちが焦点を当てたのは、教育である。セクシュアル・マイノ

リティが生き生きと生きられる社会の実現のため、法制度などの面で権利を保障するとい

うことはもちろん必要なことである。しかし、私たちは制度や法律が変わり、セクシュア

ル・マイノリティがセクシュアル・マジョリティと同じ権利を持ち得るようになっても、

人の心が変わらなければ生きにくさは変わらないと考えた。制度と人の心はどちらも必要

なことであり、人が社会で生きていく中でこの二つは切っても切れない関係にあることは

理解した上で、未来を担っていく人間を育成する教育の現場に焦点を当て、政策提言を行

っていきたい。それが現在では追いついていない制度・法律面での平等を促進する人材を

育成することにもつながるはずである。 
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第３． 提言〜私たちの主張 

 前章と同様に、セクシュアル・マイノリティを具体例として取り上げながら、誰もが生

き生きと生きられる社会にするための政策をここに提言する。 

 前章で述べた「１．『マイノリティ』という概念の可視化」、「２．セクシュアル・マイノ

リティとマジョリティとの関係として構造を捉えること」「３．一人ひとりが多様な性を生

きる人が共存する社会でどのように他者と関わっていくかを考える力を身につけること」

を達成するために、３つの政策を提案していく。以下の図に、これらの関係性を示す。 

 

１、寄り添い専門員 

内容 

 「マイノリティ」に関する知識を持ち、学校に常駐する、寄り添い専門員という職業を

設けることを提案する。 

狙い 

 大きく５点があげられる。１点目は、児童・生徒から相談を受けた際に適切な対応を取

れるようにすることである。２点目は、他の教員が「マイノリティ」に配慮した指導を行

えるようにすることである。３点目は、学校全体として「マイノリティ」にも配慮できる

ようにすることである。４点目は、「２、テーマ別多様性教育」で述べるように、児童・生

徒に適切な知識を与えられるようにすることである。５点目は、学校便りや掲示物等を通

して保護者へのサポートも行うことである。 

現在の問題点 

 大きく以下の四点があげられる。 

図６ 3個の改善点と、３個の提言の関係図 筆者作成 
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 第一に、教員や養護教諭が児童・生徒から相談を受けた際に適切な対応が取れていない

ことで、傷ついてしまう児童・生徒が存在しうるということである。例えば、自分のセク

シュアリティを教員に伝えた際、「きっと一時的なものだよ」と本人の不安や違和感を否

定したり、「そっか、あなたはゲイなんだね」と勝手に枠にあてはめたりと、無意識的に

児童・生徒を傷つけてしまうことは防がなくてはならない。28
 

 第二に、児童・生徒の声が学校に反映されにくい現状がある。例えば、学校に配慮を求

めるトランスジェンダーの児童・生徒が、担任に考えを理解されても、学校全体での意見

統一が図れていないために、児童・生徒の意見が反映されないことがある。29すべてのトラ

ンスジェンダーの児童・生徒が施設や校則の面で配慮を求めているわけではないが、個別

の場合に応じて一緒に考え、児童・生徒と教員、学校を結びつける存在が求められている。 

 第三に、児童・生徒が「マイノリティ」に関する知識が足りず、「マジョリティ」の児童・

生徒が無意識に友人を傷つけてしまっていたり、「マイノリティ」の児童・生徒自身が自分

を受け入れることに抵抗を感じたりすることが多くある。 

 第四に、保護者の理解が、児童・生徒を大きく左右することである。例えば、保護者が、

ゲイを面白おかしく描いているテレビ番組を見ている最中に「気持ち悪い」と発言したこ

とを受け、自分に対して否定的な気持ちを持つようになったという事例がある。30発達段階

にある児童・生徒にとって保護者は大きな存在である。「マジョリティ」の保護者であって

も、何気なく発する言葉や態度が、子どもの規範意識に影響を与えるので、保護者の理解

は子どもの教育の面からも重要である。 

新制度 

 寄り添い専門員の仕事として、上記の「狙い」と関連して、以下の五点があげられる。 

 第一に、児童・生徒から相談を受けた際に適切な対応をとることである。まず、寄り添

い専門員が多様性を尊重し、「マイノリティ」に関して寛容な姿勢を見せることで、「マイ

ノリティ」児童・生徒が自分の抱える問題に関して相談しやすい環境を整える。保健室前

や教室の掲示板、配布物などを利用して、「マイノリティ」の存在を大切に思っていること

を伝えるのである。そして、必要に応じて、生徒との相談を経た上で、本人の意思を尊重

しながら、学校や担任の先生、家庭などと連携を取り、柔軟に対応していく。また、マジ

ョリティ側の児童・生徒から相談される可能性のある「マイノリティ」との接し方に関し

ても、適切に対処できるようにしておく。 

 第二に、担任や教科の教員が「マイノリティ」に配慮した指導を行えるようにアドバイ

スを行うことである。教員向けの「マイノリティ」に関する知識や指導上の注意点などが

                         
28 『LGBTQを知っていますか？“みんなと違う”は“ヘン”じゃない』p.94 日高庸晴、星

野慎二ほか、2015年、少年写真新聞社 
29 『先生と親のための LGBTガイドーもしあなたがカミングアウトされたならー』

pp..134-135 遠藤まめた、2016年、合同出版社 
30 遠藤、p..102-10 
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書かれたガイドブックを配布し、指導法のアドバイスを行う。 

 第三に、学校全体が「マイノリティ」にも配慮できるように主導することである。例え

ば、必要性があると判断した場合には、制服や呼び方、更衣室などの利用に関して、トラ

ンスジェンダーの児童・生徒に配慮したものにする。特別扱いするのではなく、他の児童・

生徒にとっても選択肢が広がるような配慮をする。どの程度までの配慮が必要かを考えた

り、学校に掛け合ったりしながら生徒にとって最良の選択肢を提案していく。 

 第四に、「２、テーマ別多様性教育」で述べるように、児童・生徒に適切な知識を与える

ことである。担任などと連携して、授業方法などを考える。 

 第五に、学校便りや掲示物等を通して保護者の理解を深められるようにする。こうした

工夫をすることで、子どもからセクシュアル・マイノリティであることをカミングアウト

された際や、あるいは子どもがセクシュアル・マイノリティであるのではないかと思い、

それを不安に思う保護者がいた場合に、相談しやすいような環境を整えることもできる。 

期待される成果 

 大きく以下の４点があげられる。 

 第一に、児童・生徒にとって相談しやすい環境を作ることで、「マイノリティ」の児童・

生徒の精神的な負担を軽減することができると考えられる。例えば、２章で述べたように、

自分自身が LGBTであることを話さなかった理由として、「理解されるか不安だった」が 60%

以上の大きな割合を占めている。31多様な性を理解できる寄り添い専門員という役割が浸透

することで、上記の不安が軽減されると考えられる。 

 第二に、「マイノリティ」の児童・生徒と向き合いたいと思っているが、接し方が分から

ないという教員が、寄り添い専門員のアドバイスを受け、向き合えるようになると考えら

れる。教員が普段の授業で何気なく発する言葉も、多様性を重んじた言葉になることで、

児童・生徒の考え方にも影響を与えられると考えられる。 

 第三に、寄り添い専門員が学校全体と連携をとったり、学校全体が多様性を尊重する環

境作りに貢献できたりすると考える。この環境作りをすることで、児童・生徒が安心して

学校生活を送ることができるようになるだろう。 

 第四に、多様性を考える授業を行いたいと思うが実施できない教員がいる状況を変える

ことができる。例えば、「LGBT について授業で取り入れたことない」と答えた教員のう

ち、その理由として「教えたいと思うが教えにくい」と答えた教員がいる。32担任などと

連携し、授業方法を考えることで、上記の理由で実施できなかった教員が、実施できるよ

うになると考えられる。 

                         
31 「LGBT の学校生活に関する実態調査(2013) 結果報告書」いのちリスペクト。ホワイト

リボン・キャンペーン、2014 年 4 月 29 日  （2017年 2月 14 日閲覧） 

http://endomameta.com/schoolreport.pdf#search=%27LGBT の学校生活に関する実態調

査%27 
32 日高、p.3  
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今後の課題 

 以上のように、行う仕事が多岐に渡るが、何をどの程度行うかはそれぞれの寄り添い専

門員の判断や技量に委ねることになってしまうため、寄り添い専門員の必須の仕事を統一

する必要が出てくる。また、学校や担任・教科の教員との連携が不可欠になってくるため、

寄り添い専門員だけではなく、学校全体でこの問題と向き合おうとする姿勢が必要になっ

てくる 

 

２、テーマ別多様性教育の義務化 

内容 

 小学校から高等学校の教育課程に、多様性教育を組み込む。多様性教育とは、児童・生

徒が、「マイノリティ」に関して学び、多様性を考える教育である。 

狙い 

 児童・生徒に主体的に考えさせる授業を行い、自分が今後取るべき行動に関して考えさ

せ、寛容な心で人と接することができるようにする。例えば、セクシュアル・マイノリテ

ィに関してのプロジェクトを行う場合、性の次元が複雑で多様なものあり、きっちりと分

かれるものはなく、グラデーションで捉えられるものだという示し、マジョリティであっ

ても、そのグラデーションの一部に位置すると捉えることができるような力をつけられる

ようにする。現在は、規範が強いため、そこから外れるセクシュアル・マイノリティの存

在や、性が多様なものであるということが知られていない状況にあるからである。 

現在の問題点 

 第一に、「マイノリティ」に関して授業で取り上げることが難しい状況にあることがあげ

られる。例えば、セクシュアル・マイノリティに関して授業で取り入れたいと考えている

教員は多くいる。33しかし、実際に授業で取り入れたことのある教員は１割程度にとどまっ

ている。34授業で取り入れない理由として挙げられているものの中には、取り扱いの難しさ

が含まれている35。セクシュアル・マイノリティに関する教育が義務化されること、専門的

な知識を持った人と共同で授業を作成することが求められていると考えられる。 

 第二に、児童・生徒の中で、「マイノリティ」に関して正しい情報が得られず、偏った見

方が一般化していることがあげられる。例えば、セクシュアル・マイノリティに関する調

査によると、なんとなく言葉は聞いたことがあっても、正しい意味で理解している生徒は

                         
33約６割の教員が「同性愛について」、約７割の教員が「性同一性障害について」「教え

る必要があると思う」と回答した。（日高、p.3） 
34 「LGBTについて、授業で取り入れた経験がある」と回答したのは 13.7%であった。（同上、

p.3） 
35授業で取り入れない理由として、「同性愛や性同一性障害についてよく知らない」「教科書

に書かれていない」「教えたいと思うが教えにくい」などが挙げられている。（同上、p.3） 



 24 

少ないようである。36 

新制度 

 小学校から高等学校にかけて、「マイノリティ」に関して学ぶ授業を取り入れる。授業方

法は、ロールプレイやディスカッション、調べ学習など、児童・生徒自身が主体的に考え

ることのできるものを組み込み、最終的には児童・生徒自身がポスターにまとめて発表す

るなどといったアウトプットの機会を設けることを定める。そして、２ヶ月間同じテーマ

に関して学び続けて理解を深めるとともに、２ヶ月ごとにテーマを変えていくことで様々

な意味での多様性を考えられるようにする。１で述べた寄り添い専門員がコーディネート

し、担任の先生と相談をしながら授業を設計していく。内容に関しては、生徒にわかりや

すい授業設計のために、知識から入り、それから実際にマイノリティの声を聞くなどして、

内容を深められるようにする。 

期待される効果 

 寄り添い専門員が授業をコーディネートするため、適切な知識をもとにした学習ができ

るようになる。また、児童・生徒が主体的に実践的に学ぶようにすることで、想像力が育

まれ、実際の生活にも活かせるようになると考えられる。例えば、セクシュアル・マイノ

リティに関する適切な知識を得ることができると、偏見が薄れ、偏見などにより生じてい

たいじめや暴力も減らすことができる。また、セクシュアリティは大切な個人のアイデン

ティティではあるが、その人の全てを構成するわけではなく、セクシュアル・マイノリテ

ィの中にも様々な考え方の人がいることを知ることができ、その人個人として接すること

ができるようになると考えられる。 

 

今後の課題 

 授業として取り入れることで、かえって「マイノリティ」の児童・生徒を傷つけてしま

うことのないように細心の注意を払うことが必要である。例えば、セクシュアル・マイノ

リティに関して学んだ後に、カミングアウトしたくないと考えている児童・生徒に対し、

他の児童・生徒がカミングアウトを要求するようになってしまうかもしれない。そのため、

セクシュアル・マイノリティに関して学習する際には、カミングアウトは自分がしたいタ

イミングにするものなのだということを伝えるなど、伝え方を工夫し、「本当の意味で多様

性が尊重されるとは」を常に意識する必要がある。 

                         
36 2012-15年に東京都内の下町と呼ばれる地区の中学 2年生 70人を対象に行った調査によ

ると、「性同一性障害という言葉を知っている」と回答した生徒は 63%だが、「同性愛と性

同一性障害の違いを説明できる」のは 19%にとどまった。また、「テレビでホモネタ、オカ

マネタを見たことがある」のは 65%、「友達との会話でそれらを聞いたことがある」のは 43%、

「それで笑ったことがある」のは 43%の生徒に及んでいる。（「学校教育をクィアする教育

実践への投企」渡辺大輔、現代思想 2015 年 10 月号、青土社 pp..210-217） 
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３、教員養成課程での多様性教育の必修化 

内容 

 教員養成課程において、将来教員になる学生に多様性教育を行うことを提案する。ここ

での多様性教育とは、「マイノリティ」を含めた多様な背景を持つ人々を学ぶことを指し、

教員になった際に接する児童・生徒の中にも必ず存在するマイノリティに関する概念や知

識をつけることを目的とする。 

狙い 

 教員が「マイノリティ」のことを理解した上で、児童・生徒に接することで、「マイノリ

ティ」の児童・生徒を傷つけないようにするだけではなく、児童・生徒のロールモデルと

なるようにする。さらに、教員になってから授業で取り入れる場合や、児童・生徒から相

談を受けた際に、学んだ知識や考えた力を生かした指導を行えるようにする。 

現在の問題点 

 現行の教員養成課程で、いじめなどに関して学ぶ機会があっても、セクシュアル・マイ

ノリティに関して学ぶ機会は少ない。37一方で、実際に教壇に立つと、セクシュアル・マイ

ノリティの児童・生徒に出会う確率は極めて高い。38セクシュアル・マイノリティの児童・

生徒が学校生活の中で困難に直面するケースも多いことから教員への教育は必要不可欠で

あるが、セクシュアル・マイノリティに関する授業の受講は必修化されていないために、

教員への教育が徹底されていない現状がある。 

新制度 

 小学校から高等学校の教員免許を取得するのに必要な「教職に関する科目」の中の「教

育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法」のカリキュラム

に多様性教育を組み込む。 

期待される効果 

 教員が「マイノリティ」の児童・生徒に配慮し、多様性に肯定的な指導を行うようにな

ることで、児童・生徒にとって安心できる空間を作ることができると考えられる。さらに、

現在の保健や道徳の教科書で、異性愛を前提とした情報に偏っている部分に情報を加え、

セクシュアル・マイノリティの児童・生徒にも配慮した授業が可能になる。 

今後の課題 

 将来的に教壇に立つ学生に「マイノリティ」に関して必ず学ぶようにしたとしても、多

様性を尊重できるような人間になれるか、学んだことを実行に移せるかは、個人差が大き

いことが指摘できる。それを防ぐために、大学教育における教員養成課程には工夫が必要

                         
37 日高、p.4 
38約１割の教員が、教員になってから「同性愛と思われる生徒」、「性同一性障害と思われる

生徒がいた」と回答した。（同上、p.3） 
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である。どのような学生でも、自分の視点を通してマイノリティの児童・生徒の状況を理

解し、安心して学校生活を送れるような環境を作れるように、一定レベル以上の教員の質

を保てるようなカリキュラムが必要になってくる。 

 

４．まとめ 

 以上が私たちの考え、政策提言である。これらの政策は、マイノリティの人権を保障す

るために、まず始めに行うべき必要不可欠な政策である。すべての人は、その属性に関係

なく、生まれながらにして、安心して生きる権利を持っている。その権利を「マイノリテ

ィ」の人々にとっても確かなものにするために、これらの政策が役立つと考える。 

 教育機関を中心とした変化は社会で生活する上での制度・法律の平等を保証するもので

はないため、実際に現在セクシュアル・マイノリティやその他のマイノリティが直面して

いる不平等や差別を解決する手段としては直接効果があるとは言い難い。 

 しかしながら、多様性が尊重される教育機関での 12年間は、生徒たちや社会のその後に

大きな影響を与えるものでもある。学校という場で、多様性を重んじる教員に囲まれなが

ら、自分たちの視点を通して「マイノリティ」問題を捉えた児童・生徒たちが大人になれ

ば、学校での学びが生徒の血となり肉となり、必ず一人ひとりが自分の置かれた場所で社

会を変える力になるはずである。誰もが生きやすい社会へと導く第一歩として、未来を担

う子どもたちが多くの時間を過ごす教育現場を、多様性が包括される場所に変えることで、

子どもたちや教員に良い影響をもたらし、ひいてはそれが社会にとっても良い変化をもた

らすものだと私たちは結論づけた。 
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