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「性の多様性」の視点が提起するもの 

―教科外教育論（特別活動論）とのかかわりから― 

 

辻 智子 

 

はじめに 

 筆者が世話人教員を担当する北海道大学教職課程の授業「教科外教育論Ⅱ」（以下、本授

業）では、今年度（2016年度）、性的マイノリティの視点から見た学校生活について、ゲス

ト講師の話を受けつつ履修者とともに意見交換を行なった1。これは、学習指導要領2、文部

科学省通知「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平

成 27年 4月 30日）を踏まえてのものであるが、同時に、日本の学校における男女という

性別カテゴリーをめぐって教職課程履修学生たちとともに議論してみたいという動機もあ

った。「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応」の登場は、一般的に男女を

区別する文化が浸透している日本の学校現場に何をもたらすことになるのだろうか。さら

に踏み込んで言えば、学校が無自覚に前提にしているジェンダー化された状況を生徒・教

職員たち自身が対象化する回路につながる道がひらけてゆくのかどうかも注目される。こ

れは、教科教育を含む学校を通した教育活動全般にかかわるテーマと言える。 

以上の問題関心から本稿では、本授業履修学生の性にかかわる知識の現状を確認した上

で、「性の多様性」の視点3を有する学校を構想しようとした場合に直面する「問題」（異論・

反論など多様な声の衝突）が提起する論点を本授業の中で交わされた学生の意見をもとに

整理し紹介する。この作業を通して今後の教職課程の授業実践（教科外教育論）への示唆

を得たい。 

 

１．「性の多様性」に関する知識―履修者アンケートより 

 本授業の初回、授業開始後の 10分程度を使って無記名アンケートを実施した。設問は大

きく 3つの内容で構成した（部活動・生徒会活動に関するもの、学校以外の地域活動や地

域社会との関わりの経験に関するもの、性の多様性にかかわるもの）。その結果は、集計・

                                                   
1 「教科外教育論Ⅱ」の授業期間は、2016年 6月 14日～8月 2日、計 8回。履修登録者数

は 102人、初回授業参加者 86人。前半で、部活動、生徒会活動、学校と地域社会の関係な

どの内容を、後半で本稿テーマを取り扱った。具体的には以下の通り。7月 19日：思春期

の性（ゲスト：NPO法人北海道レインボー・リソースセンターL-PORT代表・工藤久美子さ

ん）7月 26日：思春期の性と学校の課題（ディスカッション）、8月 2日：まとめ（質問へ

のゲストからの応答の紹介など）。 
2 特別活動の 3 つの柱のうち学級活動の中に「適応と成長、健康安全」が盛り込まれ、そ

こには「思春期の不安や悩みとのその解決」「性的な発達への適応」も想定されている。 
3 人間の性別・性を、男／女という二元的なカテゴリーと異性愛を前提としてとらえるの

ではなく、身体の性・心の性・性的指向がグラデーションのように多様なものとしてとら

える見方。 
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整理の後、授業の中で資料として配布し、討議の参考とした。回収数は 86、回答者の年齢

は、20歳 29人、21歳 31人、22歳 12人、23歳 4人、24歳 7人、26歳 1人、29歳 1人、

32歳 1人であった。以下、本稿に関連する内容についてのみ、その結果を紹介する。 

 なお、回答者に「あなたの性別」を自由回答で聞いたところ、男 61人、女 25人で、「男」

「女」以外の回答はなかった。 

 

（1）「性の多様性」にかかわる言葉の認知 

「次の言葉を知っていますか？（各々について当てはまるところに○）」という設問への

回答は以下の通りであった。 

 

表 1 「性の多様性」にかかわる言葉の認知状況（回答数 85、無記入 1）(人) 

  
よく 

知っている 

まあ 

知っている 

言葉は聞いた

ことがある 
知らない 

無回答/ 

複数回答 

① インターセックス（または半陰陽） ４ ６ ８ ６７ ― 

② LGBT １８ ２８ １０ ２９ ― 

③ レズビアン ２８ ５１ ５ １ ― 

④ ゲイ ３０ ４９ ５ ０ １ 

⑤ バイセクシュアル ２５ ４８ １０ ２ ― 

⑥ パンセクシュアル ４ ５ ５ ７１ ― 

⑦ アセクシュアル（または Aセクシュアル） ３ ２ ９ ７０ １ 

⑧ トランスジェンダー １７ ２７ ２９ １１ １ 

⑨ ＦＴＭ ３ ２ ３ ７７ ― 

⑩ ＭＴＦ ３ １ ３ ７８ ― 

⑪ 性同一性障害 ２２ ５６ ７ ０ ― 

⑫ ＨＩＶ/ＡＩＤＳ ３０ ４９ ６ ０ ― 

⑬ セクシュアルマイノリティ ２５ ３５ ２０ ５ ― 

⑭ クィア ２ １ ４ ７８ ― 

 

 一見して明らかなように項目により大きな偏りが見られる。「レズビアン」「ゲイ」「バイ

セクシュアル」「トランスジェンダー」「性同一性障害」「セクシュアルマイノリティ」等は

多くの人に知られている一方、「インターセックス（または半陰陽）」「FTM」「MTF」等は知

らない数も一定層存在していた。「LGBT」は傾向が分かれた。 

 

 



17 

 

（2）履修者が知りたいこと・聞いてみたいこと 

 続いて、「『思春期の性』や上記のような内容（表 1）にかかわって、ゲスト講師に聞いて

みたいことはありますか？」と聞いた。その回答を類似の内容ごとに整理し、表現を若干

加筆修正した上で以下に紹介する。 

まず、学校現場での取り組みについては、①授業に関して「中学生にどこまで性教育を

すべきか」「性教育の量（扱うテーマの数）や、質（扱う各テーマにおける用語や現象の数

＝深さ、授業数などによる理解の促進）の現状は適当に充実していると思いますか」「性教

育の授業や講演では特にどのような点に気をつけるか（事前準備／当日の話）」「学校の授

業等でセクシュアルマイノリティに触れることはあるか（私の時代にはなかった）」「性教

育で生徒に特に分かってほしいこととは」など、②教職員の体制に関して「（教員の知識不

足からセクシュアルマイノリティの生徒を傷つけることがあると聞いたことがあるが）教

員の勉強会はあるか」といった質問があった。「（表 1のような言葉を）教育現場の人たち

はどの程度認知しているのか」といった学校現場の現状を知りたいとの声もあった。 

また学校現場における教師の具体的な対処・対応にかかわって次のような質問があがっ

た。①生徒や学級の実態・実情に関して「学級に性に関する悩みを抱えている生徒／ゲイ

／レズビアンがいるか」「性に関してどのような問題が増えているか」など、②相談に関し

「生徒はどのようなタイミングで相談に来るのか」「相談する教職員は誰が多いか。その性

別はどちらが多いか」「相談には先生一人でのる方がいいか、複数がいいか、異性だと難し

いのでは」「性について悩んでいる生徒に、相談してもよいよ！と態度で示すにはどうした

らよいのか」、③具体的な対処・対応の実例に関して「生徒にはどう対応するか」「身体の

性、心の性、どちらで扱うか」「性同一性障害の生徒には、体育の着替えを個室でしたり、

職員用のトイレの使用を認めると聞いたが実際はどうか」など。そこには、「性について話

すのが恥ずかしい、抵抗があるという中学生を相手にする時、心がけていることは何です

か」というものもあった。 

学校に限定せず、性・性別についての質問も寄せられた。「性的少数者の生徒は、自分が

そうだと気づいた時、どういう心境になるのか」「同性愛／バイセクシュアルとは？」「同

性に恋心をもつことは同性愛ですか？」「（表 1のような）言葉の定義がわからない時は何

を見ればよいのですか、何が信用できるものなのですか」などである。 

 多くの質問は一行やひと言など短いものであったが、なかには履修者自身がふだんから

感じ考えていると思われる意見や見解を伝えてくれるものがあった。「LGBT すら特別に学

習しなければ知らないというのは不十分。Sexual minority についての知識を持った人が

minorityだからsexual minorityが異常・特別・普通でないという認識なのだと思います。

本当は普通なのだという認識が必要」「生徒たちの性の多様性を尊重すべきだというのは

当然として、彼ら彼女らが世の中に出た時にさらされるであろう“偏見”にどうやって向

き合うかを教える必要があるのか？（このように思う）私の考え方も“偏見”ですか？」

などである。 
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２．LGBTの若者たちの声と接して―映像資料より 

（1）感想 

 初回授業では、アンケートを回収後、DVD『先生にできること～LGBT の教え子たちと向

き合うために～』（2012年 11月、早稲田大学教育学部金井景子研究室作成、16分間）を視

聴した。テンポのよい映像や写真の中に LGBT としての自身の経験の語りや社会へのメッ

セージが盛り込まれており、生き生きした表情の若者たちの姿が印象的な映像資料である。

LGBTの定義にかかわる簡単な解説も付されている。同世代の大学生が作成したものとして

親近感を持って視聴でき、加えて表 1で尋ねた言葉に対する（一定程度の）解答も兼ねる

ことができると考えた。 

 視聴後の感想には、初めて接した内容に驚きや戸惑いを表明するものが複数あった。「全

く知らない話だった」「自分が今までに意識したことのないものだった。教師となる以上、

このようなことを多く知っていく必要がある」「20 人に 1 人が性的マイノリティというの

が今の私には驚きだ」「いつ頃（何年前頃）から日本の教育者で性的マイノリティを意識す

る者がでてきたのか」「自分は、LGBT の方々の話がまったく分からなかった。知識がない

のは当然だが、なぜ？そのような心と体の状況になっているのかということが理解できな

かった。自分の、LGBTの方々に対する理解の低さをまじまじと感じてしまったので、知識

を増やそうと思う」「自分が当たり前だと思っていることが、当たり前でないというのは難

しいし、なんだか怖いと感じました」などである。 

 

（2）喚起された議論点 

 DVD では、かつての教え子という視点から学校や先生に対して実体験にもとづくエピソ

ードが多数語られている。それらから触発されたのか、感想には、かなり率直な声が記載

された。それらを整理して筆者なりに議論点としてまとめると以下のようにいえる。 

 一つに、差異と偏見・差別との関係である。問題化することで、むしろ特別視すること

に加担してしまう状況を指摘した意見が見られた。例えば、性的な特徴や話題を芸として

笑いを取る芸能人を引き合いに出しながら、日常関係（具体的には学級など）で「笑われ

る」ことがあったとしても、それは偏見・差別と言えないのではないかという意見である。

他方、「sexual minority的性質は、きゅうりが好きとか、甘党とか、韓流が好きとか、40

代のおじさんが好きとか、そういった個人差に含まれる「普通の差異」、個性だという認識」

との意見もあった。多様性を「普通の差異」と言い換えることで、何が可能になり、何が

隠されるのか、これはそう単純な話ではない。 

 二つに、集団管理上、学校で多数派が標準とされるのは現実的対応として必要との意見

があり、それをどう考えるかという論点も出された。「群集においてマイノリティが多少の

我慢を強いられるのは仕方ない」との声は、他のテーマとも通底する問題構成であり、日

本の学校教育の現状をかえって浮き彫りにしている。「ストレート」を前提とした指導（「女

の子だからあぐらをかかない」などの注意）への LGBTの不快感の表明への違和感も表明さ
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れたが、これは多数派への同調という論点と、多数派の中での性規範をどう考えるかとい

う論点の重なり部分に位置する。 

三つに、差別の現状を踏まえてなされる積極的な格差是正措置に対する「不公平」「不平

等」という声にどう応えるか、換言すれば学校における平等をめぐる課題が提起された。

「セクシュアルマイノリティの子にばかり目を向けたり、その点についてばかり取り組み

すぎたり」といった疑義が呈され、「逆差別」との指摘もみられた。 

他にも、学校において男女が明確に区別された状況を見直すべき、学校内の教員の多忙

さを解決すべき、相談者としての教師の力量を高める必要がある、といった意見も寄せら

れた。 

 

３．「性の多様性」をめぐる議論点－講義を聞いて 

 初回授業から約 1ヵ月後の 7月 19日、NPO法人北海道レインボー・リソースセンターL-

PORTの代表である工藤久美子さんにおいでいただき、性／性別／LGBT／セクシュアルマイ

ノリティについての基礎知識を中心とした話を聞く機会を設けた。当日は、NPO の活動仲

間にも複数同行いただいた。そのメンバーたちの性別・性は一人ひとり異なるものであり、

履修者は目の前にいる生身の人を通じて「性の多様性」を実感することとなった。以下は、

授業後に寄せられた感想から論点を整理したものである。なお、これとほぼ同様の内容を

翌週授業で配布し、グループディスカッションの議論点として提起した。 

 

① 自分（教師）自身が受け入れられない 

・10％程度が性的マイノリティというのは私にはどうしても信じられない。私が見てきた

教室の中や地元の友人、寂れた田舎町などにも 10％はいるのならば数字の方を疑ってしま

う。この数字を受け入れられない。 

・マイノリティを守ろうとする動きがあるが、自分の中で根拠が明確でない。人間は生物

として繁殖を目的として生きている生物でもあるが、（略）我々は何を理由に多様性や権利

を守っていくのか？ 

 

② 学校教師の学習・生徒の学習 

・LGBTおよびセクシュアルマイノリティについて理解を深めるために教師が果たすべき役

割は何か。自分自身、ほとんど何も知らなかったことを痛感した。特にレズビアンやゲイ

を私的嗜好とごっちゃにして考えていたので、そこは考えを改めなくてはならない。この

ようにセクシュアルマイノリティについての理解はあまり進んでいないように思えるし、

仮に何か知っていることがあっても実際とは異なった歪んだ理解が多いように思える。 

・性的マイノリティにとっても過ごしやすい学級作りのために担任を初めとする教員たち

には何ができるだろうか。 

・学級でカミングアウトをしてきた生徒に対する対応や学級の雰囲気づくりの仕方を模索
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したい。 

 

③ 配慮は必要？どのように可能？ 

・教師がどれほど理解し対応しようとしても、学校側に理解がなかったり、保護者や市民

の側に理解がなかったりしたら「差別だ」とか「ひいきだ」「公平性がない」という言葉で

片付けられてしまう可能性があるのではないか。 

・一部の生徒を特別扱いすると、今度は大多数の「普通」の生徒たちが不利益を被ること

が出てくるかもしれない。もちろんお互いに理解し、尊重しあい、認め合うことが大切だ

が、それには限度があるのではないか。すべての生徒が納得して学校生活を送ることが出

来るような対応にはどのようなものが考えられるのか。 

・教師が当事者生徒への支援が、場合によっては他生徒からの偏見やいじめを助長してし

まうことも考えられる。そのような事態になってしまったらどう対処するのか？そのよう

にならないためにはどうしたらよいか？ 

 

④ 具体的な対応・配慮の仕方について 

・自分の担任のクラスに LGBTの生徒がいたら、どのような配慮をするべきか。 

・具体的にどのような問題が生じると考えられるか。 

・服装（制服）、トイレ、体育等は対応が特に難しいと考えられ、便宜的に男女というくく

りで分ける必要があるものはどういった対応をすればよいのか。 

・学校で当たり前の活動（体育、修学旅行など）に苦しませてしまう場面が何か考えたい。 

・あまり人に言いたくない人に特別に対処すると目立ってしまう。性別で差別する制服は

必要か？水着や制服、スリッパ、髪型など、性別で区別させないで誰でも大丈夫なものに

することができるのではないか？（シスジェンダーの女の子でもスカートが嫌でズボンが

好きな子もいるということも含めて） 

 

⑤ 男女という性別の区別をめぐって  

・身体の性、自認の性、性的指向が複雑にからみあっていることを知り、典型的な男女の

2つに分けてはいけないように感じた。また人口の 6～15％、左利きの人と同じくらい LGBT

の方々がいるという事実にも驚いた。しかしながら、現在の学校現場には男女の固定観念

がはびこっているように感じてならない。性的マイノリティを含めたいろいろな生徒たち

が、よりよく学校生活を送っていくことが出来るように、教職員はどのような対応をして

いくのがよいのかについて話しあっていきたい。 

・今まで小中高で受けてきた教育の中で「男女ペアで」とか「男子は○○、女子は△△」

といったことが多かった。何気なく教師や学校がつくってしまう枠組みに悩む子どもたち

がいることを忘れないようにしたい。 

・自分が傷ついたり、疑問に思った学校の経験について話し合いたい。私は中学の時に、
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女子の体操着の短パンがなぜか男子の短パンより短かったことが疑問だった。水着は私た

ちの 1つ下の学年から、女子の露出が少ないものに変わりましたが、抵抗がある生徒も多

いと思う。 

・学校では男女で分けた行動をすることが多く、英語表現も「He」「She」しか教えない。

この中で性的マイノリティのなやみを抱えた生徒がいる時、その生徒が傷つかないような

言葉選びをする必要があるが、具体的に何を言われたら傷ついてしまうのか、救われるの

かがわからない。 

・そもそも性別などを男女というように二元論的に考える社会こそが異常だと私は考える。

性の対象が様々であったりするだけで異性愛者と何が違うのか。人としては対等なはず。

マイノリティという単語を使うのにも違和感がある。生物の多様性を取り上げることも大

事だが、自分自身の多様性だってあることをそれぞれ受け入れ理解することが重要だと考

える。セクシュアルマイノリティの方がそのように呼ばれたりすることなく普通に生きて

いける、そんな社会になれば良いし、そんな社会になる支援ができたらよいと思う。 

・学校においては、男子と女子とを区別し、またその 2つを異なるものとしてとらえる見

方が強い。心と身体の性が異なることが「障害」となってしまう、みなされてしまうのも

そうした男女 2分した見方によるからではないだろうか。男子や女子という見方ではなく、

生徒一人一人を「その人」として扱い接していくことが必要なのではないか。 

 

⑥ 性規範・ジェンダーとの関係 

・性的マイノリティは社会的に許容されつつある方向に進んでいると思われる。（略）多様

化・複雑化する社会にあって、性的マイノリティのような多様性が共存していることは、

もはや自明のことであろう。個人的には性的マイノリティの生き方も個人の自由であると

いった程度の認識しか持っていない。（＜略＞他方で、「性別にとらわれない」などの考え

方が強くなりすぎることで）いわゆる「伝統的家族制度」や、「男らしさ」「女らしさ」と

いった文化的規範を切り崩すことも好ましくないように思われる。性的マイノリティはあ

くまでも社会的多様性の中に位置づけられることが望ましいのではないだろうか。 

 

⑦ 相談･相談体制 

・生徒が悩みを打ち明ける場や機会を、学校がどのように設け作っていくかを考えたい。 

・悩む生徒たちへの具体的なサポート体制が作られているのか、どういった機関と関わっ

て行われているのか、知りたい。教師以外の外部からの専門家機関との連携をどう行うか、

どこまで教師が関わっていくのか。 

・最後の事例で、大人が迷う、とあったが、それが正しいと思う。教師が専門でないとい

うのもあるし、最終的には当事者（生徒本人）の問題であると思うからだ。だから私は生

徒が悩んでいる時、教師に求められることは、良き理解者や良き相談者であることではな

く、良き窓口であることだと考える。それを前提とした上で、教師が良き窓口であるため
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に必要なこと（支援システムだったり、情報のやりとりや専門機関との関係のつくり方な

ど）が何であるかを話し合いたいと考える。 

 

 生徒個人への具体的な配慮にかかわる論点、学校や生徒をとりまく学校を含めた社会の

支援体制にかかわる論点とともに、教科教育および学校行事など学校生活全般にかかわる

論点、さらに一人の人間としての教師自身の人間観にかかわる論点まで提起された。本授

業では、グループごとに議論テーマを選択し、それにそって個々に議論した（前週、講師

とともに参加してくれた NPOの活動メンバー1人も加わってくれた）。最後にコメント用紙

を提出してもらい、翌週の授業（最終授業）において、ゲスト講師からの応答を紹介する

とともに筆者が補足コメントを行なった。 

 

おわりに 

 文部科学省からの通知の影響は大きく、学校現場では「性同一性障害」への配慮の必要

性は公的に認識されるようになり、相談のあった生徒・家族の事情や要望を受けとめなが

ら、日常生活から行事に至るまで細やかな対処が試みられるようになったとも聞く。他方

で、「性の多様性」の提起は、性教育・健康教育さらには総合学習や講演会等の特別授業と

いった枠組での学習課題という位置づけにとどまらず、共同的な社会の実現を実験＝実践

する場としての学校という存在をあらためて意識させる。ことによると、そこで教師は、

若者（生徒）たち以上に、うろたえたり戸惑ったりするかもしれないが、それゆえに両者

にとって学習の契機となる可能性を秘めているテーマであるとも言える。 
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