
問題です♪
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自分らしさと多様性を認める心
～ＬＧＢＴを通して考える～

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1492217982/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2xpdmVkb29yLmJsb2dpbWcuanAvZnVtaXJhL2ltZ3MvNi9hLzZhMjE1NDk2LmpwZw--/RS=%5eADBnvTQW3ao_qDQZceq0zUkkiudI5Y-;_ylt=A2RimV3.HvBYjTIAJAqU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


LGBTってなぁに？

• 社会の多くの人とはちがう性のあり方をする
人。

• 性的マイノリティ、性的少数者、セクシャル
マイノリティとも。

• 実は、LとGとBとTだけではありません。



LGBTの人はどのくらいいる？

① 1％ (100人に1人 ぐらい)

② 5％ (20人に 1人 ぐらい)

③ 15％ ( 7人に 1人 ぐらい)



答えは⓶
• LGBTの人はだいたい3％から7.6％くらい。

• 13人に一人。

• 左利きやAB型の人と同じくらい。

• 沖縄で一番多い名字の「比嘉」さんの2倍くらい。
（＊）

（＊参考：レインボーなは 性の多様性を尊重するまちづくり 小冊子）



レインボーフラッ
グ

• 虹にいろんな色があ
るように性も多様。

• 性はグラデーション。
一人ひとり色が違っ
てオッケー！

• LGBT当事者、応援す
る人の目印。

• 那覇市役所、浦添市
役所（毎月24日）。



自分らしさを大切に
するための

「性の4つのとらえ方」
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１ 身体の性

• 身体の特徴（外性器、内性器、性染色体
等）により決まる性。

女 男
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２ 心の性

• 自分の性をどう捉えるか。

• 男女はっきり感じる人もいれば、両方、
はっきりしない、どちらでもない、決め
たくないという人も。

女 男
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３ 表現する性

服装、化粧、髪型、話し方、振る舞いなど
に表れる性

• 服 ：スカート？ ズボン？

• 色 ：黒色？ 赤色 ？ピンク？

• 髪型 ：長い？ 短い？

• 話し方：男っぽい？ 女っぽい？
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４ 好きになる性

• 男性で女性が好き、女性で男性が好き
ストレート、異性愛者

• 自分を女性と感じていて、女性が好き
レズビアン

• 自分を男性と感じていて、男性が好き
ゲイ

• 男性も女性も好き
バイセクシャル



好きになる性はどうやって決まる？

• 「ゲイってどうやってなるの？」

• 異性愛者の人（男性で女性が好き、女性
で男性が好き）はどうやってなってい
る？

⇒本人は選んでいない。

⇒なぜLGBTの人が生まれるのか答えはない。





マツコデラックスさん

1. 身体の性

2. 心の性

3. 表現する性

4. 好きになる性

女 男

➢ ご本人には聞いていません。
➢ テレビに出ている時のマツコ・デラックスさん。



どちらかに分けることが
できない場合もある



トランスジェンダー

（性同一性障害はお医者さんがつける診断名。）

女 男

身体の性

心の性

♀ ♂

身体の性

心の性

身体の性と
は異なる性
を生きる人、
生きていき
たい人。



エックスジェンダー

女 男

身体の性

心の性

身体の性

心の性

わたしは男
でも女でも
ないと感じ
ます。

自分は男女
両方だと思
います。

✓男か女かはっきりしません、決めたくないです、
という人もいます。



自分らしさはどこ？

1. 身体の性

2. 心の性

3. 表現する性

4. 好きになる性

女 男
➢自分はどうか、
心の中で思うだ
けでOK。

➢今わからなくて
も、すぐに決め
なくてもいい。

➢将来変わっても
大丈夫。

自分事にひきつけて考えられるように
工夫する。
先生や身近な人の例をあげて、紹介。



もし、自分がＬＧＢＴな
どの少数派だったら、
人に言いますか？



日本のLGBTの現状を

みてみよう



• 見た目ではわからないことも。

• 人に言いたくない、言えない人もたくさ
んいます。

LGBTの約9割の人は「先生に相談でき
なかった、相談したくなかった」と答え
ています。

出典 事業者：プラウド岡山 事業協働課：岡山市教育委員会事務局指導課 「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報告書―岡山市市民協働推進ニーズ調査事業―」



大切なものをなくすのがこわい

• 「友達でいてくれなくなるかも」
• 「気持ち悪いって言われたくない、笑われたくな
い」

• 「学校でうわさが広がるかも、学校に行きづらくな
る」

• 「親を傷つけるかも、受け入れてもらえないかも」
• 「近所の人や親せきの人にうわさされるかも」
• 「仕事がしづらくなるかも、就職ができないかも」

➢身近にいないのではなくて、言えない。

➢悩んでいないのではなくて、怖くて相談できない。



LGBTの子どもたちの悩みの声

• 「カミングアウトすることで将来社会的に

不利になったり、いじめられたり、変な目

で見られるのが怖い」

出典 事業者：プラウド岡山 事業協働課：岡山市教育委員会事務局指導課 「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報告書―岡山市市民協働推進ニーズ調査事業―」



LGBTの子どもたちの悩みの声

• 「誰にも知られてはいけないことだと思い、

表面的には周りに合わせていたが、

誰にも相談できず孤独だった」

• 「親に知られるかもしれないという恐怖」

出典 事業者：プラウド岡山 事業協働課：岡山市教育委員会事務局指導課 「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報告書―岡山市市民協働推進ニーズ調査事業―」



LGBTの子どもたちの悩みの声

• 「自分でも自分のことを説明できない」

• 「未来がみえない」

• 「先生が同性愛をからかったり、否定す
るジョークを言い、クラスがそれに反応
して笑った」

出典 事業者：プラウド岡山 事業協働課：岡山市教育委員会事務局指導課 「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報告書―岡山市市民協働推進ニーズ調査事業―」



※トランスジェンダーで膀胱炎など排泄障害を

経験している人は25%

LGBTの子どもたちの悩みの声

•「学校で男女区別されることが嫌。自分がど
こに属せばいいのかわからない」

•「制服、トイレ、着替え、髪型等々…」

出典 事業者：プラウド岡山 事業協働課：岡山市教育委員会事務局指導課 「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報告書―岡山市市民協働推進ニーズ調査事業―」

出典 ＬＩＸＩＬ、特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ、２０１５調査



約60％がいじめにあっている

• LGBT15,064人に小・中・高校の学校生活で
のいじめ被害の経験を聞いたところ、
58.2％がいじめ被害の経験があると答えた。

出典 宝塚大学看護学部日高研究室（2017）：「LGBT当事者の意識調査「REACH Online 2016 for Sexual Minorities」」



約60％がいじめにあっている

• いじめ被害経験者の内、

「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％、

服を脱がされるいじめ被害は18.3％。

出典 宝塚大学看護学部日高研究室（2017）：「LGBT当事者の意識調査「REACH Online 2016 for Sexual Minorities」」



約50％はセクシャリティ（性）が原因で学
校に行きたくないと思ったことがある。

• 主にセクシャリティが原因で「学校へ行き
たくない」と思ったことがあるか？

「不登校になった」 5％

「ある」 26%

「少しある」 15％

出典 事業者：プラウド岡山 事業協働課：岡山市教育委員会事務局指導課 「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報告書―岡山市市民協働推進ニーズ調査事業―」



49.7%は自殺をしたいと思ったことがあり、

18.9%が自殺未遂を経験 （LGBT965人
中）

出典：世田谷区生活文化部人権・男女共同参画担当課（平成28年）：「平成28年性的マイノリティ支援のた
めの暮らしと意識に関する実態調査」



「どうすれば、LGBTの人が生き
やすくなると思いますか？」

日本のLGBTの現状をもとに

考えてみよう。



考えてみよう！！！

自分らしく生きるための方法
は？



周りと違っても大丈夫！



周りと違っても大丈夫！

• 性が一人ひとり違うように、人はみんなそれ
ぞれ違って当たり前。

• 一人ひとり、いいところは違う。

自分の好きなことをみつけよう。

• 自分で考えることは大切。今から練習！



人を大切にできるためには

まずは自分を大切にすること！！！

• 自分の好きなことは？

• 自分の考えは？

• 自分はどう思う？

を大切に。



お ま け



では、ここでクイ
ズ♪



Q１. 日本では男性と女性の異性間
の結婚しかできない。

○か×か？



A. 正解は ○

今の日本では同性婚は認められて
いない。



Q２. 沖縄では特別で、同性同士の結
婚ができる。

○か×か？



A. 正解は ×
那覇市は同性パートナーシップ制度を

２０１６年７月に開始したが、結婚ではない。
申請すると、「戸籍上の性別が同じである

２人」が互いを人生のパートナーとするパー
トナーシップ登録を行い、証明書を交付する。



Q３. 日本では性別を変更すること
が

できる。
○か×か？



A. 正解は ○
２００４年特例法（性同一性障

がい者の性別の取扱いの特例法に
関する法律）が施行され、性別の
変更が可能になった。

タレントのKABAちゃ

ん

戸籍上の性別と名前
を変更。



Q４. ゲイの人は女の子になりたい。

○か×か？



A. 正解は ×

ゲイの人は男性として男性が好きな人の
こと。

どんな性別を好きになるかという｢好き
になる性（性的指向）｣と、自分の性別
をどう感じるかという｢心の性（性自
認）｣は別。



Q５. 世界には同性愛が死刑となる国
もある。

○か×か？



A. 正解は ○

最大死刑になる国がある。

サウジアラビア、スーダン、モー
リタニリア、イラン、アラブ首長
国連邦、イエメン、北朝鮮など。



Q６. 同性愛は治療できる。

○か×か？



A. 正解は ×
昔は治療しようとした時代もあったが、
ＷＨO（世界保健機関）は、１９９０年
に同性愛を治療の対象から外した。

性的指向がどのように決まるかにつ
いて様々な研究がなされているが、答
えは出ていない。



Q７. 沖縄の学校では制服のスカート・
ズボンを選ぶことができる高校が
ある。

○か×か？



A. 正解は ○

県立浦添高等学校が２０１８年度から
学校に相談しなくても、制服のスカー
ト・ズボンを自由に購入してよい制度
を開始した。
県立那覇高等学校と県立西原高等学校
も開始。



Q８. 日本のサムライに同性愛の人が
いた。

○か×か？



A. 正解は ○
武田信玄が春日源助に送ったラブ
レターが存在する。
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