
1 開会

2 講座

医療機関向け性的マイノリティ講座 次第

日時平成29年10月18日(水)18時00分-:--19時00分
場所 横須賀市立うわまち病院南館 5階

リハビリテーションセンター

【演 題】性別で見る多様性と人権

【講 師]Diveinnonダイビーノン ~Diversity & innovation多様性新機軸~

代表 飯田亮瑠(いいだあきる) 氏

3 質疑応答

4 閉会
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性別で見る多様性と人権

Diveinnonダイビーノン 代表

飯田亮瑠(IidaA1むu)

※お願い:講演・ws中の録音・録画・縄影はご遠慮ください。

Quiz 

ある大学病院に有能な外科医がいました。その外科医に手術してもら
おうと全国から患者が集まってくるほどの知名度です。

ある日、その外科医のもとに、交通事故にあったという親子が運ぼれて
きました。親子を見て、外科医はびっくりしました。

なぜならば、運ばれてきたのは自分の子供とその父親だったからです。

さて、外科医、運ばれてきた子供、その子の父親の関係は?
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「知るjことからスタート

工
慮
で
一

一T問
問

一

セクシュアル
マジヨリティー
(多数者)

セクシュアルマイノリティー
(性的少数者)

-ー.
Lesbian レズピアン;女性同性愛

Gay 異性愛』ゲイ;男性同性愛

B isexual 

(
性
的
指
向
(
恋
愛
対
象
)
」 パイセクシュアル;両性愛

(パンセクシュアル;全性愛)

|蛙 I 1" トランスジェンダー.
I ii I .....rans ;心の性別と体の性別が違うと感じる

|認 I 2"ender 生まれ持った性別に違和感を感じる
L_j <:) (性同一性障害/性同一性障がいは?)

シス
ジェンダー
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セクシュアルマイノリティーもっと多様な性

-クエスチョニング.xジェンダー
:こころの性別がどちらかに規定されない。

セクシュアルマイノリティーだという意見や
身体的な接患でセクマイではないという
意見など栂々

DiHer回 .cesof sex Develoomcnt 
・性分化疾患←医学用語( 性に関する様々ぷ蒜議担:DSD)

:染色体・性腺、もしくは解剖学的に性に関する体の発遣が先天的に非典型である。

-トランスベスタイト・クロスドレッサー
:異性の服装を好んで着る。

・アセクシュアル
: r好きになる性Jをもたない。

・ノンセクシュアル

{ネクスD釦 JAPANより)

他にはどんな性のあり方が
考えられるでしょう?

:恋愛感情をもっても性的感情をもたない。

格~~・・.

5 

現代では「人権Jに

向性宅8子号 iごなることI~
f病気jではない!色 ~"'tt，，， 
WHO他界保健縄問}が出してい aj?13均等
るra傑袋続分頚jというものに、r性 陣織価 問

的指向自体は陣容とは見IJ:古れな Y守司s!1l'

川ってハツキ慌て制訊 儀晶h

科学的には不明.で也、これはわかっている 1.、 -好きでそうしてい吾わけで闘い
曽 ・本人の努力が足りないわけではない

~~_....._.:.駒取材患いわ開拘い
-~ そちそち恋と漏量の好きってどう遭う?

4・~ 性別って何で区別レてるの?
可司F 性の多樹生は生物界でちあります.

イラスト:CO・RONr健@リーフレット』より

守L

昔は・・・

病気=治療対象であり
問題=指導対象であった

~ 
自分の性を生き否ことは

人権である

その他の人権
f性的指向Jr性同一性障害者』
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本当にいるの???

% 

人!こ1人〉

闘
す

2015年4月電通総研によるLGBTの調査

※ただし諸説あり→統計とりづらい

『うちの学校(会社)にはいないので、関係ないです。 J

→「いないjのではなく「言えない」のでは?

「言えないJr相談できないJ空気
7 

「言えないJ空気

意識的より墾室護に発せられるネガティブメッセージ

-差別表現
・笑い・噸笑
・いじめ
・偏見・差別

立
圃自尊心低下
圃孤立化

4ユ
-自手宣や欝など

ホモ・レズ・おかま・おとこおんな・おねえ・仕草など
(差別的な意味を込めて使われた歴史があるから}

。差異を表す語=学術用語(LGBTなど)がオススメ

知らないで使っている人多い→知ることの重要性
知るー想像するー配慮・言動

あなたは何が「言えない空気Jを作っていると
思いますか?

B 
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-自殺総合対策大綱の見直し 厚生労働省・(平成24年8月28日閣議決定)

『第2 自権総合対策の基本的な考え方』において『性的マイノリティー』が明記される.

多聞:厚生労働省HP(ホーム〉政策について〉分野別の政鏡ー覧〉福祉・介盟〉生活保湿・福徳ー録〉自段対.>

-性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の
実施について(教職員向け) 文部科学省(平成部年4月沼田にて公表発表)

PDP形式で雄でもダウンロート官時払冊子躍は全国の学技へ配布された.

内容:文科省の行った調査結果、学技の対応事倒など.

| 溜!マニュアルではなく事例(ケースにより必要・可能なサポートは異なる) I 
.関:文車場省HP(トップ〉敏宵〉小学袋、中学続、高等学校〉人徳鍬宵〉各人纏線題に闘する参考資科.>rその他』に関する多考資斜】

-男女雇用機会均等法のセクハラ指針見直し 厚生労働省(平成29年1月より施行)
向性聞やLGBTに対する差別的な宮動もハラスメントと明示される.

.照:IJ'労省HP付トム>i!tSiについて〉分野却の政鴛ー寛〉雇用・労働〉雇用均等〉庖周における男女の勾等な撮会と待遇の確保のために
〉男女雇用銀会均等法関係資将>*象主が臓滑における性的な宮動に起因する悶屈に隠して贋局管理主眼ずべき鋪置についての指針

-性犯罪に関わる刑法の見直し 法務省(平成29年7月13日より施行)

号、
司~) 1.I 

女性に限定されていた被害者に男性も含まれることになった.
普喜朗:法窃釦軍p(トップペ-~>所管法令恥盟会鍵出法案なb国会提出主要法案第193図国会【備会)>刑法の一節を改正する法律家)

9 

どうしたらいいの?

空気を変える
I I 

無意識なネガティブ、メッセージの
自分が発信者にならない
仲間を発信者にさせない

相談対応も大事だが

相談しなくても気持ちよく生活できる環境
=誰もが自分の能力を十分発揮できる環境

あなたはどうしたらいいと思いますか?

10 
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あなたのセクシュアリティーは?

誰もが「性別jゃ「恋愛」 という属性をもっ

誰もが多様性の一部

誰もが自分の性を生きる主体的な当事者

→自分自身について考える

Sexualityセクシュアリティー

:性のあり方。人聞の性を包括的に捉えた概念

11 

自
分
の
み

国

飯田案:セクシュアリティーの5要素

個
人
的

緒神的性別
性自毘(g佃 d町 identity) 

(こころの性別)
自分が男である、女であるなどの自毘

あなたの性別は?に対する自由な答え

身体的性別
生物学的性別(biologicalsex) 

(身体の性別)
外見的特徴(外性器、胸、体格、体毛、声・・・)

生理的構造(肉性器、性ホルモン、脳、染色体・・・)

戸籍上の性別 生まれて周囲から割り当てられた性別

社会的性役割(g，佃d町 role)

社会的性別 立場や所属(職業、学生、家庭内・・・)

表現{ファッション、富菜、短る舞い・・・)

性的指向
sexual orientation 

性愛の対象としてみる『相手』の性別

円
凶
凹

12 
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飯田案: セクシュアリティーマップ

園櫨園

醒圃掴
-P*霊園盟理

匝国豊田

冨聾圃

男

男型

男

男的

女向

トランスジェンダー(TransGender) 
性同一性障害 (GenderIdentity Disorder) 

1.自らの性別に対する不快感・嫌悪感 |若年者ほど診断は雌W

2.反対の性別に対する強〈持続的な同一感 IRZEおお州
3.反対の性役割を求める 『寸

I I 日本舗締縛経学会『色周ー健障害に闘する

・・・などて 7" 惨耐と治銀のガイ阿イン帽3限】』】

※性別に違和惑を訴える子ども(若年者〉へのサポート

-診断の有無で違和感が消えるわけではない

女

女型

女

女的

男向

16 

・身近な大人に肯定的に聴いてもらえることで

『安心感』や『問題の先延ばしJが可能になる

.r今 JIこ共感、『今Jの気持ちを受容、r今Jrこ寄り添う

今どう感じるか? 今回っていることは何か?

事
今しんどかったり不安だという気持ちに対する共感

.頭の片隅で〈変わるかもしれない)

-安心して自分の性に向き合い、民行錯誤できる思春期・青年期の斑境

14 
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性同一性障害と同性愛は違う!?

性同一性障害などの性別違和

. 心と体の性見IJ不一致

・自分に関する性別で

人との遣いに悩んでいることも

・自分自身に関する悩み

自分の性別に

違和感を感じる

(性同一性障害
など)

同性愛などの↑生的指向

・恋愛対象が向性など

・恋愛に関する性別で

人との遣いに悩んでいることも

・第三者の存在が関係する悩み

恋愛において

「異性愛J以外

(向性愛など)

15 

トランスジエンダー|

性同一性障害

Gender Identity 

Disorder 

l 

性別違和

Gender Dysphoria 

(2013年、 米国OSM・5にて改訂}

|トランスセクシユアル |

16 
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セクシュアリティーを考えるときの注意

-自分だけのもの
・他人が決めてはいけない・発表強要しない

・自分で自分を客観視するための道具に過ぎない

-アイデンテイティ要素のひとつ
・変化したり揺らいだりよくわからなかったり

-考え方はいろいろ
・チェックの仕方や要素、まとめ方はいろいろ

・自分が心地よいと感じる方法で

しんどさを抱えながらの生活を余儀なくされる
男女の区別、こんなところに ! 重畳

争|守 可..  喧圏盟， 髪型

17 

同 司， 司服装 「女らしくJ
賓威どトイレ 制服

璽覇。
進路，. ~).......-v ぜ -，1 可

性別欄

プール
宿泊行司E

名前 1人称 声 二次性徴(身体変化) 健康診断

人間関係(家族、 先生、 友達、恋愛など)相談する人(窓口)など

注意:性別違和を感じる子が、必ずしもこれら全てにしんどきを抱えているわけではありません.

ニーズはそれぞれです.聴いてほしいだけの子、しんどさを感じていない子などもいます.
18 
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大変だったけど生きてこられた

一番大きかったのは・・・人間関係

-家族

・友人

・先生など

一人でも味方がいれば

生きられる

・性の多樟性の学びが命をつなぐ

※相談したときの嬉しかった対応飯田の経験より{揺しいと感じる対応は人それぞれ}

rあなたは I I r話してくれて II r既に話した人は?

:ぬたきさJhJヒ仰がとうJ:-jh:旦色村民主;判官L

r時そ僻悶ま翻のあ枇m吋で司』は身体が鎌…な?の?uω、 、¥[烹翼定t骨J壬.比貴なな;伺聴 l
Fこういうとき |什|ウエルカミングアウ，ト IL~ .....;. _ ._. . L _ 1 

:;:}fL 

予 ，' 1  ‘ v 、 川，_ ・本人の7解な〈、際手に第三者に
・陰で困るより‘本人に訊いてほしい ・カミングアウトを強要しない ほらすこと

19 

大人だってこんな声もあります

‘関

町、
可il

※泣きたくなること嬉しかったこと

ゲ未とイ噂婚じさでゃれいなたるいと.か

事あるごとに

結婚は?子どもは?
と聞かれる。

親や親せきを

悲しませたくない。

いつも恋愛 言えない。

異性愛トーク。
恋人のこと

男/女らしく 会社にばれるのが

ないと、 怖くて、外で

叱られる。 デートできない。

社内(授業)で

LGBTに関する

研修があった。

，勇気を出して

友人に相談。

親身になって聞い
てくれて、

出来ることあ
る?って。

20 
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社会の取組みゃ変化

- 世界中で→国連声明、向性婚の合法化、性別変更の制度など

・日本圏内で→渋谷区の向性パートナーシップ経明書など

・行政で→不要な性別繍の削除、研修、相談窓口、レインポーバッジなど

・学校で→文科省の通達や調査、研修の増加など

・企業で →向性パートナーへの福利(Apple'So丘bank'RUSHなど)

・文化で →文学、音楽、写真、ファッション 多機性の表現など

・コミュニケーションで →手話、Unicode、絵文字など

6色の虹を見つけてみましょう.LGBTや性の多棟性に関するニュース保してみましょう.

ダイバーシティブの提案(一般編)

※ 目指すイメージlま・・・

誰もが安心・安全・健康に働き活躍できる環境

誰もが安心・安全・健康に

誰もが安心・安全・健康に幸せに生活できる環境

※方法は・・・ |r 空気汚|

空気(人)とシステム

現状から 1歩前へ
{みスア与|

21 
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ダイパーシティブの提案(一般編)

・性別も含めた多様性や人権学び・研修
まず組織内の人が「知る』→社会へ、若者/子どもたちへ「知らせるJ

無意識の加害者 自分がならない/社会に作り出さないこと

マイノリティーを知るのでなく自分を知る自分も多稼性の一部

-性別も含めた悩みや不安相談OKのサイン
まず内部の人同士が相談できる空気ありますか?

急かさないで否定しないで聴いてほしい秘密は守って(相談は信頼の証)

具体的に助けてほしいケース聴いて知っておいてほしいだけのケース

-言葉の力その言葉の選択、多様性含んでる?
性男IJに縛られない異性愛前提にしない日常も職務上も (→付録資料参照)

トップ・管理職の「多様性尊重J宣言・明記が空気づくりの第一歩

23 

ダイパーシティヲの提案(一般編)

-仲間の「しんどさJr図ったJを

受け止めるのはどこの縫

.(セクシュアル)

ユニバーサルデザイン

教育(知器産・想像・行動)

共有・言葉の選択

他人事でなく自分の生/性

24 
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性はでっかい

性はちっちゃい

生きることに関わる全て

資質・特徴のひとつ

笥歯縮織 性別で見る多様性と人権 いかがでしたか?

綴鞠騒 あなたはどう考えますか? どう行勤しますか?

/ 共に種まきをお願いします!

議飯田16沼の倒1:、セクシaアリティーのー例です.性別途和を鎗える人すべてに共通するものではありません.

だれにとっても今より心地よい環境をつ〈るために、あなたの組織ゃあなたにできる取組み
を考えてみましょうo (怯の多様性やダイパーシティー推進も含め)

25 

飯田亮瑠 lidaAkiru

ご静聴ありがとうございました

hfo(a).divemnon.net 

h官。:/ / diveinnon.net/ 

Sexualiり
性のあり方は多様、

自分だけの大事な

アイデンティティ

全ての人がもっ属性

;ミ:議論t安心じて
桓談ゃ自己表現できる環境

ー一相談は〈ても

誰もが自分の能力を

十分発揮できる環境

詮もが性の主体的な当事者 Diversity 

26 
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レズビアン。女性同性愛者。女性で女性を愛する人。 「レズJという略称は侮蔑的

に感じる人が多く、「レズピアンJrピアン」と表現する。レズピアンのイメージ

を男性的な格好をした女性と考えている人も少なくないが、女性的な服装をして

いるレズピアンも多く、異性愛者の女性と同じように、そのあり方は多様である。

ゲイ。男性同性愛者。男性で男性を愛する人(欧米では "gay(ゲイ)"は、性別を

問わず全ての同性愛者を含む言葉として用いられることもあるが、日本ではレズ

ピアンと区別して男性同性愛者のみを指すことがほとんどである)。メデ、イアで露

出している人の傾向から、女装したりオネエ言葉を使うのがゲイだと思われがち

だが、そうではない人も多い。「ホモ」や「おかま」という表現は侮蔑的なニュア

ンスが含まれていて不快に感じる人が多い。

パイセクシュアル。両性愛者。好きになる人が向性の場合も異性の場合もある人

のこと。「パイJは r2 Jを意味する接頭語。「男性か女性か」の二者択-ではな

く、「性別に関係なく J人を愛するという意味で、パンセクシュアル uパン=す

べてのJという意味)という言葉を好む人もいる。なお自分のことをパイセクシ

ュアノレだと思っていない人の中にも、「異性愛者であると思っているが、向性にも

興味をもったことがある。Jr同性愛者と思っているが、異性にも興味をもったこ

とがあるJという人はいる。

トランスジェンダー。生まれたときに法律的に社会的に割り当てられたその人の

性別とは異なる性別を生きる人のことを言う。心の性別と身体の性別が 致しな

い人のことを指す医学上の診断名「性同・性障害」より広い概念で、 トランスジ

エンダーの人の中には、性同ー性障害の診断を受けていない人もいる。「障害Jと

いう言葉に違和感をもっ人も多く、アメリカ精神神経学会では「性向 性障害J

ではなく、「性別違和Jという診断名に変更された。

rLGBTJは当事者が自分のことをポジティブに語る言葉として、 1990年代以降、北米やヨーロツ

パで、使い始められ、最近では日本でも使われるようになってきています。上述したLGBTだけでなく、

広く性的少数者(セクシュアルマイノリティー)の人たちを指す表現として用いられることが多い言葉

です。

参考 : 安田洋平編 ~NHK rハートをつなごうJ LGBT BOOK~ 2010 

前例rCopyright 02017 Diveinr 
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VECTOR株式会社 販売企画
ロポットなどのプロダクトデザインと試作開発。業務は総務全般。

SOCIAL ROBOTICS株式会社 販売企画リーダー
ロポットなどのプロダクトの生産と販売。業務は総務全般。盤

ダイピーノン

Diveinnon 代表~Diversity & innovation多様性新機軸~

h ttD://diveinnon. net/ 
050・5585・4491

info@dlvelnnon.net 

HP 
TEL 

M a i I 

innovation + Diversity Diveinnon 

(新機軸・改革)(多様性)(造語:ダイビーノン)

(セクシュアリティー)から多様性と人権を考える

主に教育現場において多犠性をいかに伝えるか模索する.

性の切り口

目的合同事業

意味
事業

セクシュアリティー講演
人権ワークショップ他

⑧……み
豆ロケット
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付録資料
---Q&A・参考資料~

1. 自分は怯同一位障害なの』でじよ!うか，9

性向ー性障害は診断名。お医者さんがつける病名です。知りたいときは、専門医に相談してみましょう。

セクシュアリティーの5要素で、自分のセクシュアリティーを見てみましょう。性別に限らず、他の人と違う

自分を発見すると、人は不安になることがあります。でも性別が多様であり、個性だとわかると感じ方はどうで

すか?自分のセクシュアリティーを自分で説明してみたり、自分なりの用語で表現したりしてみてください。

制服やトイレで困ってしまう、体が嫌でしょうがない、名前を書くのが苦しいなど、具体的に闘っていること

やつらいことがあるときは、信頼できる大人や専門医へ相談してみましょう。

専門医を探すときは、 rGID (性向性障害)学会jのHPChttn:llwww.国d-soc.or~，[)から「役員J のページ

を見て、}覧の中から最寄りの病院に相談されることをオススメします。

2. 自分の子供， .児童生徒は怯関与ー性障害なのでしJ:':うか?

診断するのはお医者さんです。性別もアイデンティティ、幼少であればあるほど揺らいだり、本人もよくわか

っていなかったりします。周囲や大人が決めつけないように要注意です。

大人の性同一性障害の人は、子供の頃から性別に違和感があったと言います。しかし、子供の性別違和感は、

大人になってもずっと続き性同・性障害と診断される人もいれば、違和感が続かない人もいます。 r今はJとい

う視点に立って、決めつけないことが重要です。

性同ー性障害かどうかということより「困っていることJ r悩んでいることJに耳を傾けてみた方が本人のし

んどさが軽減されることがあります。どう解決するか、誰に相談してみるか、本人と一緒に考えて試行錯誤して

みてはどうでしょう。本人の気持ちの変化をこまめに聴きながら見守る姿勢が大切です。

性別に限らず、 「困っていることJがあるときは、大人に相談しでもよいということを伝えましょう。

3. ゲイはおねえなの?

ゲイとは、男性同性愛の人を指します。ゲイの人で女性らしい表現をする人もいれば、振る舞いや服装は男性

的な人もいます。同様に、レズピアンの人やパイセクシュアノレの人も、その性別役割(らしさの表現)は様々で

す。性別役割と性的指向は全く別のこととして捉えてください。

4. カミングアウトって何?しなきゃいけないの?

カミングアウトとは大事なことを打ち明けることです。反対に打ち明けないことをクローゼットと言います。

カミングアウトは、 『自分が打ち明けたいときJ r打ち明けられる相手にJでいいと思います。必ずしなけれ

ばならいものでも、他人から強要されるものでもありません。

誰かに聞いてほしいなあ、受け止めてほしいなあ、相談したいなぁと思うことは、性に限らず、様々なことに

対して多くの人が感じることです。そんなときのために fこの人なら聞いてくれそうJという味方探しをしてお

くのはいいかもしれませんね。

1 
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5. カミングアウドきましました。'..}!うしたらU刈、のでし主う?

まずは「話してくれてありがとう j と伝えるこ~をオススメします。大事なことを話すのは、あなたを信頼し

ているから。ありがとうと言われると、打ち明けた方も安心できます。あなた八の信頼の下で勇気をもって打ち

明けているので、本人の了承なく第三者に話さないようにしましょう。

カミングアウトの環由は様々です。 rあなたにはただ知っておいてほしいJ r嘘をついているみたいで罪悪感

を感じたから話したJ r特に何かしてほしいわけではないJという場合もあれば、 「制服がつらくて困ってい

るJ r向性が好きなんだけど恋愛相談のアドバイスがほしくてJというように具体的な支援を求めている場合も

あります。まずは肯定的に聴いてくみてださい。何を求めているか、求めていないかは、人それぞれなので聴い

てみないとわかりませんね。

性別は属性のーつに過ぎません。サポートしたいけど不安だと思うことや何か困ることがある場合、聞いてみ

て話してみて、双方が心地よい関係ができるように、相手との関係づくりを楽しんでみましょう。

6. 友達・生徒が悩んでいそう。どうしたら打ち明けてくれるの?

『カミングアウトしない=信頼していないj ではありません。カミングアウトするしないは、本人の人生選択

です。誰にも言わない、まだ打ち明ける準備が今はできていない左いうこともあります。強要は禁物です。

サポートしたい、味方になりたいと，思っている場合は、日常から『何かあればいつでも聴くよj というメッセ

ージを送り続けてみましょう。例えば、性別に関する NEWSを肯定的に話題にする、 LGBTの人に出会った話

や性別に関する自分の経験を話す、セクシュアリティーに関する本を目の届くところに置く、イベントに行って

みる・誘う、レインボーグツズを身に着ける、男らしさ・女らしさを強調しない(他Q&A参照)など、味方のサ

インはいろいろあります。

τ. カミングアウトされたいろいろ質問していいの?

場合によります。相手によります。質問されても OKな人もいれば、質問されたくない人もいます。相手とあ

なたの関係性にもよります。 rカミングアウト=何でも OKJではありません。カミングアウトする人も『カミ

ングアウト=何を話しても OKJではありません。双方にとって気持ち良い関係を続けていくためには、話しで

もよいか?質問しでもよいか?など相手への配慮が必要ですね。

どのような関係性を築いていくにしても、セクシュアリティーにおいてー番草重したいのは『こころの性別j

です。なぜなら、これこそアイデンティティの一部であり、こうありたい自分を表していると考えられるからで

す。相手の性のあり方をどう表現していいか迷ったら相手に聞いてみましょう。相手が使っている言葉をそのま

ま使うことも、相手のセクシュアリティーを尊重する方法のひとつだと思いますa

8. 男らしさ・女らしさを強闘しないためには 2うしたらいいの?

世の中の「男らしさJ r女らしさJを疑ってみることです。 rその人らしさJ r自分らしさj を探ってみるこ

とです。その要素の中に男女らしさがあってもよいのです。大事なことは、男女も含めたその人の「心地よさj

です。らしさの強要をしないようにしてみましょう。 r男らしくないからJ r女らしくないからJと否定される

のは、心地よくないと感じる人も多いので、簡単に性別を環由に注意しないようにしてみましょう。

『あなたらしくないJと言われることも、否定されたと感じる人もいます。本人の感じる「らしさJを大切に

一緒に大切にする方法を考えてみましょう。主た「自分らしさJがよくわからない人もいるでしょう。 rらし

さj は時聞をかけて探していっても良いのではないでしょうか?

職?~~;W Copyright ~ 2016 Diveinnon Al1 llights Reserved 
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9. .'セタシュア Dティ戸惑と尊宣するために日常.生活でできることはありまずか?

fいるかもしれないJの想像力をもってみましょう。クラスであっても統計 kは 13人に 1人はいるかもしれ

ないのです。相談がないから、思い当たることがないからといって、 fいないj と言い切ってしまうのは危険で

す。特に性に関わることは相談が難しいことが多いです。友人や同僚とのコミュニケーションの揚であっても、

常にそこにいるかもしれないという想像力をもって行動するのが良いと思います。

言葉に気を付けてみる/r男らしさJ r女らしさj よりも『その人らしさJ (他Q&A参照)

1.0.周囲が LGBTを失ったり蓮別用瞭を使ったりしますーどう対応したらいい?

注意することができればペストですが、難しいことも多いですね。自分はおかしいとは恩わないよと、 『自分

はJを主語にして意見してみましょう。周囲を否定することなく、ポジティプなメッセージを発信することがで

きますね。一緒に笑わないだけでも、ポジティプなメッセージになります。

メディアも含めて、世の中にはLGBTなどに対する、ネガティプなメッセージがあふれています。そのような

中で、いじめが起きたり、無意識で傷つく言葉が飛び交ったり、自分はおかしいと責めたり、ということが起き

ています。おかしくない、性別も恋愛も多様だということを、少しずつでも伝えあっていくことが大切です。

11.言葉に気をつけるとは?

差別的な用語や表現は人権的な観点から一般的に使わない方がよいということです。 rホモJ rおかまJ rお

ねえJ rレズJ rおとこおんなJなどは、差別的に使われてきた歴史があり、嫌だと感じる人が多いです。 rゲ

イJ rレズピアンJ rトランスジェンダーJなど学問で用いられる用語を使いましょう。ただし、特定の相手と

会話する場合は、相手の用いている用語を一緒に使う方が良い場合もあります。自分のことを『おねえJ rおか

まちゃんJと表現する方もいます。もちろん、どんな言葉も、傷つける意味を込めて使うのは×です。

多様性を尊重できるように、変換が可能な言葉はがないか探してみましょう。以下は例です。他にも考えてみ

ましょう。

・男の子集合『力持ち集合 {男/女らしさを強調しない)

- 妻/夫『パートナー(婚姻関係を前提にしない)

・彼氏/彼女いるの?-恋人いるの? (異性愛を前提にしない)

- 異性愛の話『他の恋愛のことも一言加える。 r向性を好きになる人もいるよJなど、真剣に伝える。

12.少数者のためだけにシステムをわざわざ変えるの?

ノ〈リアフリーよりもユエパーサノレデザインを目指してみましょう。対象が LGBTの人のためのものではな

く、 LGBTであろうとなかろうと安心して使えるものやシステムが増えるとよいですね。

マイノリティーのニーズを大切にすることは、マジョリティーのエーズも満たしていく例が多々あります。例

えば、スロープを設置したら、車いすを利用している方も、ベビーカーを押す方も、階段昇降が大変な傷病者や

高齢者も、多くの方の生活の質が向 kしました。

誰もが困ったときに安心して困ったと言える環境を整えてみましょう。自分が骨折したとき、自分の大切な人

が骨折したとき、ここにスロープがあってほしいと感じるかもしれません。今は何不自由ない状況にいたとして

も、状況が変わって自分が何かを必要としたとき、自分の大切な人が困った状況に直面していると知ったとき、

安心して選択できるシステムがあるのか、安心して相談できるのかということは大切です。

平等とは何でしょうか?すべての人に閉じものを閉じ数だけ配布することだけが平等ですか?もしもスタート

に差がある状態だとしたらどうでしょう?

3 
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'is.学校で憶の多様性、を尊重、ずるには何に気を勺;けたらいいの?

クラスや学校に「いるかもしれないj前提で行うようにしましょう。大人が意識して、多様性やセクシュアリ

ティーに対して、ポジティプに発言・反応するように心がけてみましょう。差別用語などが、牛.徒聞で聞かれた

ら、差別用語であることを伝えましょう。児竃牛.徒だけでなく、教職員やPTA、地域の方々など、セクシュアリ

ティーは人聞がいるところ全てに関わるということを意識してみましょう。

授業時聞が取れない場合は、掲示物や書籍で児童牛.徒に学ばせるというと左もよいのですが、ただ置いてある

だけというのは、いじめやからかいのツールに使われかねません。教員など大人の自の届く所、アドバイス可能

な場所(保健室や図書寝なめがよいと思います。

14..憾の多様性を授業でとりあげるときの注意点ほ 9:'

人権意識や多様性の視点が大切だと思います。性別も含めて、在り方を否定されることは、誰に左つでも自噂

心低下につながります。学習の中で傷つく児童牛.徒がいないように、出来る限り言葉の隅々まで気を配るとよい

左思います。そのためには、ー斉授業左して受けることが苦しい児童生徒には個別授業を行ったり、途中退窒も

可能であることを伝えるなど、セクシュアリティーにセンシティプな児竃生徒八の配慮も考えておきましょう。

fマイノリティー理解jや rLGBTへ優しくJという視点だと他人事になってしまったり、新たな差別意識を

生み出してしまいかねません。誰もが多様性のー部であり、自分事として多様性を考えられる授業であればよい

と思います。性の多樹生だけでなく、進路や職業の多様性、家族の多様性など、ジャンルを広げて考えさせる工

夫がある左ょいと思います。

自分のセクシュアリティーは自分だけのものです。他人のセクシュアリティーを決めつけたり、教員が児童牛.

徒のセクシュアリティーを評価したりしないように注意しましょう。

物 Copy.勾ht@2016肋 emn山崎htsReserved 
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10代、 20代の、同性が好きな人、

性別に違和感のある人などの

交流会です。

毎回1つのテーマにそって、

みんなで一緒に

おしゃべりしましよう。

伺怯を
好きな人

，性別た
忌主初尽の
あ-5人'

点、
Cafe SHIP 

10/9(月・祝)コミュニティ 11/11(土)セクシュアリティ

12/17 (日)恋人、バートナー 1/13 (土)家族へのカミンダアウト
2/18(日)将来、ライフプラン 3/4(日)周りとの付き合い方

横須賀市内京浜急Ü~渉入駅近辺の公共施殻。詳細は申込みの方lこお伝えします。
~ :~ 、、 ー・ ， 

t.:1':E司 10代、 20代o-f!クシュアルマイノリ、ヲザ (同性が好きな入、性別に違和感のある人など)

1人300悶ぺお茶菓子代)、高校生以下無刊。

.-既町lDHPからぜまたは電話でお申込みください。

.5HIPにじいろキャビン



今
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は
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相手が異性でも向性でもどんな性でも、

“好3"には変わりありません。

. . 

5111 P l~ じい古宇和ピコ
SHIPにじいろキャビンは、向性が好きな人や

性別に違和感のある人など(セクシユアルマイノリティ)が

周囲の目を気にせず、本を読んだり

同じ仲間同士で話をすることができます。

〒221-0834横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜713

TEL: 045-306-6769 HP: http://www2.ship-web.com 

OPEN:水・金・土曜16:00""21:00，日曜14:00""18:00

電話による相談:5HIPほっとライン TEL:045-548-3980 (毎週木曜19:00"'21:00) 



性的マイノリティとは?

性的マイノリティとは、向性が好きな人や、自分の性別に

違和感を覚える人、または性同一性障害などの人々のこと

をいいます。

fセクシュアルマイノリティj、「性的少数者jともいいます。

「異性を憂するのが普通だjとか、 「心と体の性別が異なる

ことはない、性別は男と女だけであるjとしている人からみ

て少数派という意味です。

最近では以下のアルファベットの頭文字をとって、 fLGBTJや

fLGBTQJとも呼ばれています。

(女性向性愛者)

(両性愛者)

(体の性別bi)の性別が輿なる人や
そのことに違和感を感じている人)

(性のあリ方に迷う人)

この他に、恋霊感情をもたない然性愛や、すべてのセクシュアリティの人が恋

変の対象となる全性愛、体の4症の発還が典型的な男女とは異なっている性

分化疾怨などがあり、それらを総称して性的マイノリティと呼ぶこともあります。

なお、重量近ではSOGI(ソギ:Sexual Orientalion and Gender Identity)と呼

ばれることもあります。

どのくらいいるの ?

性的マイノリティは身近なところにいますが、

そのことを言えないのです。

*1園内では一般的に人口の約3-5%と君われています。2009年、 厚生労

働省エイズ対策研究寧業 「日本成人男性におけるMSM人口の推定と

HIV/AIDSに関する懇臨調査J(名古屋市立大学海野徳史)によると間性

に魁力を感じる割合1;1:3.7%とL、う調査結集もあります。

横須賀市の相談窓口

性的マイノリティで悩みを抱えている方の相談窓口を設置し

ています。

専門の相談機関ではありませんが、 各相談窓口でお話しを伺

います (祝日・年来年始を除o。

性同一性障害の診断をする機関ではありません。

f人権に関する相談j以外の来所相談の場合は、電話予約が

必要となります(土駐日・8m8・祝日・年来年始を除o。

『人権に関する相談J.……・・・ 相談連絡先:人権・男女共同参画課

時間:毎月第1・3木駐日13:00-15:30fi046-822-8219 
相2炎窃pfT:償須賀市小川町11番地市役所市民栂鮫室

『こども青少年相談J..…・…・…・・ 栂談連絡先:こども青少年支媛課

時間:月磁日~金踏臼9:30-17:00fi046-823-3152 

f児童に関する相談j……-……・.-..一 相談連絡先:児童相談所

時間:月曜日~金略目8:30-17:00fi046-820-2323 

f教育相談1・・・H ・H ・..……・・・・-…-…..相談連絡先:支援教育課

時間:月曜8-金曜日9:00-17:00ft046-822-8564 

fこころの相談j…....・H ・-……・・ 相談連絡先:保健所健康づくり諜

時間:月曜日~金騒88:30-17:00ft046-822-4336 
-ーー

自ーーー園田園ーーーー園田ーーー・，

民間の相談窓口

性的マイノリティで悩みを抱えている人や、その家族が相談

できる専門の電話相談です。

SHIPほっとライン…一……… 認定特定非営利活動法人SHIP

http://www2.ship-web.com 

時間:毎週木腿819:00-21:00ft045-548・3980

性的マイノリティの就活や就労の情報交換、相談(不定期)

LGBT就活ホームページ……・・…… 特定非営利活動法人ReBit

http://www.lgbtcareer.org 

初版

改訂版

編集

平日~27年 (2015年) 11月1日
平成28年(2016年)9月1日
織須賀市 市民部人権・男女共同参画課

Tel:046・822・8219 Fax:046・822・4500
認定特定非営利活動法人SHIP

横須賀市発行

二のリーフレットl立、 5，000校制作し、 1t1(あたリの制作焚1123.76円です。

性 の多様性を認め、自分らしく生きられるために
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「ホモjや「オカマjといった言葉は笑いのネタとして扱

われることがあります。性的マイノリティは、社会の中で

異質なものと見られていることや、笑いの対象となること

に心理的ストレスを感じたり、自己否定的になることが

あります。

fホモ・レズ・オカマ・オナベJは当事者が傷つく言葉です。

ホモやレズは省略しなければ差別語になりません。

ホモ・+ホモセクシュアル(向性憂)

レズ吟 レズビアン(女性同性愛者) v 

一般的に性は 「男jと「女jの2つで分けて考えがちですが、

これは生まれつきの 「体の性J(戸籍上の性)で決められています。

しかし、性には「体の性Jの他に、自分自身が感じる「心の'性j、

恋愛の対象の「好きになる性jの3つの要素があります。

体の性 〔男女】
心の1性 (男 女1
好きになる性

「体の性Jと「心の'1主jは必ずしも同じとは限りません。また、

「好きになる性jも異性だけとは限りません。そして、それぞれ

の性は男と女に明確に分けられるものではなしその男女の

聞はク.ラデーションであり、境界はありません。

100人いれば100通りの性のあり方があり、人それぞれさま

ざまなのです。

自分が性的マイノリティであることを告白する行為を“カミン

グアウ卜"と言います。

家族や信頼している人を傷つけたり拒否されたりするのでは

ないかと心配して相談できずにいる人も多くいます。また、子

どもからカミングアウ卜された親も周囲に相談することができず

悩むことがあります。

*2厚生労働省エイズ対策研究事業 (研究代表者日高綴筒)REACH Online 2014 

性的マイノリティの多くは自らのセクシュアリティを周囲の

人に話せずにいます。そのことは、ありのままの自分を隠し、

周囲の人に合わせて生活をしていることになります。その結

果、 自己肯定感が低くなったり、将来への見通しがもてず、

心身の健康に影響を及ぼすことがあります。

ゲイ・バイセクシュアル男'1生*3

自殺を
考えた

自殺未遂

-異性愛男性と比較して自殺未遂リスクは約6倍判

性同一性障害 *5

不登校

*38高原瞬ほか (2007)厚生労働省エイズ対策研究縫進事築 ゲイ ・パイ

セクシュアル男性の健康レポー卜2

*4 rわが国における書官会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Jhttp://www.health-issue.jp/suicide/ 

*5 r悶山 大学病院ジェンダークリニ:ンクJ2009年弱震

男 ・女の2つで分けることや、 恋愛の対象を異性と決めつ

けることで、性的マイノリティが生きにくい環境を作っていま

す。また、男らしく、女らしくといった押し付けはその人の生

き方を狭めてしまいます。

人にはそれぞれ、もって生まれた能力や

その人らしさがあります。

一番大切なことは、性別やセクシュアリティ

に関係な〈、自分の個性や能力を

発簿できる環境をつくることです。

レインボーカラーとは

虫1(17色ですが、6色のレインボーカラーは、性的

マイノリティの活動のシンボルとして使われます。


