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多様な性のあり方について理解を深めるために、知っておきたいこと

１　性を構成する要素
◦性には様々な要素があり、その要素の組み合わせで、様々なセクシュアリティ（性のあり方）

が形作られていますが、性のあり方（セクシュアリティ）は、とても多様です。
◦同性に恋愛感情を持つ人や、生まれ持った性（出生時の性）と心で感じている性（自認の性）

が一致しない人などのことを「性的マイノリティ」、「セクシュアル・マイノリティ」、「性的少
数者」などと言います。

◦日本には性的マイノリティの人が８～10％（約10～13人に１人）いると言われています。

２　LGBTとSOGI（ソジ）

◦LGBTとは、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頭文字をとって
組み合わせた言葉で、一般的には性的マイノリティの総称を指す言葉として使われていま
す。なお、性的マイノリティは「LGBT」の方々だけでなく、その他にも多様な人々が存在
します。

◦「SOGI」とは、性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字をとっ
た総称です。

◦L、G、B、Tが特定の性的マイノリティの人を指すのに対し、「SOGI」はすべての人が属する、
性的指向・性自認の総称であり、性のあり方の概念を表す言葉です。

性的指向
（SO）

性自認
（GI）

Ｌ esbian（レズビアン）
　 女性同性愛者
Ｇ ay（ゲイ）
　 男性同性愛者
Ｂ isexual（バイセクシュアル）
　 両性愛者

Ｔ ransgender（トランスジェンダー）
　   出生時に割り当てられた性別と自身の自認する性別が

異なる人

「茨城県　多様な性のあり方を知り、行動するための職員ガイドライン」より抜粋

　茨城県は令和３年７月に「年齢や性別、国籍や障がいの有無、性的指向などにかかわりなく、一人ひ
とりが尊重され、誰もが個々の能力を発揮できる社会」を実現することを目的に「いばらきダイバーシ
ティ宣言」を発表しました。多様性を認め合う社会の実現をめざすとき、学校教育の果たす役割はとて
も重要です。そこで本冊子では、特に「性的マイノリティの児童生徒」「障がいのある児童生徒」「外国
人の児童生徒」に対する支援を取り上げ、教師の言葉かけの例や配慮の観点を掲載しました。本冊子が
多様性を認め合う学校づくりの参考になれば幸いです。
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「○○さんの笑顔は
� とてもすてきですね。」

「保健室を更衣室として
� 使ってもいいですよ。」

「制服は選択できます。」

◦性別によって呼び方を変えず、「～さん」と呼ぶ
ようにします。

◦児童生徒名簿、教室の座席表を男女混合にします。

◦本人と話し合った上で、時間をずらした部屋の利用を
認めたり、保健室や多目的トイレ、空き教室等を更衣
場所として使用できるようにしたりするなどの配慮が
考えられます。

◦制服は、性自認に合わせたものを着用できるのが望ま
しいです。

◦水着は、上半身を覆うものを着用してもよいことにす
るなどの配慮が大切です。また、水泳の授業をレポー
ト提出などで代替する方法もあります。

◦教職員用や多目的トイレを使用できるようにするな
ど、本人の希望を尊重しながら、施設面の制約や周囲
の理解を踏まえて対応することが考えられます。

性的マイノリティに対する支援

「このトイレは、誰でも自由に
� 使うことができます。」
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◦宿泊学習や修学旅行では、時間をずらしてお風呂
を使用したり、部屋のお風呂を利用したりするな
ど、本人の希望をよく聞いて柔軟な配慮をするこ
とが必要です。

◦同行する養護教諭から入浴時間に自然に呼んでも
らうことも考えられます。

◦児童生徒や保護者の希望を聞いた上で、本人の希
望する部活動に参加できるような仕組みを整える
ことが大切です。

①　○○さんと呼名していますか。 □　はい □　いいえ
②　制服は性別によらず選択できるようになっていますか。 □　はい □　いいえ
③　更衣室が設置されており、利用時には、個々に配慮がされて
いますか。

□　はい □　いいえ

④　誰もが自由に使用できるトイレがありますか。 □　はい □　いいえ
⑤　性別によらず誰もが希望する部活動に所属できていますか。 □　はい □　いいえ
⑥　宿泊学習や修学旅行において、部屋やお風呂の使用に対して
個別に配慮していますか。

□　はい □　いいえ

チェックリスト 性的マイノリティに関する認識を確認しましょう。当てはまるものにチェック
してください。

「大浴場でも部屋のお風呂でも、
�自由に選んで使ってください。」

「みんな一人一人が、
� 大切なメンバーだよ。」
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◦道具箱の中を仕切ったり、持ち物をチェックする
ためのシートを活用したりすることで、自分でで
きる体験を積めるようにすることが大切です。

◦気持ちを代弁したり、活動後によりよい行動を伝
えたりすることで、好ましい行動を増やしていく
ことができます。

◦授業の流れを明確に示して集中できるようにした
り、黒板周りを整頓して余計な刺激を減らしたり
するなどの手立てが有効です。

　発達障害のある児童生徒はそれぞれに多様な問題を抱えています。教師の無理解や誤った対応に
よる失敗体験を重ねると、適応障害といった二次障害に陥る危険があります。
　まずは、行動の背景を探り、障がいを理解することが大切です。
　その際のポイントは・・・

　その上で、児童生徒の特性を生かしつつ、「できないこと」ではなく、「できること」、「できそう
なこと」を伸ばすための手立てや支援を考えていきましょう。

「きちんと片付けられたね。」

「お友達と協力して
� うれしかったんだね。」

「今日は○○と△△を学習します。」
「しっかりと話が聞けていますね。」

障がいのある児童生徒に対する支援

児童生徒の困り感と
向き合う

保護者にも
寄り添って組織として

複数の目線で
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◦学習面でのつまずきがあったときに、母国との教
育課程の違いや、課題の解決の仕方などの違いが
原因であることが多くあります。母国での学習環
境や、学習歴、既習事項などについて十分に確認
し、それに応じた指導をする必要があります。

◦入学時に困っていることや心配なことを確認して
おきましょう。特に、宗教にかかわる食事や服装
などの習慣については入学前に十分に聞き取りを
行い、その国の文化を理解した上で対応を検討す
ることが大切です。

◦英語よりも『やさしい日本語』のほうが通じるこ
とがあります。

◦例えば、「お子様の欠席理由は何ですか」ではなく、
「○○さんは、病気で休みですか。」と話すことで、
スムーズなやりとりができるようになります。

在留支援のためのやさしい
日本語ガイドライン（文化庁）

別冊　やさしい日本語
書き換え例（文化庁）

「○○（国名）の言葉で
� 書いてください。」
「これは○○（国名）で、
� 勉強しましたか。」

「心配なことはありますか。」

「○○さんは、病気で休みですか。」

外国人の児童生徒に対する支援
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◦性的マイノリティの児童生徒や保護者から相談が
あった場合の対応フローチャートや、教職員向け
理解促進プログラム、授業展開例等が紹介されて
います。

◦通常の学級の中で、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた
支援をするための具体的な実践事例が紹介されています。

◦タブレットやパソコン、個人のスマートフォンを
使って、お互いの言葉をそれぞれの言語に合わせて、
リアルタイムに翻訳しながら会話をすることが可能
です。

性的マイノリティに関するページ【教職員用】
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/jinken/
kyousyokuin/index.html

特別支援教育に関する資料
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/
gakkou/tokubetsushien/siryou1.html

マイクロソフトトランスレーター
https://translator.microsoft.com/
（無料、インストール不要）

性的マイノリティの児童生徒から
相談があったら

個々の教育的ニーズに対応するために

外国人の児童生徒や保護者との
� 会話の場面で

支援に役立つサイト・ツール
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令和４年度「人権メッセージ」最優秀作品

令和４年度茨城県教育研究会　人権教育研究部　編集委員

表紙は、令和４年度茨城県人権啓発ポスター「最優秀グランプリ」作品
　つくばみらい市立伊奈東中学校　３年生
※このリーフレットは、茨城県教育研究会人権教育研究部のWebページからダウンロードできます。

役　職 ブロック 学　校　名
部 長 中央ブロック 水戸市立赤塚小学校

副 部 長

中央ブロック 小美玉市立小川南中学校
県北ブロック 常陸太田市立瑞竜中学校
県東ブロック 潮来市立牛堀中学校
県南ブロック 土浦市立東小学校
県西ブロック 結城市立山川小学校

研究推進委員長 県西ブロック 桜川市立桜川中学校
研究推進副委員長 県西ブロック 下妻市立下妻中学校

研 究 推 進 委 員

中央ブロック 小美玉市立小川北義務教育学校
県北ブロック 常陸太田市立瑞竜中学校
県東ブロック 潮来市立牛堀中学校
県南ブロック 土浦市立東小学校
県西ブロック 筑西市立明野中学校

幹 事 中央ブロック 水戸市立赤塚小学校

〈最優秀グランプリ賞〉
　私は、７年前に日本に来た。日本語も話せず、
視覚障害があるから、毎日の学校や寮生活は苦
しかった。でも、友達や先生方の応援のおかげ
で、日本語も覚え、視覚障害者なりの生活にも
慣れることができた。私達が日々成長していく
のは、周りの人達の声があるからだと思う。た
とえ文化や国籍が違っても、みんな一人一人の
人間である。互いを助け合い、認め合い、愛し
合うことで、人生も楽しく歩んでいけると思う。
だから、みんなも仲間を大切に生きていこう！

（茨城県立盲学校　中学部３年生）

〈最優秀賞〉
　「差別」という言葉を知りました。どんな意味
なのか調べてみると「言葉や肌の色、生活のち
がいなどを理由に相手を自分より下にみること」
だと分かりました。
　わたしの中にそんな心がないか、じっと考え
てみると、自分とちがう、ほかの人のことを受
け入れられない時があると思いました。そのこ
とはやっぱり「弱い心」なのだと思います。だ
からわたしは、そういう「弱い心」に負けない
よう相手を一人の人として大切にできるように
なりたいです。

（筑西市立河間小学校　４年生）

〈最優秀賞〉
　ぼくは、このしょうがっこうで、１ばんちい
さい。たまにぼくのことを「ちび」っていって
くるこもいるけど、ぼくはちいさくてもぼくが
すき。ぼくはぼくだけだから。おおきなこもい
れば、かみのいろやめのいろがちがうこもいる。
みんなとちがうところがあると、さべつするこ
もいるけどどうしてだろう。おなじにんげんな
のに。みんなとちがうところは、こせいってい
うんだって。ぼくはそのこせいは、すてきだなっ
ておもうんだけどな。

（境町立長田小学校　１年生）

〈最優秀賞〉
　私には、大切にしている言葉があります。そ
れは「人は鏡」です。この言葉とは私が中学２
年生の時に出会いました。「自分で自分を大切に
していれば、相手も自分を大切にしてくれる」
「自分が相手を知ろうと努力すれば、相手も同
じように考える」という２つの意味が込められ
ています。部活やクラスなど、様々な考えを持
つ人がいる中で、時には友人とすれ違うことも
ありましたが、この言葉に助けられてきました。
これからもこの言葉を大切に過ごしたいです。

（神栖市立神栖第四中学校　３年生）


