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Abstract

　　In 2015, Ministry of Education published a report about sexual minority students, including 
those with Gender Identity Disorder, and it promoted the discussions about sexual minorities in 
school. Hidaka （2015） pointed out that very few teachers had taken any courses about LGBT at their 
universities, and highlighted their misconceptions and lack of knowledge about sexual minorities. 
This demonstrates the importance of providing students in Teacher Training Course with the 
opportunity to learn about sexual minorities.
　　For example, sexual minority students often experience difficulties when they have Physical 
Education class that is gender segregated. In the reports published by HUMAN RIGHTS WATCH 

（2016） and by the Ministry of Education, the problems and supports concerning Health and Physical 
Education （H.P.E） class are especially stressed. It shows the importance of understanding of sexual 
minority students in these classes.
　　The purpose of this study is to investigate the knowledge and attitudes of school teacher trainees 
about sexual minorities in order to make suggestions for the university teacher training courses for 
the inclusion of sexual minority students in H.P.E. 
　　The result of this investigation shows that normative masculinity tends to make sexual 
minorities invisible and reinforces homophobia and transphobia. Moreover, students who major in 
H.P.E demonstrated this tendency more than other students. This study demonstrates that the root 
causes of this result are binary gender system and heterosexism in sports. On the other hand, students 
who have learned about sexual minorities tend to be more interested in learning about them, and 
students who have some information about sexual minorities tend to be less homophobic and 
transphobic. Thus, it is necessary not only to have courses about sexual minorities in teacher training, 
but also to consider the ways in which such information outside the class could accessed.
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1．はじめに

日本社会では，規範的な性に当てはまらない性的マイノリティ 1）の存在が不可視化される傾向が

強かった．近年，公的にも民間レベルでも当事者を支援する動きが活発化し，メディアで扱われる機

会の急増などによりその存在が認識されてきている．

2015 年に文部科学省は初めて性同一性障害以外の性的マイノリティを含む児童生徒に対する学校

支援の必要性を述べた通知を出した．翌年には「性的指向・性自認」という言葉を加え，教員向けの

性的マイノリティへの対応に関する資料を発表した（文部科学省，2016）．しかし，これまで行われ

てきた学校と性的マイノリティに関する調査では，教員が性的マイノリティについて教える必要性を

感じているが同時に知識不足を自認しており，教えたくても教えられない現状が確認され（日高，

2015），支援にあたるべき教員の中でも少なからず差別的な発言が行われている（三輪，2016）こと

などが明らかになってきている．このような現状を受け，吉岡ほか（2017）は教員養成課程における

性的マイノリティに関する教育の必要性に言及している．

HUMAN RIGHTS WATCH（2016）は，日本の小・中・高等学校において，性的マイノリティの児

童生徒に対する適切な対応を行うための政策や教員研修が不十分であることや政策を実施に移す制度

が脆弱であることなどにより，性的マイノリティの児童生徒が不当な差別を受ける現状を報告してい

る．また，日高（2016）は性的マイノリティ当事者の約 6 割がいじめ被害を経験していることを明ら

かにしており，児童生徒にとって学校は必ずしも安全な場でないことを訴えた．性的マイノリティの

児童生徒が困難を経験する場面として，男女別での活動が頻繁に行われる体育授業が挙げられる．前

述の文部科学省の通知・周知資料（2016）の中でも，特に保健体育に関する支援の必要性が示されて

いるが，授業での別メニューの設定や，水泳におけるレポート提出での代替などは，本来授業で行う

べき活動とは大きく異なる内容である．藤山ほか（2014）は，体育・スポーツ関連学部の大学生を対

象に行った調査において，体育・スポーツ領域においても一定の割合で性的マイノリティの学生が存

在していることを明らかにしている．また，男性の中で性的マイノリティの存在が不可視化され，強

いホモフォビア及びトランスフォビア 2）が確認できたことを報告しており，体育・スポーツ領域に

おいて，性的マイノリティの学生がより強い生き辛さを感じていると推察できる．

以上の先行研究から，学校は性的マイノリティにとって様々な困難が待ち構える場であることが強

く示された．その原因の一つとして教員の知識と理解が十分ではない現状があり，教員養成段階にお

ける性的マイノリティに関する学習の必要性が考えられる．また，体育授業が性的マイノリティの児

童生徒にとって大きな障壁になっていると推測されることから，保健体育科教員の性的マイノリティ

に関する知識・理解は非常に重要であると言えるだろう．

2．研究の目的

本研究では，教員養成課程の学生における性的マイノリティに関する知識と意識について明らかに

し，教員養成段階で行うべき取り組みについて知見を得ることに加え，セクシュアリティ，専攻，学

習経験に着目した分析を行うことによって，その特徴を明らかにすることを目的とした．

3．方法

（1）調査方法

A 教員養成大学体育専攻の 1~4 回生及び，他専攻の 4 回生の全学生を対象として，2016 年 10 月中

旬 ~ 下旬に質問紙調査を実施した．
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（2）調査項目

藤山ほか（2014），三輪（2016）の研究を参考にして，全 29 項目の質問を設定した．質問の内容は，

①対象者の基本的属性 5 項目，②性的マイノリティに関する学びの経験及び知識 7 項目，③性的マイ

ノリティに対する意識 8 項目（Ⅰ . ホモフォビア 3 項目，Ⅱ . トランスフォビア 5 項目），④性的マイ

ノリティに対する加害の見聞及び経験 3 項目，⑤性的マイノリティ当事者との関わり経験 3 項目，⑥

学習に関する展望 3 項目である．

（3）分析方法

質問紙 393 部を配布し，377 部を回収（回収率 95.9％）し，全ての項目に回答している 351 名を分

析対象（有効回答率 89.3％）とした．分析に際して，質問内容のうち，③性的マイノリティに対する

意識と⑥学習に関する展望については，4 件法で回答を求めたが，「そう思う」「どちらかと言えばそ

う思う」を「そう思う」に，「そう思わない」「どちらかと言えばそう思わない」を「そう思わない」

にまとめて表記した上で，分析を行った．分析は単純集計を行い全体の傾向を把握したのち，クロス

集計及びχ２検定を行った．

（4）セクシュアリティの定義

対象者に「1 戸籍上の性，2 性自認，3 性的指向」の回答を求め，「1 男性，2 男性，3 女性」であれ

ば規範的男性，「1 女性，2 女性，3 男性」であれば規範的女性，それ以外の回答であれば規範的でな

い性であると定義した．

4．結果・考察 
（1）単純集計

①対象者の属性

対象者の属性を表 1 にまとめた．体育専攻 1 回生が 9.7%，体育専攻 2 回生及び 3 回生が 8.5%，体

育専攻 4 回生が 9.4%，他専攻が 63.9% であった．また，本研究における定義に基づき対象者のセク

シュアリティをまとめたところ，規範的でない性が 3.4%，規範的女性が 50.1%，規範的男性が 46.4%

であった．教員養成大学において性的マイノリティの学生は一定数存在することが明らかになった．

学校では児童生徒に対してだけでなく，教員間においても性的マイノリティの存在を考慮した対応が

必要であると言える．
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人数 （%）　

対象者数 351 （100.0）

専攻（回生）

体育専攻（1） 34 （9.7）

体育専攻（2） 30 （8.5）

体育専攻（3） 30 （8.5）

体育専攻（4） 33 （9.4）

他専攻（4） 224 （63.9）

セクシュアリティ

規範的でない性 12 （3.4）

規範的女性 176 （50.1）

規範的男性 163 （46.4）

表 1　対象者の属性



②性的マイノリティに関する学びの経験及び知識

「性的マイノリティと呼ばれる人が存在することを知って

いる」人の割合は 92.6% であり（図 1），A 教員養成大学の

学生は高い割合で性的マイノリティの存在を認識している．

その理由の一つとして，大学の授業における学習機会の多

さがあるだろう．日高（2015）の調査では「LGBT について，

出身養成機関で学んだことがある」教員は同性愛について

7.5%，性同一性障害について 8.1% であったが，A 教員養成

大学では 50.1% の学生が性的マイノリティに関する学習を

経験しており（図 2），非常に高い割合であると言える．一

方で，「性的指向は自分の意思で選ぶことができると思う」

と回答した人は 79.8% であった（図 3）．日高（2015）の調

査同様，本研究においても多くの学生が「性的指向は選択

できるものだ」という誤解をしていることが確認された．

③性的マイノリティに対する意識

性的マイノリティに対する意識について，それぞれの質

問に対する回答数とその割合を表 2 にまとめた．「同性の人

に言い寄られても，嫌ではない」「同性愛者が集まる場所にいるところを他人に見られたら嫌な気が

する」「知り合いに以前は別の性別だったと打ち明けられたら，うろたえてしまう」「男性なのか女性

なのか分からない人から誘惑されるのは嫌だ」といった質問において，半数以上が性的マイノリティ

を嫌悪する旨の回答をしていた．

④性的マイノリティに対する加害の見聞及び経験

性的マイノリティに対する加害の見聞及び経験について，それぞれの質問に対する回答数とその割

合を表 3 にまとめた．三輪（2016）の研究では，教員が「私自身，『ゲイ』や『レズ』という言葉を

軽はずみに発言し，おもしろがっていたときもありましたが，（中略）反省しています．もし，自分

が担任する児童に LGBT に関わる児童がいたら…．そのことまで今後は考えていく必要があると思

います．」という記述をしており，無知による言動を悔いる様子がうかがえた．本研究では，大学内

質問項目
そう思う

人数 (%)
そう思わない

人数 (%)

同性の人に言い寄られても，嫌ではない． 160 (45.6) 191 (54.4)

同性の親友が同性愛者であるとわかっても嫌ではない． 312 (88.9)  39 (11.1)

同性愛者が集まる場所にいるところを他人に見られたら嫌な気がす

る．
179 (51.0) 172 (49.0)

男性でも女性でもないという人はどこかおかしい．  43 (12.3) 308 (87.7)

誰かに会った時，その人の性別がはっきり分かることは重要だ． 175 (49.9) 176 (50.1)

知り合いに以前は別の性別だったと打ち明けられたら，うろたえて

しまう．
200 (57.0) 151 (43.0)

男性なのか女性なのか分からない人から誘惑されるのは嫌だ． 230 (65.5) 121 (34.5)

伝統的な男らしさ，女らしさに従わない人（例：攻撃的な女性，感

情的な男性）がいると不愉快だ．
 33 (9.4) 318 (90.6)
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の学生間において「『お前，ホモかよ』などのいじり」や「『頭がおかしい』『関わりたくない』といっ

た類の言葉を言っていた」などの記述があり，冗談のように用語を使う場合や，存在を否定するよう

な内容が見られた．また，大学教員が「講義中にふと」差別的な発言をしていたことも確認された．

⑤性的マイノリティ当事者との関わり経験

性的マイノリティ当事者との関わり経験について，それぞれの質問に対する回答数とその割合を表

4 にまとめた．「身近に性的マイノリティの人がいる」と回答した人は 37.6% であったが，「知り合い

に自身が性的マイノリティであると打ち明けられたことがある」人は 27.1% であり，打ち明けられ

た経験はないが，身近に性的マイノリティの存在を認識しているという人が一定数いることが確認さ

れた．

⑥学習に関する展望

学習に関する展望について，それぞれの質問に対する回答数とその割合を表 5 にまとめた．「学校

で生徒たちが性的マイノリティについて学ぶ必要があると思う」と回答した人は 93.2%，「教員養成

課程の学生は性的マイノリティについて学ぶ必要があると思う」と回答した人は 97.4% と非常に高

い割合であった．しかし，「性的マイノリティについてもっと学びたいと思う」と回答した人は

86.6% となっており，性的マイノリティに関する学習の必要性を感じているが，学習意欲は若干低い

結果となった．

（2）セクシュアリティによる分析

本研究におけるセクシュアリティの定義に基づき分析を行い，有意な差が確認できた項目について

質問項目
ある

人数 （%）

ない

人数 （%）

覚えていない

人数 （%）

大学在学中に，「同性愛」に対して差別的な発言をしたりひやかすよ

うな態度をとる人を見たり聞いたりしたことはありますか．（大学の

友人・先輩・後輩）

65 （18.5） 243 （69.2） 43 （12.3）

大学在学中に，「同性愛」に対して差別的な発言をしたりひやかすよ

うな態度をとる人を見たり聞いたりしたことはありますか．（大学の

教職員）

3 （0.9） 306 （87.2） 42 （12.0）

大学在学中に，「トランスジェンダー」に対して差別的な発言をした

りひやかすような態度をとる人を見たり聞いたりしたことはありま

すか．（大学の友人・先輩・後輩）

5 （1.4） 288 （82.1） 58 （16.5）

あなたは，性的マイノリティに対する差別的な言動やひやかしなど

をしたことがありますか．（「同性愛」に対して）
24 （6.8） 301 （85.8） 26 （7.4）

あなたは，性的マイノリティに対する差別的な言動やひやかしなど

をしたことがありますか．（「トランスジェンダー」に対して）
7 （2.0） 314 （89.5） 30 （8.5）

質問項目
はい

人数 (%)
いいえ

人数 (%)

あなたの身近に，性的マイノリティの人がいますか． 132 (37.6) 219 (62.4)

知り合いに，「自身が性的マイノリティである」と打ち明けられたこ

とがありますか．
95 (27.1) 256 (72.9)
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表 6 にまとめた．規範的でない性は統計処理を行う上で十分な人数ではなかったため，規範的男性と

規範的女性のみを分析対象とした．「同性の人に言い寄られても嫌ではない」「男性でも女性でもない

という人はどこかおかしい」「男性なのか女性なのか分からない人から誘惑されるのは嫌だ」という

質問について，規範的男性のフォビアが強い傾向が見られた．また，性的マイノリティに対する加害

の見聞及び経験があると回答した人は規範的男性に多く，フォビアの強さと関連が考えられた．規範

的男性のうち，「身近に性的マイノリティの人がいる」人は 27.6%，「知り合いに自身が性的マイノリ

ティであると打ち明けられたことがある」人は 20.2% であった．さらに，「学校で，生徒たちが性的

マイノリティについて学ぶ必要があると思う」人は 89.6%「性的マイノリティについてもっと学びた

いと思う」人は 80.4% であった．これらのことから，規範的男性の中で性的マイノリティは不可視

化されており，学習に関する展望は消極的な姿勢であることが確認できた．規範的男性の中で性的マ

イノリティが不可視化され，強いフォビアが確認されたことは，藤山ほか（2014）の調査と同様の結

果であった．

（3）セクシュアリティと専攻による分析

本研究で定義したセクシュアリティと所属専攻によって，対象者を「体育専攻・規範的女性（以下，

「体・女」）」，「体育専攻・規範的男性（以下，「体・男」）」，「他専攻・規範的女性（以下，「他・女」）」，

「他専攻・規範的男性（以下，「他・男」）」に分類して分析を行い，有意な差が確認できた項目につい

て表 7 にまとめた．「体・男」のうち，「身近に性的マイノリティの人がいる」人は 14.5％，「知り合

いに自身が性的マイノリティであると打ち明けられたことがある」人は 11.6% であった．また，「同

性の人に言い寄られても，嫌ではない」「同性愛者が集まる場所にいるところを他人に見られたら嫌

な気がする」「男性でも女性でもないという人はどこかおかしい」「男性なのか女性なのか分からない

人から誘惑されるのは嫌だ」という質問について，「体・男」のフォビアが強い傾向が見られた．こ

れらのことから，「体・男」では性的マイノリティが一層不可視化されており，強いホモフォビア及

びトランスフォビアが認められた．規範的男性の中で同様の傾向が見られたが，体育専攻において

は，それがさらに強まっていることが確認された．これは，教科体育がその内容の大部分を近代ス

ポーツに依拠していることに関連すると考えられる．岡田（2006）が指摘するように，イギリスのパ

ブリック・スクールのような機関で教育手段として施された近代スポーツの目的が「一人前の男」の

育成であったことは重要である．また，「男性のみを集めて組織されるスポーツ活動・環境は（中略）

自らホモセクシュアリティの存在可能性を高めているともいえ，結果として，その取り締まりのため

のホモフォビアも先鋭化される」（岡田，2006，p.277）とも述べているように，スポーツはそのイメー

ジである「男らしさ」を守るために，含みこむことのできないものを排除する．現代社会で広く親し

まれている競技スポーツは，前述のような近代スポーツを中心に発祥発展してきたものである．小学

校から高校までの教科体育の内容や部活動として行われるスポーツも大半が近代スポーツであり，岡

田の指摘する「男らしさ」のイメージを反映するものである．今回の対象である「体・男」の多くが，

近代スポーツの特徴をたっぷりと経験し，身体化していることが推測できる．

（4）大学の授業での学習経験による分析

「大学の授業で性的マイノリティに関する内容を学んだことがある」という問いに対し「はい」と

答えた人（以下，「学習あり」）と，「いいえ」と答えた人（以下，「学習なし」）を比較して分析を行い，

有意な差が確認できた項目について表 8 にまとめた．「男性でも女性でもないという人はどこかおか
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質問項目
そう思う

人数 (%)
そう思わない

人数 (%)

学校で，生徒たちが性的マイノリティについて学ぶ必要があると思

いますか．
327 (93.2) 24 (6.8)

教員養成課程の学生は , 性的マイノリティについて学ぶ必要があると

思いますか．
342 (97.4) 9 (2.6)

あなたは，性的マイノリティについてもっと学びたいと思いますか． 304 (86.6) 47 (13.4)

内容 質問項目 セクシュアリティ
はい

人数 (%)
いいえ

人数 (%) χ 2 値

②

性的マイノリティと呼ばれる人が

存在することを知っている．

規範的女性 (n=176) 168 (95.5) 8 (4.5)
5.05*

規範的男性 (n=163) 145 (89.0) 18 (11.0)

大学在学中に，授業以外で性的マ

イノリティに関して知識や情報を

得る機会がありましたか．

規範的女性 (n=176) 111 (63.1) 65 (36.9)
7.33**

規範的男性 (n=163) 79 (48.5) 84 (51.5)

⑤

あなたの身近に，性的マイノリ

ティの人がいますか．

規範的女性 (n=176) 79 (44.9) 97 (55.1)
10.89**

規範的男性 (n=163) 45 (27.6) 118 (72.4)

知り合いに，「自身が性的マイノリ

ティである」と打ち明けられたこ

とがありますか．

規範的女性 (n=176) 56 (31.8) 120 (68.2)
5.85*

規範的男性 (n=163) 33 (20.2) 130 (79.8)

そう思う

人数 (%)
そう思わない

人数 (%)

③ - Ⅰ 同性の人に言い寄られても，嫌で

はない．

規範的女性 (n=176) 106 (60.2) 70 (39.8)
33.68**

規範的男性 (n=163) 47 (28.8) 116 (71.2)

③ - Ⅱ

男性でも女性でもないという人は

どこかおかしい．

規範的女性 (n=176) 12 (6.8) 164 (93.2)
11.37**

規範的男性 (n=163) 31 (19.0) 132 (81.0)

男性なのか女性なのか分からない

人から誘惑されるのは嫌だ．

規範的女性 (n=176) 104 (59.1) 72 (40.9)
9.45**

規範的男性 (n=163) 122 (74.8) 41 (25.2)

⑥

学校で，生徒たちが性的マイノリ

ティについて学ぶ必要があると思

いますか．

規範的女性 (n=176) 169 (96.0) 7 (4.0)
5.36*

規範的男性 (n=163) 146 (89.6) 17 (10.4)

あなたは，性的マイノリティにつ

いてもっと学びたいと思いますか．

規範的女性 (n=176) 161 (91.5) 15 (8.5)
8.75**

規範的男性 (n=163) 131 (80.4) 32 (19.6)

ある

人数 (%)
ない

人数 (%)
覚えていない

人数 (%)

④

大学在学中に，「同性愛」に対して

差別的な発言をしたりひやかすよ

うな態度をとる人を見たり聞いた

りしたことはありますか．（大学の

友人・先輩・後輩）

規範的女性 (n=176) 25 (14.2) 132 (75.0) 19 (10.8)

7.32*

規範的男性 (n=163) 40 (24.5) 101 (62.0) 22 (13.5)

あなたは，性的マイノリティに対

する差別的な言動やひやかしなど

をしたことがありますか．（「同性

愛」に対して）

規範的女性 (n=176) 8 (4.5) 160 (90.9) 8 (4.5)

8.52*

規範的男性 (n=163) 16 (9.8) 130 (79.8) 17 (10.4)
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内容 質問項目
セクシュアリティ

と専攻

はい

人数 (%)
いいえ

人数 (%)
覚えていない

人数 (%) χ 2 値

②

大学の授業で性的

マイノリティに関

する内容を学んだ

ことがある．

 体・女 (n=54) 36 (66.7) 6 (11.1) 12 (22.2)

23.84**
 体・男 (n=69) 43 (62.3) 17 (24.6) 9 (13.0)

 他・女 (n=122) 53 (43.4) 28 (23.0) 41 (33.6)

 他・男 (n=94) 38 (40.4) 33 (35.1) 23 (24.5)

はい

人数 (%)
いいえ

人数 (%)

②

大学在学中に，授

業以外で性的マイ

ノリティに関して

知識や情報を得る

機会がありました

か．

 体・女 (n=54) 23 (42.6) 31 (57.4)

27.85**
 体・男 (n=69) 25 (36.2) 44 (63.8)

 他・女 (n=122) 88 (72.1) 34 (27.9)

 他・男 (n=94) 54 (57.4) 40 (42.6)

⑤

あなたの身近に，

性的マイノリティ

の人がいますか．

 体・女 (n=54) 24 (44.4) 30 (55.6)

19.77**
 体・男 (n=69) 10 (14.5) 59 (85.5)

 他・女 (n=122) 55 (45.1) 67 (54.9)

 他・男 (n=94) 35 (37.2) 59 (62.8)

知り合いに，「自

身が性的マイノリ

ティである」と打

ち明けられたこと

がありますか．

 体・女 (n=54) 12 (22.2) 42 (77.8)

14.18**
 体・男 (n=69) 8 (11.6) 61 (88.4)

 他・女 (n=122) 44 (36.1) 78 (63.9)

 他・男 (n=94) 25 (26.6) 69 (73.4)

そう思う

人数 (%)
そう思わない

人数 (%)

③−Ⅰ

同性の人に言い寄

られても，嫌では

ない．

 体・女 (n=54) 32 (59.3) 22 (40.7)

38.53**
 体・男 (n=69) 13 (18.8) 56 (81.2)

 他・女 (n=122) 74 (60.7) 48 (39.3)

 他・男 (n=94) 34 (36.2) 60 (63.8)

同性愛者が集まる

場所にいるところ

を他人に見られた

ら嫌な気がする．

 体・女 (n=54) 34 (63.0) 20 (37.0)

14.23**
 体・男 (n=69) 44 (63.8) 25 (36.2)

 他・女 (n=122) 48 (39.3) 74 (60.7)

 他・男 (n=94) 49 (52.1) 45 (47.9)

③−Ⅱ

男性でも女性でも

ないという人はど

こかおかしい．

 体・女 (n=54) 6 (11.1) 48 (88.9)

13.47**
 体・男 (n=69) 15 (21.7) 54 (78.3)

 他・女 (n=122) 6 (4.9) 116 (95.1)

 他・男 (n=94) 16 (17.0) 78 (83.0)

男性なのか女性な

のか分からない人

から誘惑されるの

は嫌だ．

 体・女 (n=54) 37 (68.5) 17 (31.5)

17.14**
 体・男 (n=69) 58 (84.1) 11 (15.9)

 他・女 (n=122) 67 (54.9) 55 (45.1)

 他・男 (n=94) 64 (68.1) 30 (31.9)

表 7　セクシュアリティと専攻による分析結果



しい」「伝統的な男らしさ，女らしさに従わない人がいると不愉快だ」という質問について，「学習あ

り」のフォビアが弱い傾向が見られ，大学の授業で性的マイノリティについて学習することは，フォ

ビアの軽減に繋がる可能性が示唆された．学習に関する展望では，「学習あり」が積極的な姿勢を示

しており，大学の授業での学習経験はその後の学習に繋がると考えられた．

内容 質問項目 学習経験
そう思う

人数 (%)
そう思わない

人数 (%) χ 2 値

③−Ⅱ

男性でも女性でもない

という人はどこかおか

しい .

学習あり (n=176) 20 (11.4) 156 (88.6)
5.06*

学習なし (n=87) 19 (21.8) 68 (78.2)

伝統的な男らしさ，女

らしさに従わない人

( 例：攻撃的な女性，

感情的な男性 ) がいる

と不愉快だ .

学習あり (n=176) 12 (6.8) 164 (93.2)

4.47*
学習なし (n=87) 13 (14.9) 74 (85.1)

⑥

学校で，生徒たちが性

的マイノリティについ

て学ぶ必要があると思

いますか .

学習あり (n=176) 168 (95.5) 8 (4.5)

7.09**
学習なし (n=87) 75 (86.2) 12 (13.8)

あなたは，性的マイノ

リティについてもっと

学びたいと思いますか .

学習あり (n=176) 159 (90.3) 17 (9.7)
7.31**

学習なし (n=87) 68 (78.2) 19 (21.8)

表 8　性的マイノリティに関する学習経験による分析結果

（5）大学の授業以外での情報入手による分析

「大学在学中に，授業以外で性的マイノリティに関して知識や情報を得る機会がありましたか」と

いう問いに対し，「はい」と答えた人（以下，「情報あり」）と「いいえ」と答えた人（以下，「情報な

し」）を比較して分析を行い，有意な差が確認できた項目について表 9 にまとめた．「情報なし」の中

で性的マイノリティが不可視化されており，ホモフォビア及びトランスフォビアの強さが見られた．

一方，「情報あり」では高い学習意欲が確認されたが，性的マイノリティに対する加害の見聞及び経

験も多かった．フォビアが弱く学習意欲の高い集団で加害が行われやすいとは考えにくく，情報入手

が差別的な言動への気づきに繋がっていることが推測される．「情報あり」の中で性的マイノリティ

の存在がより認識されていたが，情報の入手が存在の認識に繋がっただけではなく，存在の認識が情

報入手へ繋がったことも考えられ，相互に作用していると考えられる．また，授業外での情報の入手

は学習意欲の高さと関連していたが，学校における学習の必要性とは関連がなかった．このことか

ら，教員養成大学は性的マイノリティについて授業で取り扱うことはもちろん，授業外での情報提供

の在り方についても検討する必要があると言える．

「情報あり」の 197 名につ

いて，情報入手の手段を明ら

かにするため単純集計を

行った結果を図 4 にまとめ

た．回答は複数回答可であ

る．情報入手手段の上位には

「テレビやラジオ」「本や雑誌」

「新聞」といったマスメディ

11 

可能性も考えられる．また，メディアの中では性的マイノリティが笑いを取るために利用

されることも少なくない．今回の結果を踏まえ，実際にどのような情報を得ているのか明

らかにする必要があるだろう．

5. まとめ

本研究の分析において明らかになった点を以下にまとめる．

①	教員養成大学において，性的マイノリティの学生は一定数存在することが明らかになっ

た．その中には教員を志望している学生もいたことから，児童生徒に対してはもちろん，

教員間でも性的マイノリティの存在を考慮した対応が必要であると言える．

②体育専攻の規範的男性の中で特に性的マイノリティは不可視化され，ホモフォビア及び

トランスフォビアが強かった．これには，スポーツに内在する性別二元制と異性愛主義の

性格が関係していると推測でき，その影響は教員志望の学生においても確認できた．

131 (66.5%) 
77 (39.1%) 

51 (25.9%) 
48 (24.4%) 

45 (22.8%) 
36 (18.3%) 

17 (8.6%) 
14 (7.1%) 
10 (5.1%) 
12 (6.1%) 

テレビやラジオ

インターネット

所属大学内の友人との会話	

本や雑誌	

所属大学外の友人との会話	

新聞	

家族との会話	

講演会など	

大学教職員との会話	

その他	

図	4　授業外での性的マイノリティに関する情報入手の手段(n=197)	

内容	 質問項目	 情報入手	
はい	

人数	(%)	

いいえ	

人数	(%)	

わからない	

人数	(%)	
χ2値	

②	
性的指向(同性愛・異性愛・両
性愛など)は，本人の意思で選
ぶことができると思う. 

情報あり(n=197) 148 (75.1) 31 (15.7) 18 (9.1) 
6.96* 

情報なし(n=154) 132 (85.7) 11 (7.1) 11 (7.1) 
そう思う	
人数（%）	

そう思わない	
人数（%）	

③-Ⅰ

同性の人に言い寄られても，

嫌ではない. 
情報あり(n=197) 107 (54.3) 90 (45.7) 13.80** 
情報なし(n=154) 53 (34.4) 101 (65.6) 

同性の親友が同性愛者であ

るとわかっても嫌ではない. 
情報あり(n=197) 183 (92.9) 14 (7.1) 7.29** 
情報なし(n=154) 129 (83.8) 25 (16.2) 

③-Ⅱ

男性でも女性でもないとい
う人はどこかおかしい. 

情報あり(n=197) 15 (7.6) 182 (92.4) 8.98** 
情報なし(n=154) 28 (18.2) 126 (81.8) 

知り合いに以前は別の性別

だったと打ち明けられたら，

うろたえてしまう. 

情報あり(n=197) 103 (52.3) 94 (47.7) 
4.04* 

情報なし(n=154) 97 (63.0) 57 (37.0) 
男性なのか女性なのか分か

らない人から誘惑されるの
は嫌だ. 

情報あり(n=197) 117 (59.4) 80 (40.6) 
7.48** 

情報なし(n=154) 113 (73.4) 41 (26.6) 

⑥	
あなたは，性的マイノリティ
についてもっと学びたいと

思いますか. 

情報あり(n=197) 179 (90.9) 18 (9.1) 
7.00** 

情報なし(n=154) 125 (81.2) 29 (18.8) 

表 9 授業外での情報入手による分析結果 
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内容 質問項目 情報入手
はい

人数 (%)
いいえ

人数 (%)
わからない

人数 (%) χ 2 値

②

性的指向 ( 同性愛・異性愛・

両性愛など ) は，本人の意思

で選ぶことができると思う .

情報あり (n=197) 148 (75.1) 31 (15.7) 18 (9.1)
6.96*

情報なし (n=154) 132 (85.7) 11 (7.1) 11 (7.1)

そう思う

人数 (%)
そう思わない

人数 (%)

③ - Ⅰ

同性の人に言い寄られても，

嫌ではない .
情報あり (n=197) 107 (54.3) 90 (45.7)

13.80**
情報なし (n=154) 53 (34.4) 101 (65.6)

同性の親友が同性愛者である

とわかっても嫌ではない .
情報あり (n=197) 183 (92.9) 14 (7.1)

7.29**
情報なし (n=154) 129 (83.8) 25 (16.2)

③ - Ⅱ

男性でも女性でもないという

人はどこかおかしい .
情報あり (n=197) 15 (7.6) 182 (92.4)

8.98**
情報なし (n=154) 28 (18.2) 126 (81.8)

知り合いに以前は別の性別

だったと打ち明けられたら，

うろたえてしまう .

情報あり (n=197) 103 (52.3) 94 (47.7)
4.04*

情報なし (n=154) 97 (63.0) 57 (37.0)

男性なのか女性なのか分から

ない人から誘惑されるのは嫌

だ .

情報あり (n=197) 117 (59.4) 80 (40.6)
7.48**

情報なし (n=154) 113 (73.4) 41 (26.6)

⑥

あなたは，性的マイノリティ

についてもっと学びたいと思

いますか .

情報あり (n=197) 179 (90.9) 18 (9.1)
7.00**

情報なし (n=154) 125 (81.2) 29 (18.8)

ある

人数 (%)
ない

人数 (%)
覚えていない

人数 (%)

④

大学在学中に，「同性愛」に
対して差別的な発言をしたり
ひやかすような態度をとる人
を見たり聞いたりしたことは
ありますか .( 大学の友人・先
輩・後輩 )

情報あり (n=197) 49 (24.9) 126 (64.0) 22 (11.2)

12.02**

情報なし (n=154) 16 (10.4) 117 (76.0) 21 (13.6)

大学在学中に，「同性愛」に
対して差別的な発言をしたり
ひやかすような態度をとる人
を見たり聞いたりしたことは
ありますか .( 他大学の友人・
先輩・後輩 )

情報あり (n=197) 40 (20.3) 135 (68.5) 22 (11.2)

13.83**

情報なし (n=154) 10 (6.5) 127 (82.5) 17 (11.0)

大学在学中に，「同性愛」に
対して差別的な発言をしたり
ひやかすような態度をとる人
を見たり聞いたりしたことは
ありますか .( バイト先の同
僚・上司・後輩 )

情報あり (n=197) 32 (16.2) 140 (71.1) 25 (12.7)

9.35**

情報なし (n=154) 10 (6.5) 129 (83.8) 15 (9.7)

あなたは，性的マイノリティ
に対する差別的な言動やひや
かしなどをしたことがありま
すか .(「同性愛」に対して )

情報あり (n=197) 19 (9.6) 166 (84.3) 12 (6.1)
6.34*

情報なし (n=154) 5 (3.2) 135 (87.7) 14 (9.1)

はい

人数 (%)
いいえ

人数 (%)

⑤

あなたの身近に，性的マイノ
リティの人がいますか .

情報あり (n=197) 97 (49.2) 100 (50.8)
25.89**

情報なし (n=154) 35 (22.7) 119 (77.3)

知り合いに，「自身が性的マ
イノリティである」と打ち明
けられたことがありますか .

情報あり (n=197) 71 (36.0) 126 (64.0)
18.32**

情報なし (n=154) 24 (15.6) 130 (84.4)
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アが多くみられる一方，「インターネット」「会話」という双方向メディアも多い．マスメディアに対

してはこちらから何かを発信することは少ないが，双方向メディアでは情報を受け取るとともに発信

したり，必要な情報を選んで取得したりする．それぞれのメディアの特徴が与える影響に差を生じさ

せる可能性も考えられる．また，メディアの中では性的マイノリティが笑いを取るために利用される

ことも少なくない．今回の結果を踏まえ，実際にどのような情報を得ているのか明らかにする必要が

あるだろう．

5．まとめ

本研究の分析において明らかになった点を以下にまとめる．

① 教員養成大学において，性的マイノリティの学生は一定数存在することが明らかになった．その

中には教員を志望している学生もいたことから，児童生徒に対してはもちろん，教員間でも性的

マイノリティの存在を考慮した対応が必要であると言える．

② 体育専攻の規範的男性の中で特に性的マイノリティは不可視化され，ホモフォビア及びトランス

フォビアが強かった．これには，スポーツに内在する性別二元制と異性愛主義の性格が関係して

いると推測でき，その影響は教員志望の学生においても確認できた．

③ 大学の授業で性的マイノリティに関する学習をすることは，学習への積極的な態度に繋がること

に加え，ホモフォビア及びトランスフォビアの軽減に繋がる可能性が示唆された．性的マイノリ

ティに関して授業で取り扱うことの重要性がうかがえる．

④ 授業外で性的マイノリティに関する情報を入手することは，性的マイノリティの存在認識に繋が

り，ホモフォビア及びトランスフォビアを軽減させることが考えられる．今後はメディアの特徴

や得られる内容による影響を明らかにする必要がある．

注

１． LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー）など，多様な性的指向（性的魅力を感

じる性別）と性自認（自分の性別に対するイメージ）のあり方を表す．

２． 同性愛に対しての差別的あるいはネガティブな感情や態度をホモフォビア，トランスジェンダーに対する同

様の感情や態度をトランスフォビアと呼ぶ．
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