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Background: In ２０１５, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology（MEXT）pub-
lished a report on sexual minority students, including those with gender identity disorder. This promoted
discussions on sexual minorities in schools. Reports showed that teachers did not respond to such students
adequately, and teachers may hurt the feelings of sexual minority students, suggesting that school is not a
safe space for them. In particular, support for sexual minority students in physical education classes is im-
portant as shown in the MEXT report.
Objectives: This study aimed to investigate and identify the main characteristics of the knowledge and atti-
tudes of school teacher trainees who majored in health and physical education（HPE）toward sexual minori-
ties.
Methods: A questionnaire survey was administered to３９３students belonging to“A”university for training
students to be teachers. There were３７７questionnaires recovered and３５１valid respondents（response rate
＝８９．３％）, of which１２７students majored in HPE, and２２４students majored in other subjects. The survey in-
cluded basic information regarding respondents, learning experiences and knowledge about sexual minorities,
attitudes toward sexual minorities, including homophobia（irrational fear and hatred of homosexuals）, tran-
sphobia（irrational fear and hatred of transgender individuals）, seeing and hearing aggression toward sexual
minorities, experiences involving sexual minorities, and perspectives on education.
Results: In the group of students who majored in HPE,“normative-men”（cis-gendered, heterosexual）tended
to make sexual minorities invisible and reinforce homophobia and transphobia more than“normative-
women”（cis-gendered, heterosexual）. In the group of“normative-men,”students who majored in HPE
showed this tendency more than students who majored in other subjects. Students who were not close to
sexual minorities tended to make sexual minorities invisible and reinforce homophobia and transphobia more
than students who were close to them.
Conclusion: This study showed that the students who majored in HPE demonstrated strong homophobia and
transphobia more than the students majoring in other subjects.
However, many of students who recognized the existence of sexual minorities had known others who had

come out or disclosed their sexual identity; the homophobia and transphobia of such students subsequently
weakened. Thus, the act of coming out is a key factor in encouraging awareness of the existence of sexual
minorities.
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Ⅰ．はじめに

２０１５年，文部科学省１）が初めて「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対応の通知
を出し，教育における支援の必要が公に示された．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周知資料を発表し
た２）．近年注目されているLGBTという表現がLesbian，
Gay，Bisexual，Transgenderの頭文字を取った表現で
あり，性的マイノリティの総称として使用されることも
ある一方で，実際にはすべての性的マイノリティを包含
する表現ではないとの指摘もあることから，異性愛者や
性別違和をもたない人も含めたすべての人が持つ属性と
してSOGIという表現が使用され始めている．SOGIとは，
Sexual Orientation（性的指向）とGender Identity（性
自認）の頭文字を取った表現である．これまで，マイノ
リティという表現が弱者を連想させるという批判や，国
際社会が人権問題として取り上げてきたマイノリティは
国民的，文化的，民族的，人種的，言語的なマイノリ
ティであり，英語圏では性的マイノリティ（sexual mi-
nority）の使用例はあまり見られないことが指摘されて
きた３－５）．本稿で性的マイノリティという表現を用いる
がその理由は，本研究がセクシュアリティを理由として
生きづらさや困難を経験する人々に焦点を当てるもので
あり，LGBTには当てはまらない人を包括する意味を持
つ語を使用することが最適と考えるためである．以下の
文章では，先行研究において使用されている性的マイノ
リティ以外の表現については，筆者の表現と区別するた
めに「 」付きで示す．

日高６）の調査では，学校で「同性愛」について教える
必要性を感じている教員は６２．８％，「性同一性障害」に
ついては７３．０％であったのに対し，実際に授業に取り入
れた経験のある教員は１３．７％にとどまっていた．さらに，
出身養成機関で「同性愛」について学んだことのある教
員は７．５％，「性同一性障害」については８．１％であり，
教える必要性を感じていても，教えることが困難な現状
がうかがえる．また，日高７）の調査によると「LGBTを
はじめとするセクシュアルマイノリティ当事者」の
５８．２％が学校でのいじめ被害を経験しており，そのうち
「先生がいじめの解決に役立った」と回答した人は
１３．６％であった．さらに三輪８）が行った三重県内教員の
「LGBT」に関する意識調査から，「教職員」による「同
性愛・両性愛」に対する差別発言等を見聞きしたことが
ある人は６．３％，「性同一性障がい」については３．５％で
あり，自身が差別発言等の加害経験をしたことがある人
は「同性愛・両性愛」に対しては６．０％，「性同一性障が
い」に対しては２．５％であった．これらのことから，性
的マイノリティの児童生徒にとって学校は必ずしも安全
な場ではなく，教員の適切な対応が保障されるどころか，
教員による加害が行われる可能性さえ示唆される．

人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ９）は「LGBT」
を対象としたインタビュー調査により，教員研修の不十
分さや制度が脆弱であることなどのために，セクシュア
リティを理由としていじめの標的にされる「LGBT」の
生徒たちがいることを明らかにしており，全ての大学の
教員養成プログラムに多様なセクシュアリティを持つ生
徒との関わり方に関する研修を組み込むことや，性教育
改革の必要性に言及している．橋本ら１０）の調査では，性
教育全体の約８０％が保健体育の授業で行われていること
が示されており，保健体育科教員の性に関する知識や理
解はきわめて重要である．また，田代ら１１）は，ある中学
校で性の多様性を前提とする性教育を実践した経験から，
「『多様な性』についての学びこそ性を学ぶ基礎として
位置づけられる必要がある」という考えに至り，多様な
性について授業で取り扱うことの必要性を述べている．

前述の文部科学省の資料４）５）によると，全国の小・中・
高等学校のうち体育又は保健体育以外の授業で性的マイ
ノリティの児童生徒に対し特別な配慮を行ったのは
７．７％であったが，体育又は保健体育の授業では１９．４％
であった．授業に関わった実際の支援の事例も体育に関
することが大半であり，体育における支援の重要性が理
解できる．藤山ら１２）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，特に男性のスポーツ領域
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（同性愛に対する嫌悪）及びトランスフォビア
（トランスジェンダーに対する嫌悪）が確認できたこと
を報告している．文部科学省の平成２５年度学校教員統計
調査１３）より，一種保健体育免許を持つ教員の男女比は，
中学校では男性が６６．８％，女性が３３．２％，高等学校では
男性が６２．８％，女性が３７．２％と男性が女性の約２倍であ
ることから，体育・スポーツ領域における男性のホモ
フォビア及びトランスフォビアの強さが学校現場での性
的マイノリティへの対応に大きな影響を与えることが推
察できる．

以上の先行研究より，学校における性的マイノリティ
の児童生徒に対する対応の重要性がうかがえるが，教員
の知識や理解が十分ではない現状が理解できる．特に保
健体育科教員の性的マイノリティに関する知識や理解は
重要であるが，研究の蓄積は十分でない．そこで本研究
では，教員養成段階の学生の性的マイノリティに関する
知識と意識について調査し，特に保健体育を専攻する学
生に着目して検討することを目的とした．

Ⅱ．方 法

１．対 象 者
Ａ教員養成大学に在籍する保健体育専攻の１～４回生

と他専攻の４回生の学生を対象とした．質問紙を３９３部
配布して，３７７部を回収し，全ての項目に回答している
３５１名を分析の対象とした．回収率は９５．９％，有効回答
率は８９．３％であった．
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２．質問紙調査
⑴ 調査用紙の作成

三輪８），藤山ら１２）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．
⑵ 調査の実施

２０１６年１０月中旬から下旬に実施した．調査は大学の講
義時間を利用して集団調査法で行ったが，いくつかの集
団については集団調査法の実施が困難であったため，各
集団の代表者に調査の実施及び回収を依頼した．
３．分析方法

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．分析にはIBM SPSS Statistics ver.２２を用
い，クロス集計及びχ２検定を行った．
４．本研究における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．
５．倫理的配慮

対象者には調査用紙配布前に，口頭で本調査の目的，
データを研究のためにのみ使用すること，個人の特定が
なされないこと，調査への参加は強制ではなく，あくま
で本人の自由な意思によるものであることを伝えた．な
お，研究者が直接調査を実施できないためやむを得ず代
表者に調査の実施を依頼した場合は，代表者に調査実施
にあたって集団に伝えなければならない事項を伝え，調
査実施の際に漏れなく伝達してもらうよう配慮した．ま
た，回答を終えた質問紙は添付した封筒に入れ封をした
上で返却してもらった．

Ⅲ．結 果

１．対象者の属性
対象者の属性を表１にまとめた．保健体育専攻の学生

（以下，「保体専攻」）は１回生が９．７％，２回生と３回
生がそれぞれ８．５％，４回生が９．４％，他専攻の学生（以
下，「他専攻」）はすべて４回生であり，６３．９％であった．
戸籍上の性別は女性が５２．４％，男性が４７．６％であり，性
自認は女性が５２．１％，男性が４７．６％，それ以外が０．３％
であった．性的指向は女性が４７．３％，男性が５１．６％，両

性が０．９％，それ以外が０．３％であった．これらの結果か
ら対象者のセクシュアリティを確認したところ，戸籍上
の性別が性自認と一致していない人は０．３％，異性愛以
外の性的指向である人が３．１％であった．
２．保健体育専攻の男女比較

本研究では保体専攻の男女差を分析することで，その
特徴を確認した．本研究のセクシュアリティの定義に基
づき，保体専攻の規範的男性（以下，「保体・男」）と規
範的女性（以下，「保体・女」）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２にまとめた．な
お，質問内容「③性的マイノリティに対する意識」につ
いては，回答分布の参考として有意差が見られなかった
ものについても掲載した．同性の人に言い寄られても嫌
ではない（保体・女５９．３％vs保体・男１８．８％，p＜０．０１），
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（保体・女５３．７％vs保体・男７２．５％，p
＜０．０５），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（保体・女６８．５％vs保体・男８４．１％，p
＜０．０５），という質問において，規範的男性の方がホモ
フォビア及びトランスフォビアが強い傾向が見られた．
また，身近に性的マイノリティの人がいる人の割合は規
範的男性が有意に低かった（保体・女４４．４％vs保体・男
１４．５％，p＜０．０１）．
３．保健体育専攻と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保体専攻の特
徴を明らかにするため，規範的男性と規範的女性のそれ
ぞれについて，保体専攻と他専攻を比較して分析を行い，
有意な差が見られた項目について，それぞれ表３及び表

表１ 対象者の属性

人数（％）

全対象者数 ３５１（１００．０）

所属専攻（回生）

保健体育（１） ３４（ ９．７）

保健体育（２） ３０（ ８．５）

保健体育（３） ３０（ ８．５）

保健体育（４） ３３（ ９．４）

そ の 他（４） ２２４（ ６３．９）

戸籍上の性別
女 性 １８４（ ５２．４）

男 性 １６７（ ４７．６）

性 自 認

女 性 １８３（ ５２．１）

男 性 １６７（ ４７．６）

それ以外 １（ ０．３）

性的指向

女 性 １６６（ ４７．３）

男 性 １８１（ ５１．６）

両 性 ３（ ０．９）

それ以外 １（ ０．３）
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４にまとめた．なお，質問内容「③性的マイノリティに
対する意識」については，回答分布の参考として有意差
が見られなかったものについても掲載した．
⑴ 規範的男性について

大学の授業で性的マイノリティに関する内容を学んだ
ことがある人の割合は保体専攻が有意に高かったが（保
体専攻６２．３％vs他専攻４０．４％，p＜０．０５），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
る機会があった人の割合は他専攻が有意に高かった（保
体専攻３６．２％vs他専攻５７．４％，p＜０．０１）．同性の人に
言い寄られても嫌ではない（保体専攻１８．８％vs他専攻
３６．２％，p＜０．０５），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（保体専攻７２．５％
vs他専攻５６．４％，p＜０．０５），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（保体専攻８４．１％vs
他専攻６８．１％，p＜０．０５），という質問において，保体
専攻の方がホモフォビア及びトランスフォビアが強い傾
向が見られた．身近に性的マイノリティの人がいる（保
体専攻１４．５％vs他専攻３７．２％，p＜０．０５），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（保体専攻１１．６％vs他専攻２６．６％，p＜０．０５）
の割合はどちらも他専攻が有意に高かった．

⑵ 規範的女性について
大学の授業で性的マイノリティに関する内容を学んだ

ことがある人の割合は保体専攻が有意に高かったが（保
体専攻６６．７％vs他専攻４３．４％，p＜０．０５），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
る機会があった人の割合は他専攻が有意に高かった（保
体専攻４２．６％vs他専攻７２．１％，p＜０．０１）．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，という人の割合は保体専攻が有意に高かった（保体
専攻６３．０％vs他専攻３９．３％，p＜０．０１）．
４．身近な性的マイノリティの存在認識の有無による
比較
身近に性的マイノリティの人がいると答えた人（以下，

「存在あり」）と，いないと答えた人（以下，「存在なし」）
を比較して分析を行い，有意な差が見られた項目につい
て表５にまとめた．なお，質問内容「③性的マイノリ
ティに対する意識」については，回答分布の参考として
有意差が見られなかったものについても掲載した．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
報を得る機会があった人（存在あり７３．５％vs存在なし
４５．７％，p＜０．０１）と，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（存在あ

表２ 保健体育専攻の男女比較

内容 質問項目 回答
規範的女性（n＝５４）

人数（％）
規範的男性（n＝６９）

人数（％）
χ２値

③―ⅰ

同性の人に言い寄られても，嫌ではな
い．

そう思う ３２（５９．３） １３（１８．８）
２１．３３＊＊

そう思わない ２２（４０．７） ５６（８１．２）

同性の親友が同性愛者であるとわかっ
ても嫌ではない．

そう思う ４９（９０．７） ５７（８２．６）
１．６８n.s.

そう思わない ５（ ９．３） １２（１７．４）

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．

そう思う ３４（６３．０） ４４（６３．８）
０．０１n.s.

そう思わない ２０（３７．０） ２５（３６．２）

③―ⅱ

男性でも女性でもないという人はどこ
かおかしい．

そう思う ６（１１．１） １５（２１．７）
２．４２n.s.

そう思わない ４８（８８．９） ５４（７８．３）

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．

そう思う ２８（５１．９） ４１（５９．４）
０．７１n.s.

そう思わない ２６（４８．１） ２８（４０．６）

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．

そう思う ２９（５３．７） ５０（７２．５）
４．６４＊

そう思わない ２５（４６．３） １９（２７．５）

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．

そう思う ３７（６８．５） ５８（８４．１）
４．１６＊

そう思わない １７（３１．５） １１（１５．９）

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．

そう思う ３（ ５．６） ５（ ７．２）
０．１４n.s.

そう思わない ５１（９４．４） ６４（９２．８）

⑤
あなたの身近に，性的マイノリティの
人がいますか．

はい ２４（４４．４） １０（１４．５）
１３．５９＊＊

いいえ ３０（５５．６） ５９（８５．５）

n.s.：not significant ＊：p＜０．０５ ＊＊：p＜０．０１

２７９三上ほか：教員養成系大学の保健体育専攻学生における性的マイノリティに関する意識調査



り６５．２％vs存在なし４．１％，p＜０．０１）の割合は「存在
あり」の方が有意に高かった．同性の人に言い寄られる
のは嫌ではない（存在あり５９．８％vs存在なし３７．０％，p
＜０．０１），同性愛者が集まる場所にいるところを他人に
見られるのは嫌だ（存在あり４１．７％vs存在なし５６．６％，
p＜０．０１），知り合いに以前は別の性別だったと打ち明
けられるとうろたえる（存在あり４３．９％vs存在なし
６４．８％，p＜０．０１），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（存在あり５４．５％vs存在なし
７２．１％，p＜０．０１）の回答については，「存在なし」の
方が性的マイノリティに対する嫌悪感が強い傾向が見ら
れた．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がある人の

割合は，大学の友人・先輩・後輩，他大学の友人・先
輩・後輩（存在あり２４．２％vs存在なし１５．１％，p＜０．０５），
バイト先の同僚・上司・後輩（存在あり１８．９％vs存在な
し７．８％，p＜０．０１）という関係性において，「存在あり」
の方が有意に高かった．

Ⅳ．考 察

今回の調査で，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人は保体専攻に多く，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
あった人は他専攻に多かった．授業での学習経験につい
ては，保体専攻のほぼ全ての学生が履修する授業で性的
マイノリティに関する内容が扱われていることが関係し

表３ 規範的男性の専攻比較

内容 質問項目 回答
保体専攻（n＝６９）

人数（％）
他専攻（n＝９４）

人数（％）
χ２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．

はい ４３（６２．３） ３８（４０．４）

７．９１＊いいえ １７（２４．６） ３３（３５．１）

覚えていない ９（１３．０） ２３（２４．５）

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．

はい ２５（３６．２） ５４（５７．４）
７．１７＊＊

いいえ ４４（６３．８） ４０（４２．６）

③―ⅰ

同性の人に言い寄られても，嫌ではな
い．

そう思う １３（１８．８） ３４（３６．２）
５．８２＊

そう思わない ５６（８１．２） ６０（６３．８）

同性の親友が同性愛者であるとわかっ
ても嫌ではない．

そう思う ５７（８２．６） ８３（８８．３）
１．０６n.s.

そう思わない １２（１７．４） １１（１１．７）

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．

そう思う ４４（６３．８） ４９（５２．１）
２．２０n.s.

そう思わない ２５（３６．２） 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．

そう思う １５（２１．７） １６（１７．０）
０．５８n.s.

そう思わない ５４（７８．３） ７８（８３．０）

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．

そう思う ４１（５９．４） ５０（５３．２）
０．６３n.s.

そう思わない ２８（４０．６） ４４（４６．８）

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．

そう思う ５０（７２．５） ５３（５６．４）
４．４２＊

そう思わない １９（２７．５） ４１（４３．６）

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．

そう思う ５８（８４．１） ６４（６８．１）
５．３９＊

そう思わない １１（１５．９） ３０（３１．９）

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．

そう思う ５（ ７．２） １３（１３．８）
１．７６n.s.

そう思わない ６４（９２．８） ８１（８６．２）

⑤

あなたの身近に，性的マイノリティの
人がいますか．

はい １０（１４．５） ３５（３７．２）
１０．３０＊＊

いいえ ５９（８５．５） 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．

はい ８（１１．６） ２５（２６．６）
５．５５＊

いいえ ６１（８８．４） ６９（７３．４）

n.s.：not significant ＊：p＜０．０５ ＊＊：p＜０．０１

２８０ 学校保健研究 Jpn J School Health６１；２０１９



ていると推測される．また，授業外での情報入手の経験
は，保体専攻内で学年が上がるにつれて高くなっていた
ことが確認できており，他専攻では全員が４回生である
ことから，それが専攻間の差として見られた理由と考え
られた．

これまでの調査から性的マイノリティに対する意識は，
女性よりも男性の方が否定的であることが指摘されてい
る１４－１７）．教員養成課程の保体専攻において性的マイノリ
ティに対する意識に男女差があることが確認でき，規範
的男性において性的マイノリティに対する嫌悪の傾向が
強く見られたことは先行研究と同様の結果であった．さ
らに規範的男性では，保体専攻において性的マイノリ
ティに対する嫌悪がより強いことが確認できた．また，
「保体・男」は，身近に性的マイノリティの人がいる人
が少なく，性的マイノリティが不可視化されていると考
えられた．一方，「保体・女」では身近に性的マイノリ
ティの人がいる人が「保体・男」よりも多かったが，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の割合については「保体・男」と有
意な差が見られなかった．つまり，「保体・女」では打
ち明けられていなくても，身近に存在を感じている人が
比較的多いと考えられる．また，規範的女性について保
体専攻と他専攻を比較した分析において，学習経験や授
業外での情報入手に関する経験以外に差が見られたのは，
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，という項目のみであった．このことから，
「保体・女」は性的マイノリティ当事者と直接的に関わ
ることよりも，他人に見られることにネガティブな印象
を持っていると考えられた．

モッセ１８）は「男性の身体を鍛えることは，（中略）男
らしい美と性格を形成し，ステレオタイプを捏造した．
体育とスポーツは近代を通じてこの機能を保持し続け
た」（p.７３）と指摘する．さらに，「近代社会は，それ
と対峙することで自己定義し，その自尊心を支えるのに
寄与する対抗的タイプを明らかに必要としている」（p.
１１３）のであり，対抗的タイプとしての同性愛者は「最

表４ 規範的女性の専攻比較

内容 質問項目 回答
保体専攻（n＝５４）

人数（％）
他専攻（n＝１２２）

人数（％）
χ２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．

はい ３６（６６．７） ５３（４３．４）

８．３２＊いいえ ６（１１．１） ２８（２３．０）

覚えていない １２（２２．２） ４１（３３．６）

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．

はい ２３（４２．６） ８８（７２．１）
１４．０２＊＊

いいえ ３１（５７．４） ３４（２７．９）

③―ⅰ

同性の人に言い寄られても，嫌ではな
い．

そう思う ３２（５９．３） ７４（６０．７）
０．３０n.s.

そう思わない ２２（４０．７） ４８（３９．３）

同性の親友が同性愛者であるとわかっ
ても嫌ではない．

そう思う ４９（９０．７） １１２（９１．８）
０．５４n.s.

そう思わない ５（ ９．３） １０（ ８．２）

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．

そう思う ３４（６３．０） ４８（３９．３）
８．３９＊＊

そう思わない ２０（３７．０） ７４（６０．７）

③―ⅱ

男性でも女性でもないという人はどこ
かおかしい．

そう思う ６（１１．１） ６（ ４．９）
２．２６n.s.

そう思わない ４８（８８．９） １１６（９５．１）

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．

そう思う ２８（５１．９） ５４（４４．３）
０．８７n.s.

そう思わない ２６（４８．１） ６８（５５．７）

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．

そう思う ２９（５３．７） ６６（５４．１）
０．００n.s.

そう思わない ２５（４６．３） ５６（４５．９）

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．

そう思う ３７（６８．５） ６７（５４．９）
２．８６n.s.

そう思わない １７（３１．５） ５５（４５．１）

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．

そう思う ３（ ５．６） １０（ ８．２）
０．３８n.s.

そう思わない ５１（９４．４） １１２（９１．８）

n.s.：not significant ＊：p＜０．０５ ＊＊：p＜０．０１

２８１三上ほか：教員養成系大学の保健体育専攻学生における性的マイノリティに関する意識調査



も容易に可視的である驚異的事例」（p.１１０）であった．
つまり，男らしさを形成するスポーツの中で，同性愛者
という可視的な対抗的タイプとの対峙において，近代的
な男らしさとは何かということが定義されていったので
あり，スポーツと同性愛とが当初から相容れないもので

あったことが理解できる．さらに飯田１９）は，近代スポー
ツは男女二つのカテゴリーだけを生物学的事実として認
めており，セクシュアリティにおいてもジェンダーの非
対称性の規定をなす異性愛主義を堅守することによって
ホモフォビアを徹底させていると述べている．また，近

表５ 身近での性的マイノリティ存在認知の有無による比較

内容 質問項目 回答
存在あり（n＝１３２）

人数（％）
存在なし（n＝２１９）

人数（％）
χ２値

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．

はい ９７（７３．５） １００（４５．７）
２５．８９＊＊

いいえ ３５（２６．５） １１９（５４．３）

③―ⅰ

同性の人に言い寄られても，嫌ではな
い．

そう思う ７９（５９．８） ８１（３７．０）
１７．３５＊＊

そう思わない ５３（４０．２） １３８（６３．０）

同性の親友が同性愛者であるとわかっ
ても嫌ではない．

そう思う １２０（９０．９） １９２（８７．７）
０．８７n.s.

そう思わない １２（ ９．１） ２７（１２．３）

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．

そう思う ５５（４１．７） １２４（５６．６）
７．３７＊＊

そう思わない ７７（５８．３） ９５（４３．４）

③―ⅱ

男性でも女性でもないという人はどこ
かおかしい．

そう思う １５（１１．４） ２８（１２．８）
０．１６n.s.

そう思わない １１７（８８．６） １９１（８７．２）

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．

そう思う ５７（４３．２） １１８（５３．９）
３．７８n.s.

そう思わない ７５（５６．８） １０１（４６．１）

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．

そう思う ５８（４３．９） １４２（６４．８）
１４．６８＊＊

そう思わない ７４（５６．１） ７７（３５．２）

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．

そう思う ７２（５４．５） １５８（７２．１）
１１．３０＊＊

そう思わない ６０（４５．５） ６１（２７．９）

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．

そう思う １６（１２．１） １７（ ７．８）
１．８４n.s.

そう思わない １１６（８７．９） ２０２（９２．２）

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）

はい ３２（２４．２） ３３（１５．１）

８．７４＊いいえ ７９（５９．８） １６４（７４．９）

覚えていない ２１（１５．９） ２２（１０．０）

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．（他大学の友人，先輩，後
輩）

はい ２７（２０．５） ２３（１０．５）

８．１３＊いいえ ８８（６６．７） １７４（７９．５）

覚えていない １７（１２．９） ２２（１０．０）

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）

はい ２５（１８．９） １７（ ７．８）

１０．３３＊＊いいえ ９１（６８．９） １７８（８１．３）

覚えていない １６（１２．１） ２４（１１．０）

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
ありますか．

はい ８６（６５．２） ９（ ４．１）
１５５．４６＊＊

いいえ ４６（３４．８） ２１０（９５．９）

n.s.：not significant ＊：p＜０．０５ ＊＊：p＜０．０１

２８２ 学校保健研究 Jpn J School Health６１；２０１９



代スポーツは男性の優位を際立たせるために女性を利用
してきたのではないかとした上で，女性はそこに参加し
ていったとしても，そこから分離して女性スポーツを推
進するとしても，ジェンダーの階層性と非対称性から逃
れることはできないことを指摘している．本調査の結果
からは，このようなスポーツ文化を経験してきた保体専
攻では性的マイノリティに対する嫌悪が強められる事が
推測されるが，そういったスポーツ文化は男女それぞれ
にとって違う意味を持つことから，「保体・男」と「保体・
女」の意識に差が見られたのではないかと考えられた．

身近に性的マイノリティの人がいると回答した人の性
的マイノリティへの嫌悪が弱かったことから，性的マイ
ノリティの存在を身近に感じることは性的マイノリティ
への嫌悪の軽減と関連があることが示された．また，
「存在あり」の中で同性愛に対する加害の見聞の多さが
見られたが，これは存在を認識していることで加害的な
発言や態度への気づきにつながったのではないかと推測
された．さらに，授業以外で性的マイノリティに関する
情報を入手する機会があった人が多かったことから，存
在の認識によって敏感に情報を得られていると考えられ，
性的マイノリティの存在を身近に感じることの重要性が
理解できる．また，「存在あり」のうち６５．２％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
れた経験があると回答していることから，性的マイノリ
ティ当事者からのカミングアウトが，性的マイノリティ
の存在を認識することに大きく影響すると考えられた．

本研究ではＡ教員養成大学の学生を対象として分析を
行ったが，今回特に焦点を当てた保体専攻の学生が，実
際に保健体育教員になるかどうかは定かではなく，今回
得られた結果がどれだけ教育現場に適用可能なものかは
明らかではない．また，教員養成大学以外にも教職カリ
キュラムを有する大学は多数ある．そのため，今後は学
校の教員を対象とすることや，対象大学の幅を広げて調
査を行うことが必要であると考えられる．

Ⅴ．ま と め

これまで，女性よりも男性の方が性的マイノリティへ
の嫌悪が強いことが指摘されてきたが，本研究では規範
的男性において保体専攻であることがそれをさらに強め
ている可能性が確認できた．田代ら１１）が指摘するように，
性教育の前提として多様な性を想定することは重要であ
るが，「保体・男」の中で性的マイノリティの不可視化
と強い嫌悪が確認されたことは，現在の教育現場で保健
体育科教員の男女比に大きな差があることから考えても
深刻な問題である．また，身近に性的マイノリティの存
在を認識することが嫌悪の軽減と関連があり，認識には
カミングアウトが重要な要因となっていた．しかし，嫌
悪の強い「保体・男」の中でのカミングアウトは困難で
ある．まずは，性教育を行う可能性が高い保体専攻の特
に男性にとって性的マイノリティが遠い存在ではなく，

今後関わっていく身近な存在として認識できるように，
教員養成段階での取り組みが必要と考えられた．さらに，
スポーツ文化が性的マイノリティへの嫌悪という面に大
きく影響していることから，男女の差異をもとにして制
度化されているスポーツ文化の変容が求められる．
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