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 学校教育において、性の多様性を題材とした授業は道徳科や人権教育などの枠組みにおいて様々な形で実施さ

れている。しかし、性的マイノリティや男・女らしさに絞って授業を展開すると、性の多様性を他人事として学習してし

まうことが危惧される。『国際セクシュアリティ教育ガイダンス【改訂版】』は人権を尊重するだけでなく、人権に関する

法令について議論することや権利侵害を認識することを求めている。そこで、SOGIという視点を持ち、すべての人の性に

関する生きづらさを検討し、社会における不平等に対する法改正を取り上げた授業を新たに開発する余地があると考えた。

本研究では同性婚法制化に係る民法一部改正案の検討及び提言を題材とした教材を開発し、主権者の立場から多

様な性を前提とした社会制度に向けたアドボカシー活動を学ぶ授業の実践を行った。また、事前・事後アンケー

トや授業内での活動の様子から本教材の有効性や課題を明らかにした1。 
 キーワード：性の多様性、SOGI、アドボカシー活動、主権者教育、ストーリー中心型カリキュラム 

 
 

1. 問題の所在1 

 
1.1. 多様な性のあり方 

 ジェンダー（gender）とは、「自然的・身体的性差」

を意味する「セックス」に対比して、「社会的・文化的

性差」を意味する概念として用いられ始めた2言葉であ

る。三成ら（2020）は、「「性」をめぐる期待や規範な

どの意味づけを「ジェンダー（gender）」と呼ぶ」3と

述べている。このことから、ジェンダーとは、当事者自

らが自認・表現する性とは異なり、社会から期待される

性であることがわかる。社会から性別に応じた振る舞い

方を求められる場面は多々あり、これらに違和感を覚え、

周囲からのジェンダー・バイアス4に苦しむ人々が一定

数存在する。その人々のことを性的マイノリティと総称

する。 
 性的マイノリティとは、生物学的な性と性自認が一致

しない人や性的指向が同性や両性に向いている人など、

性のあり方について社会的に少数派となる人々の総称

である。類似する言葉に「性的少数者」「セクシュアル

マイノリティ」があるが、本文中では「性的マイノリテ

ィ」と統一する。 
 性は、自認する性（性自認・性同一性）、身体の性（生

物学的性）、好きになる性（性的指向）、表現する性（性

表現）などによって表すことができるが、男・中間・女

と目盛りがあるわけではなく、性別はグラデーションに

なっていて、多様であると言える。また、LGBT 総合
研究所が 2019年に 34万人以上に対して行ったアンケ

ート5において、日本人の約 10％が LGBT を含む性的

マイノリティであることが明らかになっている。 
 近年、性的マイノリティを LGBT と置き換えること

や男性・女性という枠にはまらず、性のあり方について

社会的に少数派となる人々の総称を LGBT と表記する

ことが多々見受けられるが、そのような略称も、類型化

することでその枠組みに入っていない性的マイノリテ

ィの人々を排除することにつながってしまうのではな

いか、などといった批判があることも事実であり、国際

機関ではこういった略称を用いることは少ない。性的マ

イノリティの人々のみを指し示すのではなく、すべての

人の性のあり方について表す場合には、「性的指向と性

自認（Sexual Orientation and Gender Identity : 
SOGI）」という表現が用いられている。 
 2011 年の国連人権理事会における SOGI 人権会議

では、「性的指向・性自認と人権に関する決議」が採択

されており、日本もこれに賛同している6。性的マイノ

リティという表現では、ふつうの人7とそれ以外の人、

というくくりになってしまっているが、SOGI という考

え方を用いればすべての人の性のあり方について語る

ことができる。しかし、この概念が世間一般に浸透して

いないことは、性的指向・性自認に関連する言葉の認知

の程度を示した図 1 からも確認することができる。 
 また、三菱UFJ リサーチ&コンサルティング（2020）
によると、性的マイノリティという存在について回答者
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のうち 9割以上が知っていると回答している8。だが、

別項目の社内に当事者がいるかという問いに対しては、

約 8割が職場で LGBT の存在を認識していないことが

わかる9。また、「容姿や外見に言及する」「性的な冗談

を言う」「恋人の有無や結婚・出産の予定に言及する」

などのハラスメントは、特定の性別に限らず、見聞きし

た経験があることがわかる10。つまり、性的マイノリテ

ィが存在していることが考えられる職場において、当事

者に対する配慮をせず、性別に関わる差別的な発言をし

ている可能性があり得る。このことから、すべての人の

性のあり方を語ることができる SOGI という視点をも

って、性をめぐる期待や規範などの意味づけであるジェ

ンダーをとりまく問題について検討する必要があると

考えられる。 
 

 
図 1 性的指向・性自認に関連する言葉の認知11,12 

 
1.2. 日本におけるジェンダー格差 

 では、ジェンダー平等を目指す動きの中で、日本にお

いて性的マイノリティの権利はどのように獲得されて

いったのだろうか。また、どの程度まで獲得されている

のだろうか。 
 トランスジェンダーが抱える法的課題への対応とし

て、2003年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例

に関する特例法」が制定された。しかし、この法律だけ

ではすべての性のあり方に対して人権が保障されてい

るとは言えず、性的マイノリティが抱える問題を解決す

ることはできていない。このことから、当事者の権利を

保障すべく、法令の改正が喫緊の課題であると考えられ

る。また、ジェンダー平等に向けた法改正が間に合わず、

人権が保障されていないことが原因で問題を抱えてい

ることに加え、社会的偏見に基づいた差別が原因で性的

マイノリティを含めたすべての人が問題を抱えている

ことがわかる。以上より、ジェンダー格差是正に向けた

法改正および社会的偏見を軽減するための教育の検討

が必要であると考えられる。 
 

1.3. 性的マイノリティ権利保障に向けた教育のあり方 

 学校現場ではジェンダー格差を改善するために、どの

ような取り組みが行われているのだろうか。日本学術会

議法学委員会（2017）は、権利保障に向けた教育の課

題について、以下のように述べている。 
 

教育上の課題は、性的マイノリティ当事者の自

尊感情を育むこと、性的マイノリティに関する知

識を教育 課程に適切に盛り込むこと、差別意識

の解消やいじめの排除に努め、当事者が安全に安

心して学べる環境を整えることにある。13 
 
 このことから、当事者自身が自尊感情を持ち、安全・

安心に学ぶ環境を整えるためにも、学校においてすべて

の児童生徒が SOGI という考え方について学び、自身

も性の多様性の一部であることを自覚する必要がある

と考えられる。しかし、現行の学習指導要領には性の多

様性に関する記述はない。そのため、現在行われている

性的マイノリティに関する授業や授業外での取り組み

は、必要性を感じた教員が特別な教科道徳における授業

や人権教育の一環として自主的に実践していることが

わかる。 
 今後、性的マイノリティに関する知識をすべての児童

生徒に伝える場合、どのような内容であることが望まし

いだろうか。性的マイノリティにポイントを絞って授業

を実践してしまうと、「自分はふつうだ」と感じている

児童生徒は、性の多様性を他人事として学習してしまう

ことが危惧される。性の多様性を特別な人の問題として

認識させてしまい、自身が性の多様性の一部であること

を理解することができなくなってしまうのではないだ

ろうか。そのためにも、すべての性のあり方について語

ることができる SOGI という考え方を伝え、ひとりひ

とりの性が完全に一致することはなく、性はグラデーシ

ョンであることが当たり前であり、児童生徒自身も多様

な性の中の一部であることを伝えることが望ましいと

考える。また、特定のラベルについて話をする必要があ

る場合は、あくまでも多様な性の中の 1 つであること

を伝えることが大切であると考える。なぜならば、児童

生徒は将来における社会の担い手である主権者であり、

ジェンダー平等に向けてどのような法改正が必要であ

るのかを考える当事者になるためである。 
 
1.4. 性の多様性教育の先行実践の検討 

 では、学校現場においてどのような性の多様性に関す

る授業が展開されているのだろうか。校種や教科にこだ

わらず、授業の題材として性の多様性を取り扱っている

先行実践を取り上げる。 
 内海﨑（2018）は、小学校および中学校での道徳科
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の実践をそれぞれまとめている。神奈川県三浦市立初声

小学校の加藤惠美子教諭と及川比呂子養護教諭による

実践14では、児童生徒の発達段階に応じた現代的な課題

として性の多様性を取り上げることは可能であるとし

た上で、児童自身が性別の固定概念を省察する過程で、

性の多様性を認識することにより相互尊重の在り方を

考えることをねらった小学 5 年生向けの授業を展開し

ている。授業を通して児童全員が「自分が思う「らしさ」

とは違ったものを保持している友人がいたとしても認

めることができる」という考えに変化することを学級内

で知らせることができれば、当事者も安心して自分らし

さを保持することができると考えられる。福岡県大川市

立大川中学校の神代恵美教諭による実践15では、1次で

多様な性についての知的理解を目的に授業が行われ、2
次で自分の性を振り返ることにより性の多様性を自分

のこととして学習し、3 次で当事者の思いを感じ取る

ことから自他の違いを認め、それぞれを尊重することの

大切さにつなげている。生徒の感想から、性的マイノリ

ティに対する嫌悪感や差別を認識した上で、自身の気持

ちを入れ替えようとしていることが窺える。 
 田代ら（2014）では、硬直的な男女といった二分法

の枠組みに当てはまらない人々の人権を侵害しない視

点をもたらした「性の多様性」を踏まえたジェンダ一平

等理解を前提とする授業実践が行われている。「男らし

さ」「女らしさ」と言われているものと自分の状況を照

らし合わせるワークを行い、男女が明確に二分されず混

在していることを読み取り、「らしさ」は社会的に言わ

れているものであって、個人の思い込みであることを確

認するといった内容である。田代らは、「らしさ」に得

点をつけるワークを行うことで、男子生徒たちがホモソ

ーシャルな関係を築いてしまっていると考察しており、

「らしさ」を取り上げた授業を展開すると、生徒自身の

中にある偏見を如実に表面化させてしまうことがわか

る。 
 埼玉県教育局（2017）は、渡辺大輔氏に監修を受け

た高等学校向けの指導案及び参考資料をまとめている。

指導案内の活動の展開では、セクシュアリティの 4 要
素を取り上げ、人間の性の多様さを説明し、当事者のエ

ピソードや学校や社会の中で身体に性別違和感を持た

ないことや異性愛が前提となっていることについてグ

ループディスカッションを行っている。その後、活動の

まとめとして、どのようなセクシュアリティの人も安心

して生活できる環境や社会をつくるために考えるべき

ことを挙げ、学習者自身ができることを考えている。 
 
1.5. 性の多様性教育の問題点と留意点 

 1.4.を踏まえて、先行実践の問題点と本研究で開発す

る授業の内容を考える上での留意点について述べる。 

 先行実践から、性的マイノリティ当事者が安心して学

習することができないことが問題として挙げられる。先

述したように、社会において性的マイノリティは約

10%存在しているという調査結果から、学級内に性的マ

イノリティ当事者が在籍していることは十分に考えら

れる。また、「らしさ」を取り上げると、学習者が持っ

ている性別二元的な偏見が表出されてしまうため、これ

を避けて授業を考えるべきであると考える。これに対し

て、差別的な発言が授業内で表出されたとしても、性的

マイノリティ当事者である児童生徒は今までもそのよ

うな目で見られてきたこともあり、深く傷つくことはな

いため、授業内で偏見が表出されることを是とするとい

う反論も考えられる。しかし、当事者自身が自尊感情を

持ち、安全・安心に学ぶ環境を整えることが教育上の課

題であることを踏まえると、偏見が表出されることが予

想できる授業を展開することは望ましくないと考えら

れる。よって、差別的な発言を助長するような活動を授

業に組み込むことは、避ける必要があるのではないだろ

うか。 
 検討した実践では、ねらいとして「性の多様性の尊重」

が挙げられているが、「性の多様性」授業によって学習

者の偏見や差別を低減することができるのだろうか。

佐々木（2018）では、すべての人が人権尊重されると

いう態度を育み、その実践意欲に繋がるよう自らの偏見

について考えさせることを目的とした性の多様性を学

ぶ授業は、同性愛やトランスジェンダーへの嫌悪を有意

に低める効果を有していることが示されている。また、

「性の多様性」をテーマとした授業を受けていなければ、

「自己や他者のことは尊重するが、同性愛者やトランス

ジェンダーの人は別であり、嫌悪感をもよおす」16とい

う態度のままになってしまうことが示されている。 
 また、田中ら（2017）では、LGBT の知識と理解に

関する調査において、「LGBT についてどう思うか」と

いう問いに対し、高校生 246 人のうち、約 110 人が肯

定的な意見であり、約 40 人が「いいとも受け入れたい

とも思わない」、約 40 人が「そういうものには関心が

ない」、約 5 人が「受け入れがたい」と答えている17。

このことから、性の多様性教育を実施する上で、当事者

に対して否定的な立場をとる学習者がいることを考慮

する必要がある。 
 では、このような状況の中で、どのような授業内容が

適切なのであろうか。先行事例では、性の多様性を学ぶ

にあたり、様々な性のラベルや関連する知識を獲得し、

自身も性の多様性の一部であることに触れ、多様な性を

生きる人への理解を促す授業は多数開発されているこ

とがわかった。しかし、実社会で生きる上で多様な性の

間に格差があり、法令が定められておらず人権が保障さ

れていないことについて、触れている授業は少ない。前



同性婚法制化に係る民法一部改正案の検討・提言を題材とした中学生向け授業の開発 
 

 24 

川（2020）は、性的指向や性自認に関する差別・偏見

は人権問題であるとした上で、ジェンダーについて生徒

とともに考えていくような授業が、「現在の社会は決し

て完成形ではなく、より良い社会をめざし常に変えてい

く必要があること、その際に鍵となる「概念」の一つが

「人権」であることを生徒たちとともに考える貴重な時

間となる」18と述べている。このことから、性の多様性

を学ぶことは、性的マイノリティを含むすべての人が自

分らしく生きるためのひとりひとりの権利につなげて

考えることができると考える。 
 以上のことから、性の多様性を学ぶ授業では、知識の

獲得にとどまることなく、すべての人の人権を保障する

ための法令について社会を構成する一員として考えさ

せる活動が有効であると考えられる。また、当事者であ

る学習者と当事者に対して否定的な立場をとる学習者

が共同して学ぶことができ、ジェンダーに対するイメー

ジを発言する機会がなくなり、先行事例から挙げられた

留意点が解決できるのではないかと考えられる。 
 
1.6. 人権教育や主権者教育との関連 

 人権や人権擁護を学ぶ枠組みに人権教育がある。人権

教育は、人権について学ぶことで人権感覚を育み、自他

の人権擁護を実践しようとする意欲や態度を実際の行

為に結びつけることが求められている。倉敷市教育委員

会（2018）において、渡辺大輔氏は人権教育と性の多

様性の関連について以下のように述べている19。 
 
   「人権教育」に求められるのは、これまで「普通」

といってきたマジョリティが、マイノリティを「普

通」の仲間に入れてあげることではありません。む

しろマジョリティが「普通」の枠から降り、自分を

「多様性」の中の一つとして位置づけ直すことにあ

ります。つまり、「LGBT」や「性的マイノリティ」

について学ぶのではなく、「マイノリティ」を知ら

なくてもよいとしてきた社会（自分）を問い、自分

自身を含む「性の多様性」について学ぶということ

です。 
 
 このことから、人権教育として性の多様性を扱うこと

は適切であり、固定観念を問い直すだけでなく、このよ

うな学習によって学校や社会を当事者が生活しやすい

場にすることができるということがわかる。しかし、内

海﨑（2018）は「人権教育として「性の多様性」を道

徳科で取り扱うことは可能である」とした上で、「道徳

科の指導において重要なのは、児童生徒が自身のことと

して多様な性のあり方を学習し、人権感覚としてそれぞ

れの生き方を尊重できるようになることである。」 と述

べている20。このことから、人権教育における性の多様

性の扱いは、あくまでも人権の尊重にとどまってしまっ

ていることがわかる。 
 また、『国際セクシュアリティ教育ガイダンス【改訂

版】』では、人権、セクシュアリティに関する項目にお

いて、中学校段階にあたる 12〜15歳の学習目標は、以

下のように示されている21。 
 

  キーアイデア 
・すべての人の人権は、性と生殖に関する健康 
に影響を与える権利を含んでいる 

学習者ができるようになること 
・性と生殖に関するに影響する人権を説明する 
（知識） 

・これらの権利に影響する地域や国の法令につ 
いて議論する（知識） 

・これらの権利の侵害を認識する（知識） 
・社会には、人権侵害により脆弱な人々がいる 
ことを認識する（態度） 

・性と生殖に関する健康にかかわる者も含め、 
すべての人の人権を尊重することをはっきり 
と示す（スキル） 

 
 このことから、性の多様性に関する授業において、人

権を尊重するだけでなく、人権に関する法令について議

論することや権利侵害を認識することが求められてい

ることがわかる。この学習内容を従来の人権教育の枠組

みで実践する場合、人権教育で求められていることとは

差異があると考えられる。また、1.4.で挙げた先行実践

から、人権教育の枠組みで多様な性を生きる人々の人権

を保障する法令まで踏み込んで考えさせる活動はあま

り行われていないと考えられる。 
 では、性の多様性の授業で知識の獲得にとどまること

なく、すべての人の人権を保障するための法令について

社会を構成する一員として考えさせるには、どのような

枠組みで実施することが望ましいのだろうか。 
 主権者として政治制度を考える学習を行うものに、主

権者教育がある。類似する言葉にシティズンシップ教育

があるが、常時啓発事業のあり方等研究会（2011）に

よると、欧米において注目されていたシティズンシップ

教育の中心を成すものが主権者教育であると定義され

ており22、日本における主権者教育のモデルとしてよく

取り上げられるものの一つがイギリスのシティズンシ

ップ教育であり、理論的支柱になっているのが、1998
年 9 月公表の「クリック・レポート」であると述べら

れている23。 
 日本において、主権者教育は 2015年 6月に成立した

公職選挙法等の一部を改正する法律の成立、いわゆる

18 歳選挙権をきっかけに必要性が高まりをみせている。
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唐木（2017）は、望ましい主権者教育の授業のあり方

について、模擬選挙は主権者教育の有力な手法の一つで

あるとした上で、以下のように述べている24。 
 
   主権者教育は模擬選挙とイコールではない。仮に

模擬選挙を主権者教育に必須の取り組みと考えて

みても、大切なことはその学習活動に至るまでにな

される継続的な事前学習である。事前学習で培われ

た政治的判断力が模擬選挙を充実させ、ひいては現

実の選挙における望ましい投票行動を生み出す。そ

こで本稿で注目するのが、事前学習の一つと捉えら

れる「政策」に関する学習である。 
 
 このことから、主権者教育を行う場合は、公益財団法

人明るい選挙推進協会や各自治体などが行う模擬選挙

や模擬投票のみではなく、政策に関する授業を行うこと

が望ましいということがわかる。 
 また、織田（2016）は、主権者教育に必要であり有

効な社会科授業の在り方として、①「提案型・意思決定

型・価値判断型の授業を取り入れること」、➁「現実の

政治問題を授業で取り上げること」を挙げている25。こ

のことから、現実の政治問題である性的マイノリティを

はじめとした性の多様性に関する政策やそれに関連す

る論点や争点を主権者教育において取り上げることは

可能であると考えられる。 
 では、性の多様性を主権者の立場から考えることでど

のような効果が見込まれるだろうか。人権教育の枠組み

で行われていた性の多様性に関する授業では、多様な性

を尊重することを重要視していた。尊重にとどまること

なく、生徒一人ひとりに現実の政治問題を考えさせるに

は、土肥（2020）が述べるように「多様な性の間に権

利の不平等がある」26ことについて扱う必要があると考

える。つまり、学習者がすべての人の性について語るこ

とができる SOGI という視点を持つことで、社会にお

ける不平等が見え、法令を改正する必要性を考えること

ができるのではないだろうか。しかし、性の多様性にお

ける法改正を取り扱った授業はあまり実践されていな

い。このような授業内容が、どのような教育効果をもた

らすのかについて、研究を行う余地があると考えられる。 
 

2. 研究の目的と方法 

 
2.1. 研究の目的 

 本研究の目的は、同性婚法制化を題材とする授業にお

いて、すべての人に平等な婚姻に係る民法一部改正案の

提言を行うことで主権者としての自覚を芽生えさせる

中学生向けの授業を開発し、筆者が中学校で授業を実践

し、その考察を行うことで、作成した教材の有効性と課

題を明らかにすることである。 
 特に以下 2 点を中心に有効性と課題を明らかにした

い。 
 （1）開発した教材の内容とレベルが、中学 2年生が 

学ぶ教材として妥当か否か 
 （2）1 人の主権者として性的マイノリティに関連す

る政策を考えることが、性の多様性に関する授

業の内容として妥当か否か 
 
2.2. 研究の方法 

 本研究では、同性婚法制化を題材とする授業を開発し、

主権者という立場からすべての人に平等な婚姻に係る

民法一部改正案の提言を行う授業を開発し、中学校 2
年生を対象に実践する。授業中の生徒の様子や生徒の事

前・事後アンケートの記述をもとに、授業の考察を行い、

教材の有効性と課題について明らかにする。なお、事

前・事後アンケートには同一項目も設定し、その比較も

行う。 
 

3. 授業及び教材の開発 

 

3.1. 教材の題材設定理由 

 本授業では、性的マイノリティのそれぞれのラベルを

満遍なく扱うのではなく、同性婚、すなわち同性カップ

ルの婚姻を題材として設定した。理由は 4 点ある。 
 1 点目は、SOGI の考え方を反映させるためである。

SOGI という考え方を用いて、多様な性を生きる人々が

いる社会を形づくる法律の内容として、どのようなもの

が最善であるかを検討することができれば、性的マイノ

リティ当事者に対して否定的な立場をとる学習者も性

の多様性を踏まえた上で学習することができるのでは

ないだろうかと考え、設定した。 
 2 点目は、社会において盛り上がりを見せている話題

の 1 つであるためである。全国 5箇所の裁判所で「「結

婚の自由をすべての人に」訴訟」が行われている27他、

2019年6月に立憲民主党をはじめとした3つの政党が、

婚姻の平等を実現するための婚姻平等法案を衆議院に

提出している28。ここ数年で上記のように性的マイノリ

ティの人権を訴える動きがあり、生徒にとっても一度は

見聞きしたことのある話題であると考え、設定した。 
 3 点目は、性的マイノリティに対応した社会制度の欠

如の現状を提示し、日本が世界各国に比べて議論が遅れ

ていることを明示するためである。先進国のうち日本の

みが同性婚を認めていないことには、国内における性的

マイノリティに対する根拠のない偏見や差別などが関

連していると考えられる。偏見や差別によって、法律が

改定されていないことを改めて考える上で、本題材は適

切であると考え、設定した。 
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 4 点目は、結婚は当事者同士の問題ではなく、家族の

あり方を問い直すことができるものであり、性的マイノ

リティが苦しんでいる物事が様々あることを知る契機

として最適であると考えたためである。結婚は当事者同

士の問題ではなく、当事者間の子どもや家族に関わる問

題が多々あるため、一筋縄で解決することができるもの

ではない。だからこそ、どのような価値観の違いの中で、

何が論点であるのか検討することに学びがあると考え、

設定した。 
 
3.2. 1 人の主権者の立場から行うアドボカシー活動 

 1.5.で述べた留意点を解決するために、本授業では社

会を構成する主権者という立場から考えることを取り

入れた。これにより 1.6.で述べたように、主権者という

自覚を持たせ政治制度を考えさせることができれば、当

事者に対して否定的な立場をとる学習者が、自分自身が

性的マイノリティに対してどのような感情を抱いてい

るのかを表出することなく、当事者と共同して学ぶこと

ができることを期待している。 
 主権者が自らの意見をあげる方法の 1 つにアドボカ

シー活動がある。明智（2015）は、アドボカシー活動

とは、社会的弱者やマイノリティなどの権利擁護をする

ために社会に対して「課題広報」や、「政策提言活動」

を行うこと全般のことであり、特に「政策提言」にあた

る活動をロビイング（ロビー活動）と呼ぶ29と述べてい

る。これからの社会の担い手である生徒たちが、問題を

解決するための一手段としてアドボカシー活動を認識

することが大切であることから、本授業に導入する。ま

た、本授業は、実際の社会問題を取り扱う授業であり、

生徒自身が何か行動を起こしたいと思った際に参考に

なるよう、実際の事例に則して授業を実施する必要があ

ると考えた。 
 アドボカシー活動の流れについて、株式会社マカイラ

30の藤井宏一郎氏は図 2 のように示している。 
 

 
図 2 アドボカシー活動の流れ31 

 
 以上より、アドボカシー活動を通して政治に意見を届

けるためには、自分の意見を表して賛同してくれる人を

集めたり、自分と異なる意見を持つ人と対話して考えを

深めたり、世論を動かすための広報活動を行ったり、政

治家に意見を届けるための提言書の作成や提出等に関

する知識を身につけ、行動に起こすことが一般的である

ことがわかる。 
 また、2.1.で述べているように、本研究では 1 人の主

権者として性的マイノリティの政策や関連する論点や

争点を考えることが授業の内容として妥当であるかど

うかを確認する。どの程度効果があったのか考察を行う

ためにアンケートを実施する際には、性の多様性の学び

方として、主権者という立場から政治制度を考えること

は有効であったのか否かを問う事前・事後アンケートを、

主権者教育の先行事例を用いて作成する。 
 
3.3. ストーリー中心型カリキュラムの導入 

 研究の目的や授業のねらいを教材という形に落とし

込むことや 2019年度に実践した郡司（2020）での課題

から、インストラクショナルデザインの 1 つであるス

トーリー中心型カリキュラム（以下、SCC）を授業に

導入することを試みる。 
 SCC は、GBS理論の精神を踏襲しながら作り込まな

いことでスケーラビリティを確保するという設計指針

で大規模化を狙った32ものである。SCC の原点である

GBS について、根本・鈴木（2014）は以下のように述

べている33。 
 
   GBS とは、行動することによって学ぶシナリオ

型教材を設計するためのインストラクショナルデ

ザイン理論であり、ロジャー・C・シャンクによっ

て提唱された（Schank 1994, 1996, Schank et al. 
1999, Schank and Cleary 1995）。（中略）GBS は、

学習目標、使命、カバーストーリー、役割、シナリ

オ操作、情報源そしてフィードバックの 7 つの構

成要素からなる。 
 
 SCC と GBS理論の相違点34を踏まえ、本教材におけ

る 7 要素を表 1 にまとめる。また、それぞれの要素に

ついて、根本・鈴木（2014）35を参考に詳しく述べる。 
 学習目標は、設計段階で定義されるが、学習者には目

標として明示することはしない。そのため、生徒には、

授業の目標は、提言書を作成し提出することであると伝

えたが、表 1 の学習目標は伝えずに授業を実施した。 
 使命は、学習者が達成しようとする目標のこと、つま

り提言書を作成し、提出することである。本教材では、

ロビイストであるライツさんという登場人物を設定し

た。これは、性的マイノリティは個人の問題だけではな

く社会の問題であると伝えること、ロビー活動を行うロ

ビイストからの依頼であると設定することで一市民と

して同性カップルが困っている社会問題を考えやすく
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することをねらい、設定している。また、登場人物のラ

イツさんは、改革の方法や手法の一つであるロビイスト

と設定した。これは、政治に関わる方法としてアドボカ

シー活動以外のものが挙げられてしまい、ねらいから外

れてしまう議論が行われる可能性を防ぐこと、ロビー活

動という改革の方法があることを生徒が知ることで 1
人の主権者として自分でも何かできることがあると感

じてもらうことをねらいとしているためである。生徒は

ライツさんから依頼を受ける形で 1 人の主権者として

調査し、報告することを使命として設定した。 
 カバーストーリーは、使命を現実的な課題として位置

付けるために用意する導入的文脈である。本教材では、

社会において様々なマイノリティの人々が困りごとを

抱えていることが生徒に伝わるように設定しており、本

教材ではその具体例として同性カップルが抱える問題

を取り上げている。授業冒頭では、ロビイストであるラ

イツさんが相談を受けたこととして授業冒頭に学習者

へ伝えられる。 
 役割は、学習者がカバーストーリーの中で演じる人の

ことを示している。本教材では、1.5.を踏まえて 1 人の

主権者として社会問題を考えることを重視しているた

め、このように設定した。 
 シナリオ操作は、学習者が使命を達成するために行う

すべての作業を示している。本教材では、次に述べる情

報源をもとに同性カップルの婚姻が法的に認められる

ためにはどのような条文の内容が望ましいのか検討を

重ね、根拠を元に民法一部改正の提言書を作成すると設

定した。教材開発時には、授業を 5 時間のコマで実施

することを前提に作成していたが、新型コロナウイルス

感染症の影響により予定していた枠で実施することが

できず、2時間での実施に変更になった。そのため、学

習者が正しい情報を選択した場合は成功であるという

結果を与えるところまで教材を作成することができな

かった。そのため、相互に提言書を見て、内容を作り直

していくことや専門家に作成した提言書を確認しても

らい、コメントをもらうなど、より踏み込んだ内容を含

むことができなかった。 
 情報源は、学習者が使命を達成するために必要とする

情報を意味している。本教材では、民法を扱っているが、

中学生にとっては身近なものではなく、そのまま情報と

して渡してしまうと学習に支障があると考えた。そのた

め、「条文カード」と称したものを作成し、婚姻に係る

民法を中学生がわかりやすい文に直し、解説をつけた。

詳細は、3.5.で述べる。また、表 1 で表したように、授

業内で議論になると予想される条文に関する資料を筆

者が一部編集し、適宜生徒に配付した。詳細は、3.4.
で述べる。 
 フィードバックは、適切なコンテンツの中で設定され、

適切なタイミングで提供されるもので、学習者が対象領

域の内容とスキルを学習する場面に設定される。方法は、

行動による結果、授業者を通して、類似経験を持つ領域

専門家の話を通して、の 3 パターンである。しかし、

先述したように本教材では結果を与えることや専門家

のコメントを貰うまでにはコマ数が足りなかったため、

授業者によるフィードバックのみを設定した。  
 

表 1 本教材における 7要素 
要素 授業の設計 

学習目標 学習者が読み取った情報を根拠として用いて提言書

を作成し、多様な利害や価値観の対立の中で何が争点

であるかを考えることができる。 
使命 ロビイストであるライツさんからの依頼により、同性

婚を認めるための民法一部改正の提言書を作成し、提

出する。 
カバー 

ストーリ

ー 

ロビイストであるライツさんは婚姻関係が結べない

ことで困っていることがあると性的マイノリティ当

事者から相談を受けている。 
役割 1 人の主権者 

シナリオ

操作 
ロビイストであるライツさんからの依頼により、条文

カードや提示された資料をもとに同性同士の婚姻を

認める民法一部改正案の検討・提言をグループ毎に行

う。 
情報源 条文カード 

筆者が一部編集した既存の資料 
・導入用資料（憲法と法律の関係性、性の多様 
性について）  

・嫡出の推定および否認に係る法律  
・台湾における同性婚成立に向けた法案審議のあゆみ  
・普通養子縁組と特別養子縁組の比較 
・生殖医療技術の利用に対する法的規則に係る提言 

フィード

バック 
授業者によるワークシートへのコメント 
授業者による話し合いへのサポート 

 
3.4. 条文カードの開発 

 婚姻に係る法律は、民事・刑事・税制・年金・労働な

どの分野において様々あるが、今回は民事分野から性差

を感じさせる名称を変更するだけでは問題が解決され

ないと予想できる条文を選定した。条文の選定は、NPO
法人 EMA日本が発表している「結婚による法律上の効

果と根拠法の一覧」を参考に行った。民法の条文は読み

づらく、中学生が理解するには時間を要すると考えられ

る。そのため、『こども六法』に掲載されている民法を

参考に中学生が理解できる文に修正し、カードの表面に

載せた。また、1 時間目の活動の足掛かりになるよう、

性差を感じさせる表現の部分に手書きでメモを入れた

（図 3）。聞き馴染みのない単語がある場合や文だけで

は想像し難い条文については、カードの裏面に解説や単

語の説明を載せた（図 4）。本教材で扱った条文は以下

の通りである。 
 
  （a）民法 732条 重婚の禁止 
  （b）民法 731条 婚姻適齢 
  （c）民法 750条 夫婦の氏 
  （d）民法 772条 嫡出の推定 
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  （e）民法 733条 再婚禁止期間 
  （f）民法 817条の 3 養親の夫婦共同縁組 
 

 
図 3 民法 772条 条文カード（表面） 

 

 
図 4 民法 772条 条文カード（裏面） 

 
3.5. 資料の選定 

 本節では、授業内で生徒に提示するための印刷資料に

ついて述べる。資料は、以下のものを用意した。 

 

①1時間目導入用資料（図 5） 

②嫡出の推定および否認に係る法律 

③台湾における同性婚成立に向けた法案審議の歩み 

④普通養子縁組と特別養子縁組の比較 

⑤生殖医療技術の利用に対する法的規則に係る提言36 

 

4. 授業実践とその考察 

 
4.1. 授業の概要 

 授業の概要は以下の通りである。 
 
実 施 校 : 千葉大学教育学部附属中学校 
教  室 : 社会科教室 
教  科 : 社会科（選択教科37） 
対  象 : 中学 2年生 女子生徒 10名 
時  間 : 50分×2時間 
実施時期 : 2020年 10月 20日（火）13:10〜14:00 

11月 10日（火）13:10〜14:00 
授 業 者 : 郡司日奈乃（筆者） 
 

 
図 5 導入用資料（1時間目） 

 
4.2. 授業の実際 

 授業の実際の概略を記述する。 
 1時間目は、ロビイストのライツさんから、同性愛者

の方の困り事を解決すべく、同性婚合法化に向けた民法

一部改正案を作成していることを生徒に伝えられた。し

かし、ライツさんひとりでは手に負えず、生徒たちにも

手伝ってほしい旨を伝え、一緒に改正案を作成すること

になった。その後、ライツさんの提案により条文内で使

用している名称を、性差を感じさせないものに変更する

活動を行う（図 6）。3人グループを 2つ、2人グループ

を 2つ、合計 4グループを作成し、グループごとに条文

カードを使用しながら、どのような名称であれば文脈に

合い、性差を感じさせないものになるのか検討を行った。

生徒からは、夫・妻を「結婚相手」「配偶者」、夫婦を「パ

ートナー」「愛し合う 2人」と変更すべきであると意見

が上がったが、名称の変更だけでは同性婚にはうまく適

用できないと気づくことができた。その後、ライツさん

から名称の変更だけでは解決されないことを聞き、カッ

プルの立場から検討してほしいと依頼を受ける。生徒は

引き続き、条文カードを使用して検討し、「嫡出の推定」

「再婚禁止期間」「養親の夫婦共同養子縁組」が変更の

必要があることを確認した。 
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図 6 授業スライド（1時間目） 

 

 続いて、2時間目では、引き続き 3つの条文の変更内

容について検討し、提言書の作成を行った（図 7）。そ

の中で、結婚は当事者間だけの問題ではなく、家族のあ

り方や子どもの戸籍に関わるものであることを知り、当

事者以外の立場を踏まえた上で条文を検討することが

できていたグループがあった。また、適宜資料を手渡し、

議論のヒントにできるように声かけを行った。その後、

提言書のフォーマットに沿って、各グループが考えた条

文を記入し、グループごとに発表を行った（表 2）。 

 

 
図 7 授業スライド（2時間目） 

 

表 2 提言書の内容 
条文 提言内容 

民法 772 条 
嫡出の推定 

・「女性と男性で結婚している場合」のみ適用

するよう文を付け加え、この場合の妻を「女性

の身体機能を有する者」、夫を「男性の身体機

能を有する者」とする。 

・当事者間で問題が起こった場合は、DNA 鑑定

を実施し、どちらの実子であるかを断定させる

ことにより、問題の解決を図ると変更する。 

民法 733 条 
再婚禁止期間 

・女性に偏りのある内容であるため、「女性」

を「すべての人」と変更する。 

・民法 772条「嫡出の推定」において、DNA 鑑

定を導入することにより、再婚禁止期間を設け

る必要はないため、廃止する。 

民法 817 条の 3 
養親の夫婦共同縁組 

・夫婦を「結婚相手」と変更し、性別を断定し

ないようにする。 

・夫婦を「パートナー」という表記に変更する。 

 

5. 研究のまとめ 

 

5.1. 研究の成果と課題 

 ここでは、研究の目的で述べた 2 つの観点に対応す

る形で成果と課題を述べる。 
 （1）については、レベルはおおむね妥当であったと

いえるが、内容については検討の余地があるといえる。 
 条文の検討を行う生徒の様子を見ると、身体の性が女

性である場合と男性である場合など複数の立場を考慮

しながら検討しており、性的マイノリティの方が抱える

困りごとを理解した上で活動することができていたと

考えられる。また、生徒は授業の様子やアンケート調査

から熱心に条文の検討および提言を行っていたといえ、

教材の内容が生徒の関心を深めたといえる。だが、提言

書に意見をまとめる際に、ひとつの条文に拘り、内容に

納得することができず先の活動に進むことができない

ような生徒も見受けられたことから、内容については検

討の余地があると考えられる。具体的には、限られた時

間の中で活動を行うことになるため、扱う条文の個数を

変更したり、グループの人数を調整したり、時間配分を

再検討することが挙げられる。また、本授業は自ら本講

座を選択した学習者 10名を対象にしたものであり、事

前アンケートの結果からも性の多様性に関連する事項

に対して、非常に意識が高い生徒ばかりであった。性の

多様性に関心を持つ学習者以外にはどのような教育効

果があるのか、引き続き検討が必要であると考えられる。 
 （2）については、おおむね妥当であったといえるが、

一部検討の余地があるといえる。ロビイストからの依頼

によって主権者という立場で条文の検討を行ったため、

当事者に対して否定的な思いを持つ生徒であっても、主

観的に考えることなく、当事者の困りごとを解決するこ

とができたといえる。また、アンケート調査より、授業

前は当事者に否定的な思いを持つ生徒が、授業後には抵

抗感を和らげ、否定的な立場ではなくなったことがわか

る。このことから、性の多様性に関連する政策を主権者

として考えることは、当事者生徒と当事者に否定的な思

いを持つ生徒が混在する授業において有効的であった

と考えられる。 
 だが、アンケート調査において、同性婚が認められて

いない理由として、少子高齢化や偏見をあげる生徒が多

数いた。少子高齢化という意見は偏見が原因であること

が考えられるため、外国の事例を提示しながら生徒に伝

え、知識を正していく必要があると考えられる。また、

なぜ偏見が生まれるのかといった、メカニズムを学んだ

上で、同性婚を否定する根拠はなく、人々の価値観の違

いや思い込みから生まれてしまっていることを示す必

要があると考える。以上 2 点において、1 人の主権者と

して考える際に身につけておくべき知識を伝えること

について、検討の余地があると考えられる。 
 

5.2. 今後の展望 

 本節では、本研究の課題とさらなる検討するべき点を
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踏まえ、今後の展望を 3 点述べる。 
 1 点目は、本授業における授業および教材の改善であ

る。生徒にとって、より身近なジェンダーに関する人権

の題材を組み込むなど、身近な話題を授業の題材として

組み込むことが必要であると考えられる。 
 2 点目は、生徒全員が受けるような授業では、どのよ

うに展開できるのかについて検討することである。本授

業は、選択教科において展開されており、生徒の大多数

が性の多様性に関心が高く、議論の質も高かった。性の

多様性に無関心な生徒や知識が乏しい生徒に対してど

のような教材が適切であるのか、生徒の実態に合わせた

教材の改良や追加資料の必要性を検討する必要がある。 
 3 点目は、先行研究の検討不足である。本授業では、

多様な性を生きる人々の人権を保障するための法令を

検討すべく、主権者教育の枠組みで授業を開発したが、

性の多様性教育の先行実践や社会情勢から教材の内容

を選定したため、主権者教育に関する先行事例の調査が

不十分であった。また、家族のあり方についてどのよう

な授業が行われているのか、家庭科の先行実践の確認が

不十分であったため、今後は教科横断的な授業づくりの

視点で、性の多様性教育のあり方を探っていきたい。 
※この 2 行は消さないでください。編集者が削除しま

す。38 
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