
次世代スクールプロジェクト
模擬授業

「性別について考えよう」

福島県男女共生センター

津田 理恵

教員が知っておきたいジェンダー平等の今
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「人権感覚が知的認識とも結びついて、問題状況を
変えようとする人権意識又は意欲や態度になり、自
分の人権と共に他者の人権を守るような実践行動に
連なる。」

（平成20年 文部科学省 人権教育の指導方法等に関する調査研究会議 人権教育の指導方法
等の在り方について［第3次とりまとめ］より）

人権教育に必要な２つの要素

①知識理解

人権感覚の涵養には

「協力的、参加的、体験的な学習」
を取り入れていくことが大切

②人権感覚
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多様性の尊重

ジェンダー平等理解

LGBTQ理解

性暴力理解

その他

自己の尊重

他者の尊重

ジェンダー平等教育のイメージ



次世代スクールプロジェクトで
児童・生徒に体験してもらうワーク

１．小学校低学年向け
性別に対しての固定的な見方に気づく
「あなたの好きな色は？」

２．中学生向け
性別役割分担意識と進路選択に気づく
「この人はなぜ？」

３．高校生向け
男女の経済的格差が生じる原因を類推する
「経済格差の要因？」

４．小学校高学年、中・高校生向け
LGBTQ理解のために自分の「性」を捉え直す
「性のものさし」
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あなたの好きな色は？



「あなたの好きな色は？」
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【ワーク】
１．指示に従って、男の子のTシャツ、女の子のTシャツに

色を塗ってください。

２．なぜその色を塗りましたか？
理由を考えてみてください。

男の子 女の子
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「あなたの好きな色は？」

【目的】

・無意識に固定的な見方や考え方を持っていること
に気づく。

・性別に関係なく、好きなものや好きなことを選ん
でいいという自己肯定感を養う。

・一人ひとりの違いを理解し、尊重し合うことが
大切であることを実感する。



「あなたの好きな色は？」
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【指導案概要】
１．「好きな食べ物」「好きな動物」等をたくさん挙げる。

２．クラスを分け、男の子、女の子のTシャツに色を塗る。

３．選んだ理由をペアで話す。

４．黒板に貼る。

５．全体的な傾向を見て気づいたことを発表する。

６．好きな色を発表する。

７．「男の子だから」「女の子だから」と思い込んでいることが
他にないかを考える。

８．７について全体に発表し共有する。

９．好きな色でTシャツに色を塗る。

（参考：神奈川県「人権学習ワークシート集」小・中学校編 第15集（平成29年２月））
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この人はなぜ？



①
Aさんが、夕飯の支度をしていると、玄関のチャイムが鳴り
ました。ちょうど手が放せなかったので、小学生の子ども
に出てもらいました。

訪問者：「こんにちは。お母さんはいらっしゃいますか」
子ども：「今、出かけていて、いません。」

Q: 子どもはなぜこんなことを
言ったのでしょうか？

「この人はなぜ？」
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【ワーク】
以下のクイズに答えてください。



「この人はなぜ？」
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②
ある日、父と息子が交通事故にあい、父親は

心肺停止状態に、息子は意識不明の重体で救急
病院に運ばれました。

すぐに、この病院で一番優秀な外科医が手術を
することになりました。しかし、その優秀な外科
医はその子の顔を見て凍りつき、言いました。

「冷静にオペができない。」

Q:外科医はなぜこう言ったのでしょうか？



Q：あなたならどんなアドバイスをしますか？

③
「私は保育士です。パートナーはトラック運転
手で家事・育児を分担すると決めたものの、自
分ばかりやっていることに悩んでいます。」

「この人はなぜ？」
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固定的性別役割分担意識

女らしさ：男らしさ （世話がうまい：たくましい）

女の役割：男の役割 （ 保育士 ：トラック運転手）

☆男女には生まれつき性別による特性があると考えること

→ジェンダー
「男らしさ」「女らしさ」は
社会的・文化的につくりだされたもの

「この人はなぜ？」
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【指導案概要】
１．クイズを個人で考える。

２．ペアあるいはグループの人と意見を交換する。

３．解説を聞く。

「この人はなぜ？」

【目的】
・無意識に固定的な見方や考え方を持っていること

に気づく。

・無意識の考えが職業の考えにも影響していること
を実感する。
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経済格差の要因？



男女の性別及び年齢階級別賃金

令和３年賃金構造基本統計調査 （厚生労働省）より
16

次のグラフを参考に男女の賃金格差の原因を考えてください。

経済格差の要因？

緑の○は平均賃金のピーク
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生徒の解答例

・女性は管理職にならないから。

・女性よりも男性の方が長く働くから。

・女性には妊娠・出産で仕事を休むから。

経済格差の要因？



参考：内閣府「選択する未来2.0」参考資料（2021.6.4）

M字型カーブ

L字型カーブ
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【目的】

・学校では男女格差を感じることが少なく、男女格差
について実感をもちづらいため、理由の探求によっ
て興味をもたせる。

・女性のライフイベントと賃金の格差の相関性に
気づくことで、男女共同参画の重要性に実感をもつ。

経済格差の要因？
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【指導案概要】

１．要因について、個人で考える。

２．ペアあるいはグループの人と意見を交換する。

３．全体で共有する。

４．解説を聞く。

例）・産休・育休の取得によるキャリアの中断

・管理職の割合

・職業の違い（危険物を取り扱う―高い、

保育士・サービス業―低い）

・正社員か非正規社員か

（※同じ職種、同じ経験年数でも格差がある）

※ライフプランの選択に関しては多様であることは
強調する必要がある。
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性のものさし



自分のことを知ろう

『性の４つのものさし』

・からだの性
・こころの性
・好きになる性
・表現する性（外見やふるまい）

あなたならどこに印をつけますか？

性のものさし
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からだの性（身体的性）

こころの性（性自認）

好きになる性（性的指向）

女 男

女 男

女 男

女 男

表現する性（性表現）外見やふるまい
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性のものさし



参考：JobRainbowMAGAZINE
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性のものさし



性は

グラデーション

25

性のものさし

みんながマイノリティ
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【目的】

・４つの性で自分自身を定義づけることで、「身体的
性」「性自認」のみで自分自身を判断することなく、
性の多様性、グラデーションを理解させる。

性のものさし

【指導案概要】
１．まずは説明なしで印をつける。

２．講師の印のつけ方を参考にもう一度印をつける。
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性の多様性についてはいつから伝えるべきか？

（参考）

「人権教育実践資料３ 性の多様性を認め合う児童生徒の育成Ⅱ」（倉敷市教育委員会）より

「性的マイノリティの人権」を
先に行うと、「当事者探し」等
に発展する危険性⚠
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参考になる書籍・サイトなど
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参考資料について

①ふくしま男女共同参画プラン（R4～R12）の
教育関係のみを抜粋した資料

②福島県発行の副教材の資料
・「Be yourself」

（平成21年度版福島県男女共同参画高校生副読本）

・次代の親づくり推進啓発プロジェクト

教師用指導ポイント集（小学校版・中学校版）（2014年）



参考資料①

ふくしま男女共同参画プラン

（Ｒ４～Ｒ１２年度）

教育関係抜粋まとめ資料
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「ふくしま男女共同参画プラン」

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005c/danjo-plan-r03-12.html



基本理念
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○福島県男女共同参画推進条例に基づく、本県の男女共同参画社会形成に関する計画
〇福島県総合計画の男女共同参画社会形成に関する部門別計画

すべての県民が個人として尊重され、性別にかかわりなく、自己
の能力を自らの意思に基づいて発揮することができ、あらゆる分
野にともに参画し、責任を担う社会

計画の視点 ・人権の尊重と男女平等の実現
・ジェンダー視点の反映と多様な価値の尊重
・女性の能力発揮と環境整備
・公正で多様性に富んだ活力ある持続可能な地域社会の実現

基本目標 Ⅰ 復興・防災における男女共同参画の推進
基本目標 Ⅱ 人権尊重と男女平等を基本とした男女共同参画の推進
基本目標 Ⅲ 女性の活躍の推進
基本目標 Ⅳ 仕事と生活の調和を図るための環境の整備
基本目標 Ⅴ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶と安心な暮らしや健康への支援

基本目標



１ 男女共同参画意識の普及・啓発
（２）男女共同参画を推進し、ジェンダーにとらわれない、多様な選択を可能に

する学校教育の充実

基本目標Ⅱ 人権尊重と男女平等を基本とした男女共同参画の推進
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【目標】人格形成過程において、固定的な性別役割分担意識が形成されることが
ないように、人権尊重を基盤とし、男女平等・自立意識の確立に向けた
多様な選択を可能にする学校教育の充実を目指します

【具体的施策】前半

①ジェンダーにとらわれず児童生徒の能力を最大限に生かすため、小中高を
通じた学力の向上と人間性・社会性の育成を一体的、総合的に推進します。

②ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントは重大な人権
侵害であることなど、若年層に向けて人権尊重のための教育や普及啓発を引
き続き推進します。

③児童生徒に対して、男女共生センターと学校が連携し、男女共同参画につい
ての理解や自己実現についての意識啓発につながる機会を提供します。

④学校において、固定的な性別役割分担意識や男子向き女子向きといった考え
方にとらわれず、専攻分野や職業について広く情報提供するとともに、将来
の経済的自立を念頭に置き、児童生徒が自主的に進路の適正な選択を行える
よう、進路指導の充実等に努めます。（Ⅲ１(2)）



基本目標Ⅱ 人権尊重と男女平等を基本とした男女共同参画の推進
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【具体的施策】（後半）

⑤学校教育における男女共同参画についての推進の一つとして、男女混合名簿の
使用などをとおして、「潜在的カリキュラム」の解消に向けた取組を進めます。

⑥教職員の男女共同参画に関する研修を充実し、男女共同参画の正しい理解の浸透
を更に推進します。

⑦教員の管理職における女性の登用を促進します。
⑧思春期教育など、いのちやこころを大切にする性に関する指導についての情報・

学習機会の提供や相談、指導者研修の充実に努めます。（Ⅴ3(1)）

１ 男女共同参画意識の普及・啓発
（２）男女共同参画を推進し、ジェンダーにとらわれない、多様な選択を可能に

する学校教育の充実



基本目標Ⅱ 人権尊重と男女平等を基本とした男女共同参画の推進
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【具体的施策】（後半）

【目標】家庭教育や社会教育における男女共同参画に関する学習機会の拡充や
意識啓発を推進し、性別にかかわらずあらゆる年代の人々が固定的な性別
役割分担意識にとらわれず、伸びやかに生きることができる社会の実現を
目指します。

２ 男女共同参画に関する調査研究と家庭・地域での実践拡大
（３）家庭・地域における学習機会の充実

①家庭等における幼少時からの男女平等教育の推進に向け、情報・学習機会を
提供します。

（略）

③家庭や地域において、生涯にわたり固定的な性別役割分担意識にとらわれない
教育を行うためのわかりやすい教材研究や指導者養成等を推進します。

（略）

【具体的施策】



基本目標Ⅱ 人権尊重と男女平等を基本とした男女共同参画の推進
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【具体的施策】（後半）

【目標】性的指向や性自認などを理由として困難な状況に置かれている人々への
理解を深めるための教育、啓発を進め、性的指向や性自認にかかわらず
人格と個性が尊重され、共生できる社会の実現を目指します。

３ 多様性を尊重する社会（多様性社会）の実現
（３）性的指向や性自認にかかわらず等しく尊重され受容される社会の実現

①性的指向や性自認など性に関する固定観念や偏見により困難な状況に置かれて
いる人々の個人としての人権が尊重されるよう、行政や民間での取組事例の紹介
なども含め、講座、セミナーや教員等を対象とした研修等により、人権教育や
啓発を進めます。

②学校においては、性同一性障害に係る児童生徒に対する対応に関する文部科学省
通知等を踏まえ、性的指向や性自認などを理由とした困難を抱える児童生徒の
心情に配慮した対応をするとともに、小・中・高校・特別支援学校とも児童生徒
の発達段階に応じ、学習指導要領における人権教育に関わる内容を踏まえ、人権
（性的指向や性自認に関するものも含む。）を尊重する意識を高める授業等に
取り組みます。

【具体的施策】（前半）



基本目標Ⅱ 人権尊重と男女平等を基本とした男女共同参画の推進
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【具体的施策】（後半）

【目標】性的指向や性自認などを理由として困難な状況に置かれている人々への
理解を深めるための教育、啓発を進め、性的指向や性自認にかかわらず
人格と個性が尊重され、共生できる社会の実現を目指します。

３ 多様性を尊重する社会（多様性社会）の実現
（３）性的指向や性自認にかかわらず等しく尊重され受容される社会の実現

③性的指向や性自認など性に関する固定観念や偏見により困難な状況に置かれて
いる人々の相談（対面・電話等）に応じるとともに、相談窓口の広報や相談
担当者の知識の向上に努めます。

（略）

⑤男女がともに参加する住みよい地域づくりができるよう、県ボランティアセン
ターの機能の充実を図るとともに、ふくしま地域活動団体サポートセンター等
を支援し、地域活動やボランティア活動を推進します。

【具体的施策】（後半）



基本目標Ⅴ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶と安心な暮らしや健康の支援
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【具体的施策】（後半）

【目標】女性等に対する暴力は、人権を侵害する重大な問題であるとの認識を
広め、女性等に対するあらゆる暴力を許さない社会の実現を目指します。

１ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶
(1) 女性等に対する暴力の根絶に向けた取組の推進

（略）
②学校教育において児童生徒の発達段階に応じて、生命尊重、男女平等、男女の

相互理解と協力の重要性など人権尊重に立脚した教育を行い、児童生徒が将来
の暴力に対する被害者、加害者にならないように認識を深める取組を進めます。

（略）

④リーガル・リテラシーを高める啓発活動を行い、女性や少女が人権侵害を我慢
しない意識づくりや環境づくりに取り組みます。

（略）

【具体的施策】



福島県男女共同参画 高校生副読本 で検索

「Be yourself」（平成21年度版福島県男女共同参画高校生副読本）

☆高校生副読本

【内容】
☆人権

・ステレオタイプで決めつけていない？
☆社会を見てみよう

・女性の社会参画 こんなに違うの？
・進んでいます 少子高齢化

☆お互いに性を尊重し合おう
☆未来の自分を考えてみよう
☆身の回りを見てみよう

・夢って制約されるモノ？
・家事って、だれの仕事？ など 38

データなどは古いですが、
アイデアは参考になる部
分もあります。
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こういったマンガなどが、導入として利用しやすいかと思います。

夢って制約されるモノ？ 家事って、だれの仕事？



☆次代の親づくり推進啓発プロジェクト

教師用指導ポイント集（小学校版・中学校版）（2014年）

福島県男女共同参画 教師用指導ポイント集 で検索

【内容】
☆教師用指導ポイント集（小学校版）

・大人になったら
・家庭生活を見つめてみよう
・働くことについて考えよう 等

☆教師用指導ポイント集（中学校版）
・家庭の仕事と役割分担について考えよう
・「女らしさ」「男らしさ」ってなんだろう
・人権について考えよう
・進路について考えよう 等

☆ジェンダーチェック
（小学生向け） （中学生向け）（保護者向け）（教師向け）

など
40

こちらも古いのですが、
指導案などもあり、授業
のヒントが得られると思
います。
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こういったワークシートなどもあり、
すぐに活用できます。
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参考になるサイト（公的機関等）

１）内閣府男女共同参画局

・内閣府の取組（例：リコチャレなど）や調査などの最新情報が得られます。メルマガを登録すると、２週に１回くらいのペースで

ジェンダーの情報に触れることができます。また、さまざまな統計資料・調査資料なども得られます。

・資料「男女共同参画の視点を取り込んだ理数系教科の授業づくり」など指導に役立つ資料がダウンロードできます。

https://www.gender.go.jp/index.html

２）独立行政法人 国立女性教育会館（NWEC・ヌウェック）

・男女共同参画社会の形成を目指した女性教育に関するナショナルセンターのHPです。

・「学校における男女共同参画の推進のための教員研修プログラム」や「学校における女性の管理職登用の促進に向けてⅡ」などの

資料がダウンロードできます。

・「学校における男女共同参画研修 」という教員向け研修を毎年行っています。他地域の先進的な取り組みを知ることができます。

今年度は、令和４年 １０月下旬～ １月下旬に行う予定だそうです。

https://www.nwec.jp/

３）倉敷市教育委員会

小・中向けの人権教育のための指導案や参考資料などがあります。

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/30449.htm

４）神奈川県教育委員会

小・中向けの人権教育のための指導案や参考資料などがあります。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/hr_edu/kyouzai.html
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参考になるサイト（その他）

1）宝塚大学看護学部 日高庸晴教授のサイト

教員のLGBTs意識調査レポート「子どもの“人生を変える”先生の言葉があります」などが読めます。

http://www.health-issue.jp

2）性と生を考える会（奈良）のサイト

『教職員のためのセクシュアルマイノリティサポートブック』には有用な情報が盛りだくさんです。

https://seitosei.wixsite.com/website

3）NPO法人 ReBit（当事者団体）

学習指導案などもあります。特に性的マイノリティ当事者による動画がとても参考になります。

・ https://rebitlgbt.org/project/kyozai

・ https://rebitlgbt.org/project/kyozai/chugakko

性的マイノリティの理解促進・デートDVの防止等を目的として、リーフレット等を作成している地方自治
体も多いです。
教室にサラリとおいておくだけ、あるいは、教員が知識を得て、現状に気づくだけでも、子どもたちのた
めになるはずです。


