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３　セクシュアル・マイノリティだということが　　知られていじめを受けている

Ｑ 　ゲイの男子中学生です。クラスの男っぽい女子が「おとこおん
な」とからかわれているのを見て、自分がゲイだとばれないよ
うに気をつけていたのですが、スマートフォンでゲイサイトを
見ていた履歴を友達に見つかってしまい、「ホモ」、「おかま」
とからかわれたり、シカトされたりするようになりました。学
校に行くのが本当につらいです。

Ａ 　あなたは１人ではありません。あなたの力になりたいという大
人は、実はたくさんいます。信頼できる人やさまざまな電話相
談窓口、弁護士などを使って、一緒に悩みを考えましょう。

あなたがいじめられてよい理由などない

　「おとこおんな」とからかわれている子も、そして、「ホモ」、「おかま」
とからかわれ、シカトされているあなたも、本当につらい気持ちだと思
います。
　多くの人が、「いじめは確かに悪いことかもしれないけれど、いじめ
られる側にも原因がある」といいます。男子なのにナヨナヨしているな
ど、他の人と違ったところがある、場の空気を読まない、他の人に迷惑
をかけている、といったことがいじめられる側の「問題」だといいます。
　しかし、それは100％間違った考え方です。周りの人と違っていると
ころや、足りないところが、まったくない人などいませんし、周りにま
ったく迷惑をかけないで生きている人もいません。

　　chapter 6　トラブル編
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　「いじめられる側にも問題がある」というのは、結局、どんな人に対
しても責任を押しつける言葉に過ぎないのです。
　私たちの社会は、年齢も、生まれ育った環境も、外見も、ものの感じ
方や考え方も、１人ひとりが違っているのが当たり前です。そして、そ
の違いをお互いに認めあい、大切にしながら、社会は成り立っています。
法律も、１人ひとりを尊重することを大前提にして、この社会がうまく
まわることを目指して、本来は作られています。
　ところが、同じ年代の子どもが集まり、同じ服を着て、同じ授業を受
け、同じような目標に向かっている学校では、少しの違いがとても目立
ち、そしてその違いを尊重せずに、むしろいじめの対象にしてしまいま
す。これは、まったくおかしなことです。
　特に、セクシュアル・マイノリティの子どもは、いじめの被害を受け
る割合がとても高いことが、調査でわかっています。子どもがセクシュ
アル・マイノリティについて理解していないだけでなく、学校の先生な
どの大人までもが、「女らしくしなさい」、「ホモ」、「気持ち悪い」など
と生徒の前でいい、セクシュアル・マイノリティの生徒を傷つけている
無理解な現状が、残念ながらあります。

でも、あなたは１人ではない

　あなたは今、とても１人ぼっちに感じていると思います。
　でも、あなたは、１人ではありません。あなたの話を聴きたい、一緒
に考えたい、一緒に動きたい、そう思っている大人が、この社会には、
あなたの想像以上に実はたくさんいます。
　学校の中でも、担任の先生がセクシュアル・マイノリティに理解がな
くても、保健室の先生やスクールカウンセラーが、あなたの気持ちを受
けとめてくれるかもしれません。
　本当は、親に相談できればよいのですが、親に心配させたくないとい
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う思いで相談しないと考えているかもしれません。ましてや、いじめの
原因が、あなたがセクシュアル・マイノリティだと知ったとき、親が受
けとめてくれるかどうか心配で話せない、ということもあるでしょう。
　そんなときは、電話であなたの話を受けとめてくれるところがありま
す。全国に「チャイルドライン」という、子どもの声をじっくりと聴い
てくれる電話相談がありますし、文部科学省も電話相談を24時間受けて
います。
　そして、弁護士も、子どもからの電話相談を受けています。ニュース
やドラマなどの影響で、弁護士は法廷で裁判をしているイメージが思い
浮かびやすく、あなたの学校でのいじめを助けてくれるというのは、あ
まりイメージができないかもしれません。ですが、弁護士は、あなたが
どんないじめを受けてきたのかを整理し、あなたが今どうしたいのか、
これからどうしたいのかを一緒に考える存在です。もしもあなたが望め
ば、自分の親、先生や学校、いじめた相手などに、あなたと一緒に、あ
るいは、あなたの代わりに、あなたの考えを、伝えることができます。
　弁護士というと裁判のイメージが強いですが、裁判だけではなく、い
ろんな話しあいのやり方を弁護士はすることができます。今のつらい状
況を変えて、あなたがあなたらしく、安心した毎日を過ごせるように、
一緒に作戦を考えていきましょう。　
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「女っぽい」ことへのコンプレックス

　小学校の頃、私はおとなしい男の子で、男の子の乱暴な遊びに入

っていくことができず、仲のよい２人の女の子とよく遊んでいまし

た。高学年になると多くの男の子は野球をするようになるのですが、

私は野球は大嫌い。大好きだったのはバレーボールで、当時流行っ

ていた「アタックNo.1」、「サインはＶ」といった女子バレーマン

ガを夢中になって見ていました。

　女の子と遊ぶ男の子はよくバカにされます。私の場合も、同級生

から「こいつ、女みてえでやんの」とはやされたり、近所のおばさ

んから「男の子はみんな野球をしているのに、靖君は変わっている

のね」といわれたりして、「女っぽい」男がバカにされるのだとい

う事実はしっかりと私の心に刻み込まれました。女の子と遊んでい

ても、どこか負い目を感じながらであり、いつまたバカにされるか

もしれないという不安が心のどこかにありました。そのため、中学

校に入って環境が変わったら「男らしくなろう」と、いつしか深く

心に決めていたのです。

　中学校は地元から離れた中高一貫の男子校だったので、心機一転

生まれ変わるには好都合でした。言葉づかいをできるだけ男言葉に

変え、スポーツで体を鍛えたり、座り方やカバンの持ち方などのち

ょっとした仕草も男っぽくしようと意識したりしました。そうした

「努力」の甲斐あって、どこかしっくりこない感じはありましたが、

表面上はやさしいタイプの男という程度に自分を「直す」ことはで

きました。

ある50歳代ゲイのライフヒストリー

永野 靖

コ ラ ム
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　しかし、どうしても使えなかった男言葉があります。それは「俺」

という１人称です。無理して「俺」といおうとしても、自分が自分

でないような気がして、とても強い違和感があり、どうしても使う

ことができませんでした。とうとうある日、友人から「こいつ、俺

っていわないよなあ」といわれてしまいました。その友人は軽い気

持ちでいったのでしょうが、私にとっては気にしていたことをズバ

リ指摘されて、足元が崩れ去っていくような衝撃でした。その日以

来、私はなるべく１人称を使わないで話すようにしました。そして、

会話が１人称のところに来るたびにノドが詰まるような思いをして

きたのです。

同性愛であることの気づきと衝撃

　思春期のいわゆる性に目覚める頃になっても、私は女性に性的関

心を持つことがありませんでした。同級生たちは女性のヌード写真

を回し見して喜んでいましたが、私は何がおもしろいのかさっぱり

理解できず、自分は性に関しては奥手なのだということで自分自身

を納得させていたのです。しかし、私の性的欲求は確かに男性に向

かっていました。かっこいい上級生に目が行っていましたし、プー

ルでたくましい水泳選手の体に見とれていたりもしました。それで

も、自分の性的欲求が男性に向かっているのだという自覚はなかな

か生まれませんでしたし、まして自分が同性愛者なのだとは夢にも

思いませんでした。当時の私にとって、同性愛者、ゲイ、ホモとい

った言葉で思い浮かべるイメージは、女装している人や特殊なセッ

クス愛好家というものでしたし、同性愛に関する正確な情報はまっ

たくなく、自分の性のあり方に同性愛という言葉をあてはめること

など到底できなかったのです。そんな私も、高校２年生位になると、

どうも自分は周りのみんなとは違うようだとうすうす気づきはじめ、

とうとう自分は同性愛者なのだと明確に気づくにいたります。その

ときは不治の病を宣告されたような衝撃でした。自分は、あの「変
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態性欲者」である同性愛者なのですから。

自分以外の同性愛者とどうしたら会えるのかわからない

　中学校・高校と男子校だったので、大学に入って女性と日常的に

接触するようになれば、女性を好きになることもあるかもしれない、

そんな淡い期待もありましたが、男性に性的欲求が向かっていると

いう私の性のあり方は大学に入っても変わりませんでした。大学で

も同性愛に関する情報はまったくありません。心理学や精神分析の

本を読んでも、同性愛者は「異常性欲」、「性的倒錯」として語られ

ており、ますます混乱するばかり。自分以外の同性愛者とどうした

ら会うことができるのかまったく見当もつかず、私は途方に暮れて

いました。

　そんな中で、大学２年生の頃、初めて同性愛に関する肯定的な情

報に出会います。それが「宝島」という雑誌に掲載されていた大塚

隆史さんのゲイリブの考え方を紹介した文章です。その文章で私は

カミングアウトという言葉を知りました。一方で、本当に信用でき

る人なのかという警戒心がとても強かったので、その文章に載って

いた連絡先住所に手紙を出すことはできませんでした。こうして自

分以外の同性愛者に出会うことができないまま、私は大学を卒業し、

銀行に就職しました。

自分以外のゲイとの初めての出会い

　銀行に就職して２～３年後、このままじゃいけないと思い立って、

学生時代の信頼していた先輩に手紙で自分が同性愛者であることを

打ち明けました。大塚さんの文章に励まされながらも、受け入れて

もらえるかどうか不安で、大塚さんの文章に出会ってからカミング

アウトを決意するまでには数年かかった訳です。しばらくすると、

その先輩が心のこもった返事とともに、何と「薔薇族」と「アドン」

というゲイマガジンを送ってきてくれたのです。当時の出会いの手
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段である文通欄はこわくて使えなかったのですが、ゲイの権利につ

いて考えるという「IGA日本」という団体の記事があり、そこなら

真面目な人がいるかなと思い、数か月間迷った末、思い切って連絡

を取り、ミーティングに参加してみることにしました。身元のわか

るものは一切持たずにドキドキしながら事務所を訪ねてみたところ、

そこにはどこにでもいるような「普通」の人たちがいました。その

日が私の自分以外の同性愛者に出会った初めての日です。

自分の性のあり方を受け入れる

　その後、私は「動くゲイとレズビアンの会（アカー）」という団

体の活動に参加しました。アカーのメンバーとゲイとしてのライフ

ヒストリーをお互いに語りあったりして、私は同性愛という自分自

身の性のあり方を少しずつ受け入れていきました。ある日の話しあ

いで、女っぽいとバカにされたり、俺という１人称を使えないこと

に悩んだりという共通の経験を持つメンバーもたくさんいることが

わかり、私１人ではないことを知ってとても気持ちがいやされたこ

とを今でも鮮明に覚えています。そのとき以来、私は自分にとって

楽な言葉づかいや仕草を取り戻していきました。

　私は1959年生まれです。確かに最近では、私の世代よりは同性愛

に関する正しい情報を入手しやすくなりました。しかし、同性愛者

は異性愛者の両親から生まれますので、自分以外の同性愛者がどこ

にいるのかがわからないという孤立した状態から出発することは、

今でも変わりません。同性愛に関する世の中の偏見や無理解があり、

学校でも家庭でも同性愛について正しい知識を教えられない中で、

自分自身が同性愛であると気づき、それを受け入れるのは大変なこ

とです。もしかして、あなたの悩みと私の経験に共通するものがあ

ることで、あなたが「自分１人ではない」と知って少しでも気持ち

が楽になるのであれば、とてもうれしく思います。
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appendix１

相談機関一覧

　最初に、セクシュアル・マイノリティ専門、または、セクシュアル・
マイノリティに対応していると、明らかにしている機関を紹介します。
　「セクシュアル・マイノリティ専門」といっているところでなくても、
もちろん相談をして大丈夫です。けれど、「専門」とか「対応していま
す」とかはっきりいってくれているところには、遠慮せずに話しやす
いし、もともと、セクシュアル・マイノリティが直面する問題にどう
対応すればよいかを考えているところなので、安心して相談できるか
と思います。
　薬物、HIV、性暴力、DVなどに関することについて相談できるとこ
ろもあります。もちろん、セクシュアル・マイノリティであることを
隠さずに話して大丈夫です。
　どこも電話での相談は無料です。ただ、フリーダイヤル以外のとこ
ろは、通話料がかかります。
　もし、１つのところに話して、うまく相談できなかったり、十分に
情報がもらえなかったりしたら、遠慮せず、あきらめず、同じところ
にもう１回相談するか、他の相談機関に連絡してみましょう。大変だ
と思いますが、あなたが抱えている問題を解決してくれるところは、
必ずあるはずです。
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【弁護士】
弁護士に無料で相談できます。
　セクシュアル・マイノリティに関するあらゆる法律問題について、電話で

直接、弁護士と話をして相談することができます。

　●「東京弁護士会　セクシュアル・マイノリティ電話法律相談」
電話番号：03 - 3581- 5515

対応日時：第２・第４木曜日の午後５時～午後７時

　祝祭日の場合、翌金曜日に行います。詳細は、東京弁護士会のホーム

ページ（http://www.toben.or.jp/know/iinkai/ryousei/news/post_26.html）

で確認できます。

　●「大阪弁護士会　弁護士によるLGBTsのための電話相談」
電話番号：06 - 6364 - 6251

対応日時：毎月第４月曜日の午後４時～午後６時

　祝祭日や年末年始は日にちが変更されることがあります。詳細は、大

阪弁護士会のホームページ（http://soudan.osakaben.or.jp/freetel/#lgbt）で

確認できます。
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appendix ２　

おすすめの本・ホームページ

０　　全体にかかわる情報サイト
　　　

　　　「All About　セクシュアルマイノリティ・同性愛」
　　http://allabout.co.jp/gm/gt/1776/

　レズビアン、ゲイなどをはじめとしたLGBT、セクシュアル・マイノリテ

ィに向けて情報発信をするサイト。モテる技から、コミュニティ案内まで

幅広く紹介しています。

　　　

          「2CHOPO　LGBTのためのコミュニティサイト」
　　http://www.2chopo.com/

　「読み物」、「イベント」、「店舗」、「グラビア」などのページから構成され、

LGBTシーンの最新情報を紹介。「読み物」では、多彩な執筆陣による連載

コラムが読めます。

１　   セクシュアル・マイノリティって何？　
　　　

　　　薬師実芳、古堂達也、小川奈津己、笹原千奈未著
　　　『LGBT ってなんだろう？──からだの性・こころの性・好きになる
　　　性』（合同出版・2014 年）
　大学生を中心にしたNPO法人「ReBit」のメンバーによるLGBTの基本解

説書。特に、LGBTの子どもたちが、学校生活や友達との関係でどんな問題

に直面しているのか、学生の体験に基づいて語られています。

　　　

         

　　　

          

　　　
　　　『LGBT ってなんだろう？──からだの性・こころの性・好きになる
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　　　日高庸晴監著、星野慎二ほか著
　　　『LGBTQを知っていますか？──「みんなと違う」は「ヘン」じゃない』

　　（少年写真新聞社・2015年）

　セクシュアル・マイノリティの思春期について、専門家の解説や当事者

のインタビューを交えて解説。養護教諭向けの章もあり、学校現場として

望まれる対応とともに、授業例なども紹介しています。

　　　

　　　野宮亜紀、針間克己、大島俊之、原科孝雄、虎井まさ衛、内島豊著
　　　『性同一性障害って何？──一人一人の性のありようを大切にするた
　　　めに〔増補改訂版〕』（緑風出版・2011 年）
　2003年の性同一性障害者特例法の成立にかかわった当事者、研究者、医師

らによる共著。性同一性障害とは何か、具体的な性別の変更などについての

基礎知識を網羅しています。

　　

　　　井田真木子著
　　　『もう１つの青春──同性愛者たち』（文藝春秋・1997年）
　府中青年の家事件の裁判を闘った若者たちの様子を描いた作品。1990年

代、それぞれがゲイを自覚し、葛藤の中で、集まり、現在よりもはるかに困

難な状況の中、時代を切り開いた軌跡が描かれています。

２　   セクシュアル・マイノリティの暮らし

　　　尾辻かな子著
　　　『カミングアウト──自分らしさを見つける旅』（講談社・2005年）

　大阪府議会議員時代にレズビアンをカミングアウトした著者の自伝。そ

の後著者は、日本初のカミングアウトをしたセクシュアル・マイノリティ

の国会議員となります。レズビアンという自分を受け入れることをはじめ、

「自分らしさとは？」を問い直す１冊。

　　　

　　　
　　　

　　　野宮亜紀、針間克己、大島俊之、原科孝雄、虎井まさ衛、内島豊著
　　　『性同一性障害って何？──一人一人の性のありようを大切にするた

　　　
　　　『もう１つの青春──同性愛者たち』（

　　　

　　　『カミングアウト──自分らしさを見つける旅』（


