
■次号　２０22年1月号　104号　特集▶「生理の貧困」（仮）

人間と性をめぐる教育と文化の総合情報誌

季刊セクシュアリティ

企画編集：“人間と性”教育研究協議会 年5冊（4月     ・7月・10月・1月）発行増刊号
通常号

年間購読料　定価8.580円（税込）
通常号 定価1,650円（税込）
増刊号 定価1.980円（税込）

定期購読開始　　　　号より バックナンバーの注文 号数を記入→

氏　名

住　所（送付・請求宛先）

電話番号 職業

〒
＊定期購読は送料無料でお届けいたします

包括的性教育をともに創っていきましょう
『季刊セクシュアリティ』は、性教協 (“人間と性”教育研究協議会 )のメンバーが編集委員となって作っています。性・セ
クシュアリティにかかわる世界と日本の情報、包括的性教育の理論と実践をお届けする、国内唯一の定期刊行誌です。
あらためて性の学びの必要性がクローズアップされている今、多様性を前提に、ジェンダー平等と人権尊重を基盤とし
た包括的性教育の重要性はいっそう増しています。本誌を舞台に、多彩で豊かな交流を通じて、包括的性教育の創造を
ともに進めていきましょう。 水野哲夫（本誌編集長、性教協代表幹事）

雑誌の詳細は　http://www.seikyokyo.org/ へアクセス！＊定期購読は送料無料です

◀メール Amazon▶
sexuality@eidell.co.jp 『季刊SEXUALITY』で検索

TEL：03-3234-4641／FAX：03-3234-4644

◀最新号のご注文は▶

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-9
発行：

すすめるための
包括的性教育を

キーワード63

特集

最新号 103No.Oct.2021

性教育に関わる人必携！
「キーワード集」６年ぶりにリニューアル!!

http://www.seikyokyo.org/
www.amazon.co.jp/dp/B09HHLJ8LF
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◀メール Amazon▶
sexuality@eidell.co.jp 『季刊SEXUALITY』で検索
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発行：

❶ 人間関係
 1 多様な家族
 2 友情・愛情・恋愛
 3 ピアプレッシャー
 4 結婚・非婚・未婚・離婚・再婚・シングルライフ
 5 性的意思決定をする力
 6 生涯にわたる性
❷ 性と社会と人権
 7 選択的夫婦別姓・同性婚
 8 性と貧困（性教育を進める時に見落とされがちな人びとについて）
 9 ｢男女共同参画」とは
 10 ｢性をめぐる子どもの権利と法律」リーガルリテラシー
 11 性暴力と法律、相談先
 12 ソーシャルメディアとメディアリテラシー
❸ ジェンダーの理解 
 13 男女平等からジェンダー・セクシュアリティ平等へ
 14 性の多様性―LGBTとSOGIE
 15 性自認とトランスジェンダー／シスジェンダー
 16 性的指向（セクシュアル・オリエンテーション）
 17 ジェンダーとセックス
 18 ｢男らしさ・女らしさ」って？
❹ 性と暴力
 19 紛争・戦争と性暴力
 20 からだの権利
 21 プライベートゾーン・プライベートパーツ
 22 性暴力とは何か
 23 レイプ
 24 性（的）虐待
 25 スクール・セクハラとわいせつ教員対策法
 26 性の商品化と人権
 27 性的いじめ
 28 子どもの性の商品化
 29 DV  デートDV
 30 性的同意と性的合意

❶ 人間関係
 1 多様な家族
 2 友情・愛情・恋愛
 3 ピアプレッシャー
 4 結婚・非婚・未婚・離婚・再婚・シングルライフ
 5 性的意思決定をする力
 6 生涯にわたる性
❷ 性と社会と人権
 7 選択的夫婦別姓・同性婚
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 9 ｢男女共同参画」とは
 10 ｢性をめぐる子どもの権利と法律」リーガルリテラシー
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 12 ソーシャルメディアとメディアリテラシー
❸ ジェンダーの理解 
 13 男女平等からジェンダー・セクシュアリティ平等へ
 14 性の多様性―LGBTとSOGIE
 15 性自認とトランスジェンダー／シスジェンダー
 16 性的指向（セクシュアル・オリエンテーション）
 17 ジェンダーとセックス
 18 ｢男らしさ・女らしさ」って？
❹ 性と暴力
 19 紛争・戦争と性暴力
 20 からだの権利
 21 プライベートゾーン・プライベートパーツ
 22 性暴力とは何か
 23 レイプ
 24 性（的）虐待
 25 スクール・セクハラとわいせつ教員対策法
 26 性の商品化と人権
 27 性的いじめ
 28 子どもの性の商品化
 29 DV  デートDV
 30 性的同意と性的合意

❺ 人間のからだと発達
 31 からだ観・ボディイメージ
 32 性分化（からだの性の成り立ち）
 33 性分化とDSDｓ：体の性の様々な発達
 34 性的発達段階
 35 排卵・月経
 36 射精
 37 思春期のからだとこころ
 38 生殖の仕組み
 39 性に関するからだとこころの悩み
❻ 性的行動と性の健康
 40 性交・性行為・性行動と「性的接触」
 41 自慰（マスターベーション）
 42 障害児・者のセクシュアリティ  性的行動
 43 セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
 44 避妊
 45 コンドーム
 46 ピル・経口避妊薬
 47 セクシュアルプレジャー：Sexual Pleasure
 48 性感染症
 49 人工妊娠中絶
 50 不妊・生殖補助医療の動向
 51 出産
❼ これからの性教育を展望する
 52 多様性（ダイバーシティ）と交差性（インターセクショナリティ）
 53 セクシュアリティ
 54 家庭における性教育
 55 「ガイダンス」における「知識・態度・スキル」
 56 18 歳成年と性教育
 57 ジェンダー・性教育バッシング
 58 学習指導要領
 59 ｢ここから裁判」と性教育の行方
 60 生命（いのち）の安全教育
 61 性教育と道徳教育
 62 テーマ主義と課題主義
 63 性教育をめぐる協働
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56号 性教育と教科書
57号 知っていますか！？ スクール・セクシュアル・ハラスメント
58号 いのちをめぐる現在
59号 「いのちの学習」を問い直す
60号  障害のある人たちのセクシュアリティ
61号 見落とさないで！ 「性的いじめ」
62号 ここからスタート！ 幼児への性教育
63号 スポーツ・部活動とセクシュアル・ハラスメント
64号 子どものための「性の権利ハンドブック」
65号  日本の性教育を展望する
66号 いま、生涯の性を見つめなおす
67号 造られるからだ 造られるボディイメージ
68号 学校にゆたかな性の学びをつくるための協同
69号 子育て・子ども支援とジェンダー/セクシュアリティ
70号  エッセイ◉性の多様性虹の架け橋をわたる
71号 性教育実践 2015

72号 性教育実践のためのキーワード51
73号 〝性の権利〟ってなに？～脱貧困・脱暴力から平和へ
74号 学びの場における多様性と人権
75号  沖縄から学ぶ―「平和と性の権利」の実践をつくる
76号 家族を学ぶ
77号 「道徳」と性教育
78号 セーフティネットとしての性教育
79号 子どもの貧困と性教育の可能性
80号  性教育実践 2017
81号 法の中の性、そして性教育
82号 「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」を活かす
83号 子どもに関わるすべてのおとなに必要な性の理解と取り組み
84号 学校で性教育をはじめるために　その1
85号  高齢期の性と生を拓く
86号 学校で性教育をはじめるために　その2
87号 子どもの生きづらさと性と生

88号 君たちは〈性〉をどう生きるか
89号 東京都における性教育をめぐる新たな動き
90号  障害のある人たちの包括的セクシュアリティ教育
91号 今こそ性の学びの協働を！
92号 「性教育の手引」（東京都）の到達点と課題
93号 SNSと性に向き合う
94号 性教育と法の関係が丸ごとわかる事典
95号  性教育実践 2020
96号 包括的性教育を実践する力をつける
97号 オリンピック・パラリンピックと〈性〉
98号 生活から「性の多様性」を学ぶ
99号 助産師と包括的性教育―サークルを基盤に、「ガイダンス」を学んで―

100 号  人権を基盤とした包括的性教育を！
　　　　～創刊100号をあらたなスタート地点として～

101号 性教育・性教協の「今」─性教恊設立40年─
102 号 「暴力と安全確保」を学ぶ
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