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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

◀Amazon▶
105『季刊SEXUALITY』106

◀最新号のご注文は▶◀メール
sexuality@eidell.co.jp

TEL：03-3234-4641／FAX：03-3234-4644〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-9
発行：

世界の性教育のつくりかた

通常号106No.Apr.2022

性教育実践2022
増刊号 105No.Apr.2022

―「生命（いのち）の安全教育」をのりこえる
　 人権を基盤とした包括的性教育へ―

http://www.seikyokyo.org/
mailto:sexuality@eidell.co.jp
www.amazon.co.jp/dp/B09XB35FBH
www.amazon.co.jp/dp/B09X1XD12N


季刊セクシュアリティ★
特集105No.Apr.2022

増刊号

106No.Apr.2022
通常号 世界の性教育のつくりかた特集

性教育実践2022
―「生命（いのち）の安全教育」をのりこえる人権を基盤とした包括的性教育へ―

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

◀Amazon▶
105『季刊SEXUALITY』106

◀メール
sexuality@eidell.co.jp

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：

実　践◉

論　考◉

インタビュー◉

【 小学校 】
子どもを一人の人間としてみる
～いじめにつながる排除と差別を乗り越える～………………………………………… 竹下 清一朗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …………水野 哲夫

【 特別支援 】
豊かなふれあい文化とともに進める「こころとからだ」
知的障害特別支援学校小学部の授業づくり ………………………………………………… 高樹 あかね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …………伊藤 修毅

【 小学校 】
いろいろな家族がある ～多様な生き方を学ぶ出発点として～ …………… 柳 富代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …………伊藤 修毅

【 障害のある若者の学びの場 】
自分らしく幸せに生きるために
～ふれあいの保障と仲間との学び～ …………………………………………………………………乙須 直子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて ………伊藤 修毅

【 外部講師 】
「子どもの権利条約」からスタートする「からだの権利」……………相楽 育美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …………水野 哲夫

私たち大人に求められること
―スクール・ソーシャルワークの視点から― …………梅山 佐和・聞き手 及川 英二郎

【 高等学校 】
「同意」に関する授業―「生命（いのち）の安全教育」スライド教材とアニメーション
「Consent for kids」を比較してみて ……… 大東学園高校 性と生チーム　鈴木 光・荻野 雄飛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …… 及川 英二郎

【 大　学 】
意見表明権の重要性 ―「守る」とはどういうことか― ……………… 及川 英二郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて ………水野 哲夫

【 乳幼児 】
5歳児と行うからだのはなし ～乳幼児期の性教育を考える～ … 北山 ひと美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …… 及川 英二郎

【 高等学校 】
LGBTQ+への理解と学校の制服について
 ……………………… 川崎市立川崎高等学校2学年　総合的な探究の時間 川瀬竜輔ゼミ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて ………渡辺 大輔

【 中学校 】
自分の中の思い込みに気づき、
ここちよい人間関係について考える授業を目指して…………………本間 真紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …………水野 哲夫

【 その他 】
生きづらさを抱えた子ども、若者たちとの性教育………………… 金子 由美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて … 及川 英二郎

【 高等学校 】
高校生と考える「性的同意」と「性交」………………………………………………… 谷村 久美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …………伊藤 修毅

【 全般　学校から地域へ 】
「性犯罪・性暴力対策」につながる義務教育9年間での
性の学びはここから……………………………………………………………………………………………菊池 準子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …………水野 哲夫

【 高等学校 】
日本軍「慰安婦」と性暴力の授業に取り組んで…………………………………… 折井 春
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説◉ 本実践に寄せて …… 及川 英二郎

「生命（いのち）の安全教育」をのりこえる
―「性と人権」・「暴力と安全の確保」に関する確かな教育プログラムを― …………水野 哲夫

■韓国における包括的性教育実践とその課題  …………………………　李 明 花

■中国における性教育の制度と実践  …………………………………　郭 立 夫

■【台湾】ジェンダー平等教育、あるいは「孤立無縁の島」の試み
 ……………………………　Tommi Paalanen・Tiina Vilponen／監訳　渡辺大輔

■オランダの性教育
―市民性教育として性教育を見直す― ……………………………………　リヒテルズ 直子

■■性と人権に係わるキーワード解説
性の健康と権利／ジャスティス／プレジャー  ………………………………………　東 優子

 ……………………………………………………………………………………………　福永 玄弥
■フィンランドの性教育 ～NGOによるセクシュアリティ教育と教育者養成を中心に～

■【日本】家庭での性教育の実態と課題
―「2021年全国おうち性教育実態調査」の基礎分析―  ……　林 雄亮・土田 陽子

■アメリカにおける性教育政策の現状  …………………………………　北田 佳子

■イギリスの性教育  …………………………………………………………………　広瀬 裕子

■スウェーデンの性教育のあゆみ
―RFSUと義務教育を中心に  …………………………………………………………　大山 治彦

■「ユースから見た性教育の実態調査報告書」について 高島 朝海
【データを読む】

■タイの性教育  ……………………………………………………………………　橋本 紀子

www.amazon.co.jp/dp/B09XB35FBH
www.amazon.co.jp/dp/B09X1XD12N


増刊号
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
103号 包括的性教育をすすめるためのキーワード63
104号 「生理の貧困」から「生理の尊厳」へ

増刊号

増刊号

増刊号

増刊号

増刊号

増刊号

増刊号

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）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

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

〒

TEL：03-3234-4641／FAX：03-3234-4644〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-9
発行：

＊定期購読は送料無料でお届けいたします

最新号 105No. 特集▶Apr.2022

◀メール FAX▼
sexuality@eidell.co.jp 03-3234-4644

◀定期購読のお申し込みは▶

性教育実践2022
―「生命（いのち）の安全教育」をのりこえる人権を基盤とした包括的性教育へ―

106No. 特集▶Apr.2022 世界の性教育のつくりかた

増刊号

通常号


