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『

セクシュアル・ライツ（性の権利）としての
包括的セクシュアリティ教育をともに創る！
性・セクシュアリティは、私たちが健康で幸福に生きる重要な基盤であり、まさに人権の問題と密接

に関係する課題です。こうした観点から、包括的セクシュアリティ教育への取り組みは、すでに国際
的な潮流となっています。セクシュアリティ教育は、生殖の知識にとどまらず、人間関係を中心に据
え、多様性を前提としたジェンダー平等の視点を基盤にしています。本誌は、セクシュアリティ教育
を実践していくための理論的基盤を確かなものにし、性の学習のイメージを広げ、すぐれた教育実
践を創り共有していくことを目指します！

最新号
Jan.2021 No.
【総

論】

99

＊定期購読は送料無料です

特集▶

―サークルを基盤に、
「ガイダンス」を学んで―
鈴木 幸子

【座談会】

■ 包括的性教育をめざす助産師の取り組みと協働の展望
安藤 由美子・土井 希実・藤縄 郁美・司会：田代 美江子

考】

■ セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
アボーションケアについて
漆原 絢子
■ 助産師に求められるセクシュアル・プレジャーの視点
森下 恵理子

■ 自分を大切に・ひとも大切に、ライフサイクルをみすえた性教育
山﨑 真子

【実

雑誌の詳細は http://www.seikyokyo.org/ へアクセス！

助産師と包括的性教育

■ 性教育と助産師の関わりをめぐる現状と課題

【論

田代美江子（本誌編集長、埼玉大学教育学部教員）

践】

■ 大人もアクティブラーニングな性の健康教育を主体的に学ぶ
やまがた てるえ

■「子育てあるある」を語り合う

■次号 ２０21年 4月 増刊号 100号
4月 通巻号 101号

在川 有美子

■ 助産師が行く！
「いのちの出前講座」
■ オンラインでの「相談室」と親子向け性教育講座

渡邉 安衣子

■ インタビュー

渡邉 安衣子

【対

談】

■ 助産師とのより良い協働に向けて学校ができること

佐藤 由香・篠原 美香

【論

考】

■「国際セクシュアリティ教育ガイダンス改訂版」の大事な点①
―キーコンセプト「人間関係」の大切さ―

号より

―新たなキーコンセプトと学習内容の発展的な改訂を踏まえて― 鈴木 茉央

【座談会】

■「性教協全国助産師サークル」の誕生とこれから

萩原 仁美・工藤 有里・森下 恵理子・永冨 さと子・編集：水野 哲夫

特集▶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〜（仮）
特集▶性教育・性教協の40年を総括する（仮）

名

住

所
（送付・請求宛先）

Amazon▶

『季刊SEXUALITY』で検索

バックナンバーの注文
電話番号

氏

やまがた てるえ

■「国際セクシュアリティ教育ガイダンス改訂版」の大事な点②

sexuality@eidell.co.jp

定期購読開始

性教育を受けた親や子の リアルボイス

◀最新号のご注文は▶

◀メール

谷口 貴子

〒

号数を記入→

職業

＊定期購読は送料無料でお届けいたします
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人間と性をめぐる教育と文化の総合情報誌

最新号
Jan.2021 No.

99

特集▶

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―

51号 性教育のこれまでとこれから

67 号 造られるからだ 造られるボディイメージ

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

52 号 “つながり”をつくる性教育

68 号 学校にゆたかな性の学びをつくるための協同

84 号 学校で性教育をはじめるために その 1

53 号 子どもの権利条約と子どもの性

69 号 子育て・子ども支援とジェンダー / セクシュアリティ

85 号 増刊号 高齢期の性と生を拓く

54 号 HIV と共に生きている

70 号 増刊号 エッセイ◉性の多様性虹の架け橋をわたる

86 号 学校で性教育をはじめるために その 2

55 号 増刊号 性教育プリント 52 選

71号 性教育実践 2015

87 号 子どもの生きづらさと性と生

56 号 性教育と教科書

72 号 性教育実践のためのキーワード 51

88 号 君たちは〈性〉をどう生きるか

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

73 号 〝性の権利〟ってなに？〜脱貧困・脱暴力から平和へ

89 号 東京都における性教育をめぐる新たな動き

58 号 いのちをめぐる現在

74 号 学びの場における多様性と人権

90 号 増刊号 障害のある人たちの包括的セクシュアリティ教育

59 号 「いのちの学習」を問い直す

75 号 増刊号 沖縄から学ぶ―「平和と性の権利」の実践をつくる

91号 今こそ性の学びの協働を！

60 号 増刊号 障害のある人たちのセクシュアリティ

76 号 家族を学ぶ

92 号 「性教育の手引」
（東京都）の到達点と課題

61号 見落とさないで！ 「性的いじめ」

77 号 「道徳」と性教育

93 号 SNS と性に向き合う

62 号 ここからスタート！ 幼児への性教育

78 号 セーフティネットとしての性教育

94 号 性教育と法の関係が丸ごとわかる事典

63 号 スポーツ・部活動とセクシュアル・ハラスメント

79 号 子どもの貧困と性教育の可能性

95 号 増刊号 性教育実践 2020

64 号 子どものための「性の権利ハンドブック」

80 号 増刊号 性教育実践 2017

96 号 包括的性教育を実践する力をつける

65 号 増刊号 日本の性教育を展望する

81号 法の中の性、そして性教育

97 号 オリンピック・パラリンピックと〈性〉

66 号 いま、生涯の性を見つめなおす

82 号 「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」を活かす

98 号 生活から「性の多様性」を学ぶ

◀メール

◀定期購読のお申し込みは▶

03-3234-4644

sexuality@eidell.co.jp

定期購読開始

号より
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氏
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