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＜自由部門＞ 

 

セクシュアルマイノリティ支援団体BALLoon による LGBT 啓発活動 

―ALLY の輪を広げよう！― 

 

木村 早希（初等 教育科学・３年）他17名 教職員4名 

 

１．活動概要 

昨年に引き続き「ALLY の輪を広げよう！」

をテーマにイベントを企画し、年間通じて

本学における「セクシュアルマイノリティ」

に対する理解を深める活動として、勉強会

やイベント等、学外から講師を招待しての

公演などを行った。“ALLY”とは LGBT を理

解し、味方になりたいと思う人のことを指

す。 

日本にLGBTの人々は13人に1人いる（電

通ダイバーシティ・ラボ「電通 LGBT 調査

2015」）と言われており、40 人学級だと２、

３人居る計算になる。文部科学省からも

2016 年に「性同一性障害や性的指向・性自

認に係る、児童生徒に対するきめ細やかな

対応等の実施について（教職員向け）」と

いう通知があり、教育分野でも注目すべき

課題の一つと言える。しかし、本学のカリ

キュラムにおいて LGBT やジェンダーを扱う

授業は必須とされていないため、多くの生徒

が性的マイノリティへの知識が無いまま教

育現場、心理、福祉現場に出ていくことにな

る。よって、BALLoon は本学生に LGBT の知識

を広めるための活動をしている。 

 

２．実施状況 

〇アンケート調査 

AIKYO ALLY WEEK を行うにあたって、本学

生がセクシュアルマイノリティについて

どのくらいの知識を持っているのか、

BALLoon に何が求められているのか、2017

年９月３日～１０月２日の期間で Google

フォームでアンケート調査を実施した。 

結果、ワークショップ形式の講座で、セク

シュアルマイノリティに関する事例検討

を行うものに参加したいという希望が多

かった。 

〈AIKYO ALLY WEEK〉 

2017 年 12 月 4日～12月 10 日 

ALLY の輪を広げるため、学内で学生に LGBT

の知識を広める活動を行った。 

〇リーフレット作成 

LGBT の知識を広めることと、ALLY WEEK の

宣伝を兼ねてリーフレットを作成し、学内

で配布した。 

 

〇勉強会 

12 月 4日～8日の業後に BALLoon メンバー

による基礎講座や、メンバーと共に考える

事例検討などを行った。毎回の内容につい

ては事前に行ったアンケート調査から、学

生の興味関心に沿って毎回異なるものを

設定した。 

○書籍紹介 

12 月中、図書館一階にてセクシュアルマイ

ノリティに関する書籍を選出し、BALLoon

メンバーが作成したポップと共に展示し

た。また、ALLYWEEK 中、去年に引き続き生
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協にてセクシュアルマイノリティに関連

する小説、絵本、漫画、書籍の特設コーナ

ーを設けた。

 

 

○お茶会 

自分のセクシュアリティを気にせず話が

できる場として、普段はセクシュアリティ

に関係なく集まって行ってきたが、ALLY 

WEEK 期間においては当事者の居場所づく

りとして、対象者を当事者のみに限定して

行った。 

○バルーンツリー 

ALLY WEEK 期間中の昼放課に、教育未来館

一階や図書館のロビーなどで、興味を持っ

てくださった方に風船をお渡しし、セクシ

ュアリティと社会に関係する思いや願い

を書いていただいた。また、最終日の講演

会でも展示し、希望する参加者に書いてい

ただいた。 

○BALLoon 主催 ASTA 出張授業「LGBT から

多様性を考えよう―当事者との出会いを

通して―」 

ALLY WEEK 最終日に、愛知を中心に教職員・

児童生徒・保護者向けの LGBT 出張授業を

展開する NPO 法人 ASTA様から講師 10名を

招き、講演を主催した。学内外から約 45

名の方が参加してくださり、前半は LGBT

基礎知識についての講義を行い、後半はグ

ループ毎に学生・社会人の当事者や、家族

や友人に当事者を持つファシリテーター

が１人加わり、グループワークを行った。 
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３．成果 

ALLY WEEK 参加者の中にはセクシュアル

マイノリティについてもともと興味を持

っていた人はもちろん、ほとんど知らなか

った人もいたと考えるが、本企画を通して

セクシュアルマイノリティについてじっ

くり考える機会になったと思う。また、

BALLoon メンバーにとっても、企画を進め

るうえで、どのような配慮が求められるの

かということも学べたように感じる。学内、

周囲に ALLY が増えることで、すべての人

が生きやすい教育現場、ひいては社会にな

ることにつながることを望む。 

 

４．今後の展望 

来年度以降は、学内、メンバー内での勉強

会、当事者の居場所づくりを中心に活動を

続けていきたいと考えている。また、ALLY 

WEEK 以前に行ったアンケートでは、セクシ

ュアルマイノリティについて比較的興味

のある層が回答してくれたと感じている。

今回のイベントに直接参加できなくても、

身近でセクシュアルマイノリティに関す

る活動があることで意識が変わったり、心

強く思ったりする学生もいるだろう。本団

体を継続していくことで、学生の意識が少

しずつでも変わっていくことを期待して

いる。 

しかし、アンケート回答の中で、団体にあ

まり好意的でない、放っておいて欲しいと

いう意見も少数頂いたので、そのような意

見も受け止め、本団体がどのようにあるべ

きか、ということも改めて考えていかなけ

ればならない課題であると考える。 

 

５．決算（予算：３３３，０００円） 

使用内訳 支出額（円） 差引（円） 

予算  333,000 

ASTA 講演料 75,000 258,000 

ASTA 交通費 20,800 237,200 

リーフレッ

ト 55,134 182,066 

合計 150,934 182,066 
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６．メンバー 

番号 学年 氏名 所属 

１ ３年 木村 早希 教育科学選修 

 ２ ２年 武田 奈々穂 臨床福祉心理

コース 

 ３ ４年 阿部 貴哉 教育科学専攻 

 ４ ４年 長野 晃大 国際文化コー

ス 

 ５ ４年 杉本 侑織香 教育科学選修 

 ６ ４年 西周 青織 保健体育専攻 

 ７ ４年 丹羽 大介 教育科学専攻 

 ８ 博士

課程

１年 

田中 滉至 教育学研究科 

共同教科開発

学専攻 

 ９ ３年 西脇 愛 国際文化コー

ス 

１０ ３年 中村 美華 国際文化コー

ス 

１１ ３年 小西 櫻子 養護教諭養成

課程 

１２ ３年 建岡 穂香 日本語教育コ

ース 

１３ ３年 原田 梨世 英語選修 

１４ ３年 森山 環 国際文化コー

ス 

１５ １年 堀池 ひかり 音楽専攻 

１６ １年 山鼻 里奈 心理コース 

１７ １年 長田 響 心理コース 

１８ １年 高野 夏帆 教育科学選修 

１９  京免徹雄 学校教育講座 

２０  堀内真由美 社会科教育講

座 

２１  嶺崎寛子 社会科教育講

座 

２２  野平慎二 学校教育講座 

 


