
■次号　２０23年7月号　112号　特集▶アート×性×人権（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

◀Amazon▶
110『季刊SEXUALITY』111

◀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：

バッシングに抗して30年、
性教育の未来をひらく

通常号111No.Apr.2023

性教協設立40周年記念
事業報告特集号

増刊号 110No.Apr.2023

～性教育でつながる、変わる、広がる未来～

http://www.seikyokyo.org/
mailto:sexuality@eidell.co.jp
www.amazon.co.jp/dp/B0C1HPSJND
www.amazon.co.jp/dp/B0C1HRCKZR
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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▶
110『季刊SEXUALITY』111

◀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：

特集にあたって…………………………………………………………………………………………… 金子 由美子　

全国まるっとセミナー◉

国際シンポジウム◉

第41回 全国夏期セミナー中国大会in広島（2022年7月30日～31日）◉

性協教設立40周年記念企画：全国まるっとセミナー
（2021年8月～2022年6月）
人権を基盤とした包括的性教育を！
―性の学びは未来をひらく― …………………………………………………………………………… 金子 由美子

【基調報告】
いま、広島で考える平和に生きる権利
―個人の尊厳とジェンダー平等を実現する性教育を！― ………………………… 金子 由美子

【理論講座】
「生命（いのち）の安全教育」
―せっかくやるならいいものに―…………………………………………………………………………… 水野 哲夫

“人間と性”教育研究協議会「全国夏期セミナー」のあゆみ
―模擬授業・分科会等の内容の変遷に着目して―…………………………………… 堀川 修平

“人間と性”教育研究協議会　設立40周年記念　国際シンポジウム
世界の「性教育」―韓国・中国編―
【シンポジウム開催によせて】

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 田代 美江子

性教育50年
～考えてきたこと、伝えたいこと～
…………………………………… 語り手：村瀬 幸浩さん／聞き手：山崎 比呂志さん・堀川 修平さん

【基調報告】
《科学・人権・自立・共生の性教育》と包括的セクシュアリティ教育

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 田代 美江子

セクシュアリティ・ジェンダー、そして政治
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 岡野 八代

2022年韓国社会における性教育
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 李 明 花

中国における包括的セクシュアリティ教育の推進
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 劉 文 利

中国の性教育と「エンパワメント型性教育」の理論と展開
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 方 剛

中国における性教育制度と検閲
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 郭 立 夫

東アジアにおける「性教育」をめぐる闘争
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 福永 玄弥

韓国の学校における保健教育と性教育
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 禹 玉 英

【インタビュー】

■HIV/エイズとともに生きる人たちがありのままに
　生きられる環境（コミュニティ）を創り出すことをめざして
活動する …………………………………………………… 池上 千寿子・聞き手  関口 久志

【インタビュー】

■ジェンダーバイアスと性教育バッシングに対峙する
～学びで揺らがない自分をつくる～ ………………………… 小野寺 真澄・聞き手  荻野 雄飛

【インタビュー】

■2000年代、岐阜県での性教育をめぐる動きと統一協会
……………………………………………………………………… 塚原 百合香・聞き手  小泉 玲雄

【総論】

■バッシングの全体像
―バッシングは何を攻撃したのか― …………………………………………………… 井上 惠美子

【論考】

■現代の性教育の原理的課題を考える
～バッシングに対抗する側が考慮すべき論点と理論的な課題を提起する ………… 池谷 壽夫

【インタビュー】

■熊本サークルの立ち上げ、バッシングを経て思うこと
………………………………………………………………………… 入江 彰信・聞き手  辻 奈由巳

【座談会】

■性教育バッシングの経験から未来を拓くために
………………………………… 金子 由美子・今仁 美哲朗・日暮 かをる・司会  関口 久志

【座談会】

■性教育の過去・現在・未来を「若い世代」の私たちが考える
―バッシングに関する聞き取りを通して―
………………………………………… 辻 奈由巳・荻野 雄飛・小泉 玲雄・司会  堀川 修平

【論考】

■性教育バッシングの本質と包括的性教育の展望 ………………… 浅井 春夫

【コラム】

■反共主義の社会的ひろがり ………………………………………………… 及川 英二郎

【論考】

■豊中市バックラッシュ裁判をふり返って ………………………… 三井 マリ子

【論考】

■性教育バッシングと宗教右派 ……………………………………………… 山口 智美

【コラム】

■私が経験したこと（旧かながわサークル） …………………………… 中野 久恵
【コラム】

■埼玉県での教育行政へのバックラッシュ ……………………………… 谷森 櫻子

【コラム】

■2003年5月の手帳から ………………………………………………………… 村瀬 幸浩

【コラム】

■山口県の性教育バッシングを振り返る ………………………………… 池岡 幸恵

111No.Apr.2023
通常号 バッシングに抗して30年、性教育の未来をひらく特集

特集110No.Apr.2023
増刊号 性教協設立40周年記念事業報告特集号

～性教育でつながる、変わる、広がる未来～

www.amazon.co.jp/dp/B0C1HPSJND
www.amazon.co.jp/dp/B0C1HRCKZR
mailto:sexuality@eidell.co.jp


増刊号
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
105号  性教育実践 2022
106号 世界の性教育のつくりかた
107 号 SRHRは「からだの権利」
108 号 絵本で学ぶ性の権利と多様性
109 号 社会科領域でとりくむ性教育

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 110No. 特集▶Apr.2023

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

◀定期購読のお申し込みは▶

性教協設立40周年記念事業報告特集号
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