（岐阜県“人間と性”教育研究協議会）

岐阜性教協

で

いっしょに 学びませんか？
岐阜性教協は、
「性」や「人間」
、
「人生」
、
「教育」について、初心者もベテランも自由に語り合い、学び
合う会です。
「性」は「生」と深く結びついていますが、私たちはこれまで、性と生について深く学んでき
たでしょうか？
子どもや青年たちのために、そして私たち自身にとっても、より人間らしく豊かに生きるための学習で
ある「生」と「性」と「性教育」について、ぜひ、ごいっしょに勉強をはじめませんか？

２０２０年度の行事計画表
6 月28 日（日） 13 時30 分～16 時15 分 岐阜市日光コミュニティセンター
第35 回総会と意見交換会
DVD「ろう・難聴LGBT を知ってもらうために
１１歳の君へ～いろんなカタチの好き～」
DVD 視聴と意見交流会
7 月25 日（土）～26 日（日）
第39 回性教協全国夏期セミナー鹿児島大会
10 月18 日（日） 13 時30 分～16 時10 分
例会：子育ての中の性教育
「赤ちゃんはコウノトリが運んでくる？～乳幼児期から始める性教育～」
井戸 麻里さん（岐阜性教協幹事）
11 月15 日（日） 13 時30 分～16 時10 分
例会：
「大切なあなたに伝えたい ワンストップ支援～ぎふ性暴力被害者支援センターの活動～」
井上 百合さん（ぎふ性暴力被害者支援センター）
12 月 13 日（日）
13 時30 分～16 時10 分
岐阜県助産師会との合同例会：
「男子・男性の性を育てる～より幸せな関係づくりのために～」
村瀬 幸浩さん（性教協元代表幹事）
2021 年
1 月 23 日（土）～24 日（日） 静岡県男女参画センターあざれあ
第 15 回東海ブロックセミナー＆性教協理論と実践講座
講座内容はホームページで確認してください。一泊２日研修
性教協本部幹事他
3 月 14 日（日） 13 時30 分～16 時10 分
例会：中学校の実践
「ピンチをチャンスに～中学校特別支援学級での性教育実践より～」
山本 きよみさん（岐阜性教協幹事）
5 月 23 日（日） 13 時30 分～16 時10 分
例会：
「いのちのつながりを考える～不妊相談と特別養子縁組の現場から～」
前田 キヤ子さん（岐阜性教協幹事）と岐阜県中央子ども相談センター職員
※会場未定のところは、会報「たまゆら」
とホームページでお知らせします。

岐阜県“人間と性”教育研究協議会

◆ 事務局 〒500-8879 岐阜市徹明通7 丁目13 番地 岐阜県教育会館310
ＴＥＬ･ＦＡＸ(058)201-6730
“人間と性”教育文化センター事務所 OPEN：木曜日 13 時 30 分～16 時 30 分
ＵＲＬhttp://ningento.sakura.ne.jp
愛と性とエイズ 電話相談･･･毎月第２土曜 13 時 30 分～16 時 00 分
Ｅ-mail ningento@plum.ocn.ne.jp
電話(058)201-6730
愛と性とエイズ 相談掲示板･･･http://www3.ezbbs.net/29/lsa/
岐阜性教協の詳細についてはウラ面をご覧ください。

(2020 年度版)

岐阜性教協について
岐阜性教協は、どんな集まりですか？
正式名称は、「岐阜県“人間と性”教育研究協議会」といいます。
全国組織の「“人間と性”教育研究協議会」
（性教協）と連携しており、
岐阜の発足は、1986 年 4 月 29 日です。

どのような方が参加していますか？
保育園・幼稚園･小学校･中学校･高校･大学の教職員をはじめ、医師・助産師・
保健師その他色々な職業の人やお母さん・お父さんたちが参加しています。

例会について教えてください。
例会は、本年度は裏面のように計画しており、性的少数者のかたや、性教育授業の進め方
など多くを学び合うことができます。一般のかたの参加も大歓迎です。是非おいでくださ
い。
入会について教えてください。

会員の年会費は、3,000 円です。下記「入会の手続き」案内の郵便振替でお振込みください。
会員には、定期的に会報「たまゆら」をお届けします。
また、全国性教協にも加入して、さらに深く学びませんか？（年会費5,000 円）
以下のフォームでお申込みできます。是非ご一緒に学びましょう。
全国性教協申込みフォーム：http://www.seikyokyo.org/menu/nyukai.html

入会の手続き

振込用紙に、氏名・郵便番号・住所・電話番号・勤務先を明記して、
会費（年額 3,000 円または、9 月以降の入会は月額 300 円としてその
月から５月までの分、例：＠300×9 ヵ月分）を送金してください。
※郵便振替口座 ００８００－９－８１４２９ 岐阜性教協
退会の場合は、幹事までまたはメールでお知らせください。退会の
お申し出がない場合は、自動的に会員継続になります。

この２年間におこなった例会の内容
２０１８年度

２０１９年度

6月

6月

第 33 回総会と記念講演
「性教育は子どもを救う！～カウンセラーの立場から、乳児遺棄事件等を考える～」
松林 三樹夫さん
8 月 4 日～6 日 第 37 回性教協全国夏期セミナー長野大会
大会テーマ すべての人に性の学びを～
『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』を活かしたあらたな実践をひらく～
岐阜の発表 分科会「自校の性に関する指導の見直しをしてみよう
～国際セクシュアリティ教育ガイダンスと照らし合わせて～」
塚原 百合香さん
10 月 第 13 回性教協東海ブロックセミナー in 岐阜
「多様な性や多様な発達をふまえたセクシュアリティ教育のあり方を考える
～国際セクシュアリティ教育ガイダンスをもとに～」
伊藤 修毅さん
11 月 「広げよう性教育 ～小中９年間のつながりを考えてみよう～」
浅井 佐智代さん
12 月 「自校の性に関するカリキュラムを見直してみませんか？
～国際セクシュアリティ教育ガイダンスと照らし合わせてみよう～」
塚原 百合香さん
2019 年
2 月 「ＬＧＢＴの紙芝居で みんなで多様性を語ろう、広げよう！！」
中村 一恵さん・三尾 美紀さん
5 月 「障碍児・者の性を学びあおう
～映画・パーフェクトレボリューション～を観て語りあおう」
小森 淳子さん

第 34 回総会と記念講演
「これからのセクシュアリティ教育と学校・教育の役割
～若い世代へのパンフレット『大切なあなた 大切なわたし』に関わって～」
立石 直子さん
7 月 プレセミナー:第 38 回性教協全国夏期セミナー近畿大会 in 京都
中村 暁子さん（ここいく）
7 月 27 日～28 日 第 38 回性教協全国夏期セミナー近畿大会 in 京都
大会テーマ：いつでも どこでも だれでも 大切にされる性の学び
―あらゆる暴力をのりこえる 包括的性教育の希望―
岐阜の発表： 分科会（し）
「文化芸術の表現方法を使って伝える、心
で感じる性教育実践」
中村 暁子さん（ここいく）
10 月 DVD 視聴と講話･交流「いのちを選別されるのは障碍者だけじゃない
～優生保護法を考える～」
小森 淳子さん
11 月 第 14 回性教協東海ブロックセミナー in 愛知
「いろんなカタチの“生き方”と“好き”
～ろう・難聴 LGBT を知ってもらうために～
今村彩子さん（映画監督 、Studio AYA 代表）による DVD 視聴・お話
2020 年
2 月 「性的加害行為の背景とその克服に向けて」
松林 三樹夫さん

