
関西学院大学 2013年 6月 

偽カムアウトレポート集計結果★ 
 

こんにちは、塩安です。レポートの記述に基づいて、同じような

表現をピックアップして集計してみました。ひとりだけの感想でも

印象的なものは載せてみました。 

記述毎に集計しているので複数回答状態です。また、ひとりが家

族や友達など何人にも実施しているので相手の数も反応もレポ

ートによっては、複数の結果がでています。 

 

レポート提出した 201人の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８人が自分はＬＧＢＴ当事者だとレポートに書いてました。25

人に１人の割合ですが、レポート提出しなかった人や課題 Bを選

んでいる当事者もいるでしょうからもっといると思います。 

 

カムアウトした相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77人：友達    52人：母親   16人：父親 

9人：家族     5人：兄弟   4人：姉妹 

4人：恋人     1人：後輩   1人：祖母 

（偽カムアウトをいろんな人にした人がいるので複数回答があ

ります。） 

 

●電話で行った人が 5件。メールでが 1件。 

●相手の様子を見るために、あえて数日後にネタばらしした人も

何人かいました！やりますね～ 

●過去本当にカムアウトされた経験がある人も数人いました。 

偽カミングアウトができた場合、151人 
 

（１-1）カムアウト前の気持ち 
52 人：緊張・ドキドキした  

48 人：不安・悩んだ 

42 人：言い辛い、時間がかかった 

27 人：自分は偏見を持っていないと思っていたが実際は持って

いると気づいた 

17 人：相当勇気が必要・なかなか決心がつかなかった 

17 人：簡単に言えると思っていたが実際は難しかった 

15 人：早く課題だと言いたい 

10 人：恐怖 

9 人：嘘だから平気 

8 人：反応が楽しみ 

8 人：同性愛であることに羞恥心・罪悪感 

7 人：かなり嫌だった、なぜこんなことしなきゃなんだ 

6 人：やはり言うのをやめようかと思った 

4 人：課題を躊躇する自分自身に対して驚愕した・落胆した 

4 人：嘘なのに本当のことのように感じた 

4 人：受け入れてくれるはずという期待 

4 人：同性愛よりバイの方がマシに思えて変更した 

3 人：不思議な気持ち 

2 人：自分が同性愛者であるということを人に伝えること自体に

罪悪感を感じた 

1 人：相手は受け入れてくれるはずなので不安はなかった 

1 人：感情移入して泣いてしまった 

1 人：すごく緊張したが、最終的には自分はどう思われてもいい

から伝え切りたいと思った、LGBT の気持ちを少しでも理解した

いから 

 

（１-2）カムアウト後の気持ち 
30 人：受け入れられて嬉しかった 

20 人：いい友達・家族をもっていることに感謝した 

18 人：言えてスッキリした、解放感、ホッとした 

8 人：失望されるような反応を受けてショックで悲しかった 

8 人：話しを真面目に聞いてもらうことすら難しいのに、勇気を

出してカミングアウトしても冗談だろうと流されたら、本当に傷

つくと思った 

7 人：後悔した・課題でもするべきではなかった 

6 人：言ってよかった 

6 人：受け入れられて心が暖かい気持ちになった、安心感 

6 人：相手が自分を大事に思ってくれているのを感じた 

5 人：距離を置かれた／ような気がした 

4 人：重荷を降ろしたように心が楽になった 

4 人：何かを失った気分 

4 人：日本は LGBTに寛容な国だ 

4 人：自分の弱さに情けなくなった、腹が立った 

3 人：ちゃんと向き合おうとしてくれて嬉しかった 

3 人：受け入れられたことが嬉しくて泣いた、泣きそう 

3 人：心にモヤモヤが残った 

3 人：すんなり受け入れられて悩んだのが拍子抜け、驚いた 

2 人：もしかしたら自分も LGBTなのかもしれない 

2 人：気軽にカムアウトしたが後になって緊張してきた 

2 人：罪悪感 

2 人：信頼しているから言いたいという気持ちと、だからこそ言

えないという気持ちの板挟みが苦しいだろうと感じた 

2 人：予想通り信じてもらえなくてよかった 

以下 1 人：相手の反応に困惑した／どっちもいけるって幸せに

なる確率が倍になって素晴らしいかもしれない。／本当にバイセ

クシュアルなのだが、困惑した反応だったので「これはレポート

のための嘘だ」と言ってしまった。／課題だと言ったけど同性愛

者だと思われているのではないかと心配になった／いずれにし

ろ自分の話は真剣に聞いてもらえないのだと思った／友人に避

けられるようになって窮屈に感じた／一生言わない方がいいの

ではないかと思った／思っていたより受け入れられたので焦っ

た／レポートだと言って納得してくれた相手を見て安心した自

分に罪悪感／相手に同性愛者の友人がいたことに驚いた／相手

が知らないので用語を説明せねばならないのが恥ずかしかった

／同性愛者だと信じられてショックだった 

 

 

（２）家族または友人がどのような反応をしたか 
 

38 人：驚かれ、難色ありつつ最終的に肯定 

33 人：仰天、困惑、絶句 

28 人：嘘だと認めない 

25 人：普通に受け止める「別に関係ないよ」 

21 人：快諾「恥じることじゃない」「応援する」「言ってくれて

ありがとう」 

15 人：なかったことにする・冗談にして流す 

10 人：いろいろと質問する 

7 人：友人に LGBTがいるので驚かない 

7 人：「そうじゃないかと思っていた」 

6 人：あからさまに引く・否定 

6 人：変なものを見るような目で見る・小馬鹿にする 

5 人：無関心・ノーリアクション 

3 人：「もっと早く相談してや！気づけずごめん、困ってたら相

談のるで」 

2 人：「気持ち悪い」と泣く 

以下 1 人：受け入れる努力はするが時間がかかる／病院に治し

に行こう／「家系が途絶える」／「家を出て行け」／「今まで傷

つけてきたかも、ごめん」／「友達の縁を切る」／「俺もだよ」

／「（原因は女子高に入学させたためだ）ごめん」／「言われて

もどうしたらいいかわからない」／「バイって何？」／「自分は

違う」／「かわいそう」／「親や他の人には言わない方がいい」 

 

 

（３）自分に何ができるか 
 

59 人：学校で教えるなど、正しい知識を得て理解する 

30 人：授業で知ったことを家族や友人に伝えて理解者を増やす 

26 人：子供の頃から教えて偏見が育つのを阻止する 

24 人：LGBTに接する機会を増やす、直接話しを聞く、イベント

に参加する、友達になる 

23 人：LGBTや多様性に理解を示し、その人の個性として捉え尊

重し普通に接する 

16 人：理解し歩み寄る、相手を認め受け入れること 

16 人：自分が偏見を持っていることを認める、そして偏見をな

くすために考える 

15 人：LGBTを悪く言う人がいれば注意する、差別に加担しない 

13 人：カムアウトされたらちゃんと受け止める、相談にのる 

12 人：メディアが肯定的な情報を流すようにする 

10 人：同性婚ができるようにするなど、制度を変える 

9 人：カムアウトして大丈夫と思ってもらえるような人間になる 

9 人：「常識」「普通」を疑い、自分が変わる、自分の頭で考える 

8 人：興味を持ってもっと知ろうとすること、もっと学ぶこと 

6 人：LGBTが住みづらい社会であることを他人と話し合う 

6 人：メディアの差別をやめさせる 

6 人：カムアウトしやすい環境をつくる 

5 人：国や自治体が取り組む 

5 人：LGBTにもっとカムアウトしてもらう 

5 人：LGBTの会社や組織を作って大々的に活動する、手伝う 

5 人：もっと LGBT のことを考えて生活するべき。何気ない一言

で傷つけているのではないかと気がついた。 

4 人：相手の立場や気持ちになって考え行動し共感する 

4 人：偏見がもたれやすいことについては、積極的な情報発信を

して学校を卒業した人にも届くようにする 

4 人：このカムアウトの課題を他人に薦める 

4 人：自分の問題として考える、自分の性をふりかえる 

4 人：LGBTの問題は LGBT でない人が取り組むべき問題だ 

3 人：スーパーモデルやアイドルなど活躍している芸能人にカム

アウトしてもらう 

3 人：人権問題として尊重する 

3 人：ツイッターやブログで LGBT の団体をフォローしたり紹介

したり発信する 

2 人：教員に LGBTを理解し子どもに教えるように指導する 

2 人：授業で紹介された本や映像を見る 

2 人：LGBTの相談機関を増やす 

2 人：自分の今までの言動を振り返って反省し、気をつける 

2 人：いつでも LGBTいるつもりで行動する 

2 人：レディーガガなどにいい歌を作ってもらって多くの人に関

心をもってもらえるようにする 

以下 1 人：小さい頃から、社会が言う人数が多い方の意見を「普

通」、人数が多い意見が正しいという考え自体が間違っているの

だということを教える必要がある／LGBT と交流できる場を増や

す／LGBT のことを取り組む政治家に投票する／／LGBT について

の本や資料を学校や職場に置いておく／少数派の意見を反映で

きるような社会を目指す／LGBT が気持ちよく恋愛ができるよう

に LGBT だけのサークルをつくる／マイノリティ側から情報発信

をする、マイノリティのことが知られてなさすぎる／より多くを

学び、無知から脱却し真に同等な関係で接する姿勢を作る／授業

で習った事を忘れないで生きる／子どもをもつすべての親に子

どもが異性愛者とは限らないと伝える／「彼氏いるの？」じゃな

くて「恋人いるの？」と聞くようにする／LGBT の親や子どもへ

のサポートを国が行う／LGBT が社会に理解を求めるだけでなく、

もっとアクションを起こす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

した 151人 

できなかった 
  45人 

課題 B 5人 

友達 
77人 母 

52人 

父16人 

家族全体 9人 
【サークル紹介】 電話相談もしています。 

【QWRC】 http://www.qwrc.org/ ＴＥＬ：06-6377-5447  

（電話相談：第 1月曜：午後 7時 30分～午後 10時 30分） 

毎月２回、だれでも参加できる交流会をやっています。 

【AGP】 ＴＥＬ：06-6325-6864（第 2・4火曜：午後 8時～10時） 

http://agp-kansai.seesaa.net/ 

 ゲイ・レズビアンの当事者が語れる会も定期的にしています。 

【よりそいホットライン】ＴＥＬ：0120-279-338 （24時間） 

【G-FRONT 関西】塩安・森村の所属している団体です。毎週末なにか

の集まりをしています。ＬＧＢＴでなくてもだれでも参加できますの

で遊びに来て下さい。http://www5e.biglobe.ne.jp/~gfront/ 

【わっか家】関学卒業生の小林がやっているサイト 

https://sites.google.com/site/wakkaya2012/ 

10 月に行われる「セクシュアルマイノリティと医療・福祉・教育を

考える全国大会」（別紙参照）で、ろうの方へパソコンテイクをして

くれるボランティアを募集しております！たくさんの当事者はもち

ろん、ＬＧＢＴの問題に取り組むＬＧＢＴでない人達が全国から集ま

ります。関西の大学内のＬＧＢＴサークルの学生も参加します。 

パソコンテイクの人が足りていません！是非ご協力をお願いいたし

ます！！ボランティア申し込みはこちらまで↓ 

lgbtsougi@gmail.com  
さらに詳しくは「新設Ｃチーム企画」で検索！ 

http://www.qwrc.org/
http://agp-kansai.seesaa.net/
http://www5e.biglobe.ne.jp/~gfront/
mailto:lgbtsougi@gmail.com


偽カミングアウトができなかった場合、45人 

 

（１）できなかった理由 
 

17 人：一瞬であっても同性愛者だと思われたくない 

16 人：嫌われたくない・軽蔑されたくない 

12 人：今までの関係が壊れてしまうかもしれないから 

10 人：相手に心配をかけたくない、迷惑をかけたくない 

6 人：相手が本当に同性愛者だったら失礼だから 

5 人：相手がどう反応するかわからず怖い 

5 人：普段の言動が同性愛に差別的で受け入れられないと思うか

ら 

4 人：周囲の人は自分たちみたいに学習しておらず偏見を持って

いるから 

4 人：周囲の目が怖かった 

4 人：嘘と言っても本気にされるかもしれないから 

4 人：自分も LGBTだから／かもしれないから 

3 人：同性愛者の友人からカムアウトの辛い体験を聞いていたか

ら 

3 人：嘘をつくのはいけないことだから 

2 人：勇気が出なかった 

2 人：自分は異性愛者だから 

2 人：嘘をつくのが下手だから 

2 人：異性と付き合っていて信じてもらえないだろうから 

2 人：友人に恋愛対象として見ているのだと思われたら嫌だ 

以下 1 人：クリスチャンだから／マイノリティを拒絶する人た

ちに拒絶されたくない／親が厳格だから／偏見を持っている人

とうまく付き合うためには隠す必要がある／真面目な態度で聞

いてくれなかったから／友人が LGBT に偏見を持っていることを

目撃したくないから／相手から同性愛者に失礼だと怒られそう

だから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（２）他のマイノリティならできたか 
 
25人：他のマイノリティだったら言える。 
 

理由： 

5 人：在日や部落の友だちがいるから、学んできたから 

5 人：在日や部落、精神疾患の人はたくさんいるから 

3 人：国籍などは外付けのものだから。性は人の根幹に関わるこ

とだから言えない 

3 人：マジョリティの判断によって言えるものと言えないものが

変わる 

以下 1 人： 

HIVだったら言える。病気は自分ではどうにもできないことだか

ら／同性愛は自分で選んだことだが、他は自分では選べないこと

だから／生まれてからずっとでそのことに慣れていたら言える

／精神病だと周囲は心配してくれそうだが、同性愛だとバカにさ

れるから／性的なことでなければ言える／サポートしてもらえ

たり、差別してはいけないと表向きはなっているから／真剣に聞

いてくれる雰囲気だったら言える／精神的なことは言いにくい、

友人に恋愛対象だと思われたら不快／LGBT より在日の方が言え

ない、親や友人に反在日の人が多いから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13人：他のマイノリティでも言えない。 
 

理由： 

4 人：他人と違うと思われたくないから 

3 人：自分はマイノリティに偏見や差別心を持っていないが、マ

イノリティだと思われたくない 

3 人：相手が当事者だったら失礼だから 

2 人：差別する人がいるかぎり不利益を被るのはいやだから 

1 人：嘘は言えない 

 

★どのようにして自分の偏見ができているか。 
11 人：メディアでの LGBTの取り上げ方が差別的でそれをずっと

見てきたため 

11 人：LGBTを差別する社会で暮らしてきた影響 

7 人：無知と差別心の連鎖 

4 人：学校などで正しくない教育を受けたから 

4 人：「普通」であることに固執・迎合した結果 

3 人：親の教育 

2 人：異性愛の親に育てられたから 

以下 1 人：実際にゲイタウンでゲイを見て怖い、気持ち悪いと

思った経験から／聖書を基盤にして育ったから／大人がホモネ

タを注意してくれなかったため／多数派＝正しい、という考え方

の社会だから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自分が持っている偏見をなくす方法は何か 

 

20 人：正しい知識を得る 

11 人：実際の当事者に会って自分の中の偏見を壊す 

8 人：偏見が育ってしまう前に小さい頃から教育する 

7 人：自分が偏見を持っていることをまず認める 

5 人：ひとつの個性として見る、人となりを見る 

5 人：もっと LGBTと交流する、イベントに参加する 

4 人：メディアに同性婚などを肯定的に取り上げさせる 

4 人：自分のこととして考え、自分の中の偏見と向き合う 

4 人：人権問題として扱う 

3 人：メディアの差別をやめさせる 

3 人：カムアウトできる環境を整える 

2 人：「普通」や周囲に流されないように知識を増やし、自分の

頭で考える 

2 人：理解を持って尊重する 

2 人：講義で得た情報を自分が周囲に伝えていく 

以下 1 人：課題はできなかったが、自分には同性愛者の友人も

いるし、否定はしない、それではダメだろうか？ 

・高齢者への偏見があったが、実習に行って関わるうちに偏見が

なくなった／自分の中で同性愛を認める／LGBTH というように

当たり前のことになればいい／この講義をもっと多くの人に受

けてもらいたい／タレントにカムアウトしてもらう／LGBT を疑

似体験する／カムアウトされても受け止められるようになる／

同情するのをやめる／異性愛の方が偉いとか普通とかいう考え

をやめる／相手から来ないかがぎり、必要性がないかぎり、なる

べく関わらないようにする／LGBT についての映画やドラマ、本

を読む／セクシュアリティを扱う授業を取る／同性婚などの制

度を作る／社会に広く知らしめる 

 

名言頂きました！レポート名言集 2 （要約してます。） 
■社会が LGBT を「受け入れる」という概念がすでに LGBT を社会と切り離した考えに基づいてい

て、「受け入れる」のではなく「気にしない」、「目をそらす」のではなく「目につかない」ように

ならなければ、差別意識は変わらない。 

■本人にとっては当たり前のことなのにそれをカミングアウトしなければならないのがおかし

い。異性愛者が「私は異性愛者です」と宣言することはまずない。カミングアウトしなければ生

きづらくなっているこの世の中が変わらなければいけないと感じた。 

■人は偏見を持っていない自分になりたがると思います。だから偏見を自覚することで、偏見を

なくせると思います。 

■講義で学んだことを家族や友人、バイト先のお客さんなどに話して、少しでも知ってもらった

ら、その人たちも自分の家族や友人に伝えて、情報が波紋のように広がっていくことが理想。そ

の波紋の発信源になれるように、たくさんの人に伝えていく。 

■当人たちが「私たちはみんなと何も変わらない」というより、周りの理解者が多くの人にこの

事実を伝えていくことこそが、一番重要なことだと思う。同性愛者がより暮らしやすくするため

には私たち周りのサポートや理解が一番のキーポイントとなるだろう。 

■私の中での偏見は、大衆がどちらについているかというのがだいぶ左右される。例えば多数決

を取る場合も、絶対これでないとダメだと思わない限り、私は多数はに手を挙げてしまう。だか

ら「普通」「一般」「世間体」など、こういった単語にとても影響を受けて私の偏見が作られてき

た気がする。 

■小さい頃から、社会が言う人数が多い方の意見を「普通」、人数が多い意見が正しいという考え

自体が間違っているのだということを教える必要がある。 

★真剣に考えてくれた両親に申し訳ないなと思いながらも、今回言ってみて良かったと感じまし

た。なぜなら、これからもし、何かしらのカミングアウトをする場面になったり、何か相談した

いと思ったことがあったら、迷わずにこれからは聞けるからです。 

■知識を増やし、自分の力でものごとを判断する力を身につけることが必要。知識が少ないがた

めに、周囲の考え方に流されやすく偏見が生まれてしまう。 

■自分で自分自身がどれくらい差別意識を持っているのかを自覚できていない人はすごく多いの

ではないかと感じる。自分の中に差別意識があると自覚することが、LGBTについて本当の意味で

理解することにつながり、偏見をなくす解決策になるのではないか。 

■普段なら何気なく使っていた「普通に」という言葉も、偽カムアウトの後は少し違和感を覚え、

一体何が普通なのか考えるようになりました。 

名言頂きました！レポート名言集 1 （要約してます。） 
■自分の偏見をなくすためには、まずなぜ自分自身が当事者でない場合は当事者に対して差別

や偏見の感覚を持たないのに、自分が当事者であると想像した場合には一変して世間からの差

別や偏見に恐る姿勢になるのか、を解き明かしていく過程が必要だ。本当に差別や偏見をもっ

ていなければサラッとカミングアウトできるものなのだろうか？ 

★私ももしゲイにカムアウトされると、自分が狙われているのかもしれないと、少しその人

を敬遠してしまうかもしれない。しかし、偽カムアウトをしてわかったことは、カムアウトす

る相手は必ずしも狙っている相手ではなく、親しくなった友人や、家族など、自分の気持ちを

許せる相手なのだと思った。なので、私も今後カムアウトされることがあればこれまでどおり

接したいと考えるようになった。 

■他人に認めてもらうことは直接の幸せには繋がらない。どんな立場であれ自分で自分を好き

だと言えること、愛したい人を愛することが私にとっての一番の幸せ。カミングアウトは必要

ないと思う。自分のことを全て把握できなくても支障はない。自分の性に名前なんて必要ない。

ただ、自分の幸せを誰かに知ってほしいと思う。そして LGBTの幸せな話が聞きたい。 

■偽カムアウトの反応で母が「どこかで教育を間違えたのかな」と言ったのが気になった。教

育は LGBTに偏見を持たないようにするために必要なのであって、LGBTをいなくするためにす

るものではない。 

■心地よい友人関係を築くためには、まず相手のことを知ろうとすることから始めます。相手

のことをよく理解していると傷つけく発言や行動をすることはなくなります。 

■大した知識ももたず、LGBT と交流もなく、これからもないであろうと考える無関心な人々

が一番多いと思う。こういう人たちは口では、気にしないといいながら、いざ、そういう人に

出会い接することとなると、偏見を持ち敬遠してしまうのではないだろうか。 

★もし自分が本当に LGBTで長いこと悩んで絶望感と戦ってきたのなら、言わなければならな

い気がした。同性愛であると伝えることで大好きな人との絆は失われるかもしれないが、それ

を怖がって本当の自分を隠し続けることは『私』を見殺しにして失うことと変わらない。私が

私自身を見捨ててしまったら、私が産み落とされた意味はなんだったのかと悲しくなる。 

★社会的に優位な白人であればいいのにと思うことがあり、アジア人であることでなぜ見下

されなければならないのか、人種の壁を感じた時と似ていると思った。この社会から自分の納

得の行かない方法で判断されたり、イメージを持たれることに対して、何かもっと快適な環境

作のためにできることがあるはずだと思った。黒人の公民権運動のように。 

レポートを読んだ感想です。（塩安） 

●「偽カムアウトの後、何度も自分は同性愛者ではないと念を押してしまった」という人がいましたし、なぜかレポートの中でも（レポ

ート採点者に向かって？）何度も自分は同性愛者ではないです！絶対違いますから！ってアピールしてた人がいたけど、本当に

心底、同性愛者だと思われるのがイヤなんだね～。ジョージ・クルーニーがゲイ疑惑についてコメント。「おもしろいよ。でも、『そんの

はウソだ！』と僕が大騒ぎをして否定をすることはない。そんなことをしたらゲイの友人たちに申し訳ないからね。ゲイであることが

悪いという態度を取ることは絶対にない。僕のプライベートは文字通りプライベートで幸せにやっている。僕がゲイだと思われて誰

が傷つくんだ？ 僕が死んでからも『あいつはゲイだった』というヤツは出てくるだろう。どう思われようが構わないよ。」かっこいー 

●以前、同性愛者がクラブイベントでいやらしいことをしているのを見たから同性愛者が嫌いになった、みたいな報告もありました。

では男女がいやらしいことをしてたら異性愛者を嫌いになるのですか？「同性愛はキモい」というベースがあるから嫌だったんじゃな

いでしょうか。異性がクラブイベントでベタベタしてたら「その人達が場をわきまえない人として嫌い」と認識して異性愛者を嫌いには

ならないんじゃないでしょうか。マイノリティは「その人として」見てもらえず、カテゴリーで見られてしまう傾向があります。何か事件を

したら外国人だから、シングルマザーだから、などと背景にある複雑な問題を見ずにカテゴリーで悪者扱いして解決しようとされてし

まいます。 

●私が講義の中でこの教室にも 20～30 人いるでしょうね、と言ったことを覚えている人がいました。皆さんは身近には居ないと思っ

ていますね。でも偽カムアウトでどんな体験をしましたか。多くの人が言えない、言いにくいと感じました。もし自分が LGBT だったら

一生誰にも言えないかもしれない、とレポートに書いている人もいました。そうです、あなたと全く同じように感じながら、LGBTはあな

たの隣に座っています。だからいないように感じられるのです。彼らは全神経を集中して、バレないようにがんばっているから、

LGBT について何も考えずに生きている異性愛者の多くは、気がつくわけがないのです。LGBT の多くはいつも異性愛者や世間の

ことを気にし、考えています。しかし異性愛者や世間は LGBT のことをほぼ考えていません。でも偽カムアウトを体験したみなさん

は、今までとは違う人間になりました。皆さんの前には、これから絶対に LGBTが現れます。それはあなたが変わったからです。 

●「嫌われたくない！」「マイノリティだと思われたくない！」という強烈な叫びが書かれている多くのレポートを読んでいて、私は自分

の人間関係が皆さんのそれより随分豊かなのではないかと思えてきました。私にはどんなマイノリティの嘘の告白をしても驚かない

多くの友人たちに囲まれて暮らしています。皆さんは普通にしがみついて、振り落とされないように、ビクビクしながら生きていると感

じました。しんどそうだと思いました。「LGBT を受け入れてあげる」という言葉がたくさん出てきましたが、受け入れて欲しいのは皆さ

んの方ではないですか。なんで嘘のカムアウトなのに、受け入れられて嬉しかったのでしょうか。条件ではなく、自分を見てもらえた

と思うからじゃないでしょうか。逆に、偏見はあなた自身を覆い隠してしまうということです。拒絶された人は、愛されるに値する、関係

を保つに値する条件を要求されたため、傷ついたのではないですか。「この人間関係は条件付きだよ」と言われて。なぜ、そこまで

普通にこだわって、偽カムアウトに恐怖を感じるのかは、皆さんがそういう排除や非難が当たり前の中で暮らしているからではないで

すか。こうしたわかりやすい課題をしなければ、皆さん自身がしんどい価値観の中で生きているということに気が付きにくいのだと思

います。自殺者が多いのもこういう背景があると思います。 

●今回、少なくともこの課題を 151 人の方がしたため 200 人ぐらいの人は LGBT を考えることに巻き込まれました。200 人の気持ち

を揺さぶったり、考え方を変えたりしたのは、紛れもなく皆さんなのです！そのカムアウトされた 200 人が誰か 1 人にそのことを話せ

ば、もう 400 人です。これはすごいことです。こうして世の中は変わっていくんだと思いますよ。だから「自分が頑張ったところで社会

は変わらない」なんて思わないでください。あなたがたが動くことこそが、大きな一歩なんです。皆さんがやらなければ変わらないの

です。協力してくれてありがとうございました。 

レポートを読んだ感想です。（塩安） 
●課題であっても嘘をつくことはよくないっていう人がいるけど、ＬＧＢＴの人は毎日異性愛者のふりをして、嘘をついて生きている人が大多数なんだけど、それも嘘をつくことはよくないことでし

ょうか。多くの人が課題で嘘をつくことに罪悪感を感じていたけど、ＬＧＢＴの人も同じように罪悪感とともに生きていると思います。異性愛のふりをして自分と周囲に嘘をつくことの罪悪感と、あり

のままの生き方が受け入れられない現状に、板挟みになっています。このレポートは、そのことに気づき、思い至るための実践です。ＬＧＢＴの多くは、あなたの偽カムアウトでは傷つかないと

思う。偽カムアウトの体験で大変な葛藤を体験したあなたに、理解や共感を示すんじゃないかと思う。嘘によって傷つけるかもしれないという配慮より、苦しい葛藤についての心からの共感がほ

しいと思う。今の社会が非常にカムアウトしにくい状況であることを身をもって気付くことができた人に会いたいだろうと思う。この点において、偽カムアウトができた人は、今後誰かにカムアウトさ

れた時の受け止め方に誠意と共感を持って対応できるんじゃないかと思います。 

●偽カムアウトを信じさせるために、相手に好きだと言い、手を握った人がいますが、それは同性愛者への偏見です。同性愛者であることと、だれかれかまわず同性を性的対象にすることは別

です。みなさんは異性でありさえすれば誰でも性的対象ですか？違いますよね。「同性愛を告白する＝告白した相手が好き」というのは異性愛者の危険な妄想です。直ちに修正して下さい。 

 


