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今年の夏は短かったですね(>_<) でも負けじと海水浴やバーべキューをしてきました♪ セクマイ関係のイベ
ントも目白押しでした。みなさんはどんな夏を過ごされましたか？

たまご活動
たまご活動レポート
活動レポート!
レポート!!

))

○6/20(土)弘前大学で、第４回青森インターナショナル
LGBT フィルムフェスティバル特別企画 として LGBT フィ
ルム上映会が行われました。上映会には 50 名が集まりま
した。大学での開催とあって、やはり大学生の参加が多く
見られたようです。そして上映会の後は、スクランブル
エッグ主催の「LGBTIQA 交流会」
。22 名の参加者を得て大
宴会（笑）
。お酒の席では話も盛り上がります♪個人的な
恋バナはもちろん、青森の LGBT 事情など…充実した時間
になりました！

（ひろ）

○7/25（土）第４回青森インターナショナル LGBT フィル
ムフェスティバル（青森市）
１時間程の映画２本と、ショートフィルムが５本。今回僕
は初鑑賞だったのですが、全ての映画が訴えるメッセージ
はとても分かり易く、痛切とも言えるくらいにひたむきな
ものでした。当事者の不安や恐怖と懊悩、現実とのギャッ
プ、それから諦めない勇気や、周囲の理解により生まれる
希望を、胸が詰まる思いで鑑賞し、又それらから勇気を得
られました。映画祭のスタッフさん達も良い雰囲気で(笑)
来年もぜひ鑑賞に行きたいと思います。

（シュウ）

県内＆
県内＆近隣イベント
近隣イベント情報
イベント情報
☆11/15(日
11/15(日)多様性を
多様性を感じる Anego Tea Party【仙台市】
Party
主催：Anego
☆12/5(土
12/5(土) 第 4 回青森インターナショナル
回青森インターナショナルLGBT
インターナショナル LGBT フィルムフェス
ティバル 特別企画３
特別企画３ 北丸雄二氏 講演会
「オバマ、
オバマ、宗教、
宗教、ノーベル賞
ノーベル賞──LGBT 眼鏡で
眼鏡で見えてくるあなた
の知らない
らないアメ
アメリカ
アメリカ」
リカ」【青森市】
主催：青森インターナショナル LGBT フィルムフェスティバル
☆12/5(土
12/5(土)Living Together in SENDAISENDAI-another storystory「映画＋
映画＋朗読＋
朗読＋ラウンジ」
ラウンジ」で感じる HIV の今【仙台市】
主催：やろっこ
☆12/6(日
12/6(日) Living Together in SENDAISENDAI-after partyparty-【仙台市】
主催：やろっこ
☆1/16(土
1/16(土)-2/14(日
2/14(日) 展示「
展示「Anego's ValentineValentine-十人十色の
十人十色の愛の
形-」【仙台市】

※1/27 は施設休館日

主催：Anego
詳細は、各団体 HP へ
Anego → http://blog.canpan.info/anego/
やろっこ → http://sendai865.web.fc2.com/
青森インターナショナル LGBT フィルムフェスティバル
→ http://www.aomori-lgbtff.org/

みんなでつくる
スクランブルエッグでは「セクシュアルマイノリティのカミングアウトに関するアンケート」を実施しました！
今回のアンケートは、主にセクシュアルマイノリティと理解者の方が回答しています。はたして、結果は？
総回答者数 143 人

質問４
質問４ カミングアウトした
カミングアウトした主
した主な理由は
理由は？

質問１
質問１ カミングアウトした
カミングアウトした/
した/されたことがある？
されたことがある？（143 人）

（質問１で「はい」と答えたうちの 69 人）
☆ 信頼できると思った･･･20.3%

20%

☆ このまま自分や周りの人に嘘はつけなかった･･･15.9%
☆ 受け入れてくれるだろうと思った･･･15.9%
はい
いいえ

☆ ありのままの自分で生きたいと思った･･･8.7%

☆ 恋愛の悩みを誰かに打ち明けたかった･･･7.2%
☆ 誤魔化して話を進める必要性を感じなかった･･･7.2%
☆ カミングアウトしたと言うより、気付かれた･･･4.3%

80%

☆ その他･･･20.3%

カミングアウトの経験がある人は、全体の８割にのぼりました。セクシュアルマイノリティは社会的にはクローゼットの人が
多いのですが、一人ひとりの人間関係の中では比較的カミングアウトされているようです。質問４の結果から、
「この人なら信
じられる」
「本当のことを言ってもきっと受け入れてもらえる」という信頼感が大きく影響していることがわかりました。
質問２
質問２ 初めてカミングアウト
めてカミングアウトした
カミングアウトした/
した/された人
された人は誰？
初めてのカミングアウトの相手は

（質問１で「はい」と答えた 114 人）

「友達」という人が圧倒的に多数で
72.8%

友達

した。親兄弟や好きな人は近い存在

親

7.0%

なのでカミングアウトされやすいよ

好きな人

7.0%

うに思われるかもしれませんが、実

兄弟姉妹
同僚、上司など職場の人

3.5%

子

0.9%

親類

0.9%

先生

0.9%

その他

際には、関係が壊れるのではないか

2.6%

とか、期待を裏切るのではという不
安・罪悪感から、初めは言い出せな
いことが多いようです（質問７参
照）
。

4.4%

質問３の、今までカミングアウトし

質問３
質問３ 今までカミングアウト
までカミングアウトした
カミングアウトした/
した/された人
された人は？

た/された人については、言いづら

（質問１で「はい」と答えた 114 人）

かったはずの家族や親類、好きな人
85.1%

友達
36.0%

親

に対しても、カミングアウトがされ
るようになっています。

好きな人

30.7%

これは、ありのままの自分で生きた

兄弟姉妹

29.8%

いという思いからカミングアウトを

24.6%

同僚、上司など職場の人
17.5%

子
7.9%

親類
先生
その他

進めていった結果であったり、場合
によっては、知らせるつもりではな
かったが気付かれてしまったという

0.9%
18.4%

ケースもあるようです（質問４参
照）
。

質問５
質問５ カミングアウトの
カミングアウトの機会があればしたい
機会があればしたい/
があればしたい/されたい？
されたい？
（質問１で「いいえ」と答えた 29 人）

質問６
質問６ カミングアウトをしていない
カミングアウトをしていない理由
をしていない理由は
理由は？
（質問１で「いいえ」と答えた当事者 8 人）

☆ 今までの絆を断ち切られるのが恐い･･･37.5%

7%

☆ きっかけがない･･･25.0%

10%

はい
どちらでもない
いいえ
無回答

☆ 白い目で見られると思ってしまう･･･25.0%
☆ 特に必要のない相手、信頼のない相手にはしな
い･･･12.5%
Closet

52%
31%

カミングアウトを経験していない人の半数が、機会があればしたい/されたいと回答していますが、質問６から、カミングアウ
トによりこれまでの関係が壊れるかもしれないという不安がその気持ちに歯止めをかけているとも言えます。
また中には、特にする必要がない時はしないという人もおり、状況やタイミング、考え方は人それぞれで、カミングアウトは
必ずしもすべきものではないことがわかります。
質問７
質問７ 一番カミングアウト
一番カミングアウトをしづらい
カミングアウトをしづらい/
をしづらい/受けづらいと感
けづらいと感じる人
じる人は？その理由
その理由は
理由は？（143 人）
☆ 家族、親族･･･45.5%

☆ 好きな人・恋人･･･4.2%

・一番身近すぎて言えない

・嫌われたくない etc.

・家族関係が崩壊しそう

☆ 親しくない人･･･3.5%

・孫を見せられないという引け目

☆ 同僚、上司など職場の人･･･2.8%

・拒否されるとしたら一番つらい etc.
☆ 友達･･･6.3%

・年配の偏見持つ人に伝わったら仕事に支障が出そう
・派遣切りのおそれ etc.

・私を見る目が少し変わってしまいそう

☆ いない･･･9.1%

・関係を壊したくない etc.

☆ その他･･･10.5%

☆ 偏見を持っている人･･･4.9%

☆ 無回答･･･13.3%

家族のような近すぎる存在も、信頼できない人といった遠い存在も、カミングアウトは難しくなるようです。また、この質問
で「友達に打ち明けられない」と回答した人は、カミングアウトの体験がない人でした。
※アンケートにご協力くださった皆様、ありがとうございました！ 質問８「カミングアウトすることについてのどう思う？」
の結果は、次号の特集で「カミングアウトの体験談」とあわせて発表します！ お楽しみに o(^-^)o

カミングアウトとは、自分のセクシュアリティを周囲に打ち明けることです。反対に、カミングアウトしてい
ない状態をクローゼットと言います。
なぜ、カミングアウトをするのでしょうか？その理由は、自分らしく生きたい、少しでも楽になりたい、その
人に嘘をつきたくないからなど様々です。
しかし、メリットだけではありません。打ち明けることで、逆に人間関係が壊れたり、偏見にあったりと、リ
スクを伴うこともあります。
カミングアウトは、必ずしもしなければならないことではないですが、する時はとても勇気がいることです。
もっと自然にお互いのセクシュアリティを認められる社会になったら、カミングアウトという言葉もなくなる
のかもしれませんね♪

（知基）

Ａ：何て言ってカムしたの？

「向き合う」って気持ちがないと難

Ｍ：今好きな人いるんだけどさぁ…で

しいんだろうな。

も相手女なんだよねって!!

Ａ：んー、そうだね(-_-)私の親は、

Ａ：そしたら、親の反応は??

「自分達は間違ってない、この子を

Ｍ＝めぐみ･･･たまごの天然成分

Ｍ：えっ…って固まって、まぁ今だけ

矯正しなきゃ」っていう感じだから

Ａ＝愛浬･･･たまごの白身担当

だよみたいな感じで終わったと言う

Ｍ：それは大変かも…親の世代とか

対話コーナー
今号の担当

（笑）

はそう言う時代だったと言うのも

Ａ：今回はカミングアウトがテーマだ

Ａ：女の人と付き合ってる事に否定的

あるのかなぁ？親が厳格であれば

けど…めぐちゃんの、親にカムした

だったり、拒んだりって感じは？

尚更。

きっかけは？

Ｍ：特にないかな？20 近くまで親は

Ａ：だよね～(>_<)逆にストレート

Ｍ：その時付き合ってた人を紹介した

そう言い続けてただけで、否定とかは

の友達は「変じゃない」って言って

いって気持ちが強くなったからか

なかったよ♪

るもんなぁ。社会がもっと寛容にな

な…

Ａ：そか～。付き合ってる人の話とか

れば、また違ってくるのカモね☆

Ａ：え、カムするの怖くなかったの？

出来てるのってうらやましい～

Ｍ：まだまだ認知は広がってないの

Σ(ﾟﾛﾟ；)

Ｍ：まぁ話せることで気持ちは楽に

かねぇ？特に地方とかは。いなかだ

Ｍ：中学生の時だったし、ほら、若気

なったよ!! 逆に愛浬はどう？(>_<)

からいないとか隠さなきゃってい

の至りってヤツですよ（笑）

Ａ：え゛…今は表面上フツーにしてる

うのをくつがえしたいね!!

Ａ：すご～い！私は中学の時、バレ

けどね。カムした時、両親がアパート

Ａ：うん！そのため(？)に、たまご

ちゃいけないって気持ちが強かった

に怒鳴り込みに来たり、
「縁切る」っ

頑張ろーね♪

なぁ。とてもだけど言えなかったよ

て言われたり、思い切り拒絶されたか

Ｍ：だねっ☆もっとたまごを知って

(´･ω･`)

ら、内面では亀裂が広がってる感じ

くれる人が多くなれば良いなぁ

Ｍ：でも最初の一言がなかなか言えず

Ｍ：それはきついなぁ…親子だから少

(*´ー`)

時間かかったけども。

しは理解を求めても良いと思うけど、

（めぐみ・愛浬）

★にじたま Smash Hit★
Hit★

～映画、本、音楽などの紹介～
『ウーマン ラブ ウーマン』アメリカ／2000 年

お腹が弱くて困りま
す。
でもいつも薬なん

一軒の屋敷を舞台に、異なる時代に移り住んだ

かには頼らず自らの

3 組のレズビアンカップルのそれぞれのドラマ

自然治癒力に期待

を描くオムニバス・ラブストーリー。

して、耐えてます。

第一話～第三話まであるんだけど、過去・現

by アン★ポン

在・未来って言う発展ストーリーな感じがあた
しはします。
皆さんは観てどぉ感じるかなぁ??(*´▽｀*)
（めぐみ）
編集後記
はい、にじたま第２号刊行おめでとうございます。そして

＜にじたまの主
にじたまの主な設置場所＞
設置場所＞
青森県立図書館／青森市民図書館／青森県男女共同参

編集部スタッフの皆、お疲れ様でした!!それからアンケー

画センター「アピオあおもり」／青森市男女共同参画

トにご協力頂いた皆様、大変貴重なご意見大事に使わせて

プラザ「カダール」／弘前市立図書館／弘前市民参画

頂きます。本当にありがとうございました!!僕達の思いや

センター／弘前大学／藤崎町ふれあいずーむ館／平川

誰かの思いを、どこかで受け取った誰かが何かを感じ、少

市文化センター／スポカルイン黒石／五所川原市立図

しずつでも僕らの存在や思いを知ってもらえたらなと思っ

書館／八戸市立図書館／八戸市図書情報センター／ふ

ております。では、次号も乞うご期待!!駆けずり回って、

れあいセンターわいぐ／十和田市民図書館／三沢市公

次も頑張ろう(笑)

（シュウ） 会堂／むつ市立図書館

