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１　はじめに

　子どもたちの性の問題は深刻な状況にあり，しか

も，教育自体が行いやすい状況にあるとは言い難い。

現場の先生方が一番苦労していて，また，大変な状

況にある。

　研究者としてではなく，私たちに何ができるかを

考えたとき，現場の先生方をサポートできるような

参考資料あるいは授業の進め方等を示すことができ

たらと思っている。そして，サポートするための指

導方法を考えるには，まず子どもたちの実態を正確

に把握していかなければならない。

　これまでに，約 27 万人の子どもたちに性に関す

る調査を行ってきた結果，アンケートだけでは子ど

もたちの表面的な部分しか実態を把握することはで

きなかった。そこで，年間 100 人の子どもたちに

直接面接を行い，実際に先生や親には言えない本音

の部分を子どもたちの声として聞き取ることで，ど

んなことに悩んでいるのか，また，子どもたちの隠

された現状に直接触れるようにして，子どもたちの

より真実に近い実態把握に努めている。

　これから話をするＷＹＳＨ教育という性に関する

教育は，健康指導，生活指導，学習指導等いろいろ

な方面で活用できるものであるため，このことを踏

まえたうえで聞いていただきたい。

２　日本の性に関する状況

　日本のＨＩＶの感染者数はとどまるところなく，

年々増加傾向の一途をたどっている。特に，若い世

代で急激な上昇を続けており下降する様子は見られ

ない。

　そして，十代の中絶，人工妊娠中絶，一般の性感

染症については近年やや減少傾向にあるものの，こ

の解釈には注意が必要である。中絶，人工妊娠中絶

の減少も長いスパンで見たとき，決して減少傾向に

あるわけではない。特に高校生は，緊急避妊薬の情

報を知っているため，使用していても報告されない

という実態があり，減っているからといって安全な

行動がとられているとは言えないのである。

　さらに，一般の性感染症に関しては，淋菌感染

症とクラミジア感染症などは減少傾向を示している

が，ウイルス性の性感染症は，いまだ増加傾向にあ

り，性に関して安全な行動がとれているとはまだま

だ言えないところである。実際に高校生で性経験を

もっている子どもたち 3,500 人を対象とした調査に

よると，性関係をもっている高校生の 10 人に 1 人

はクラミジアに感染しているという結果が報告され

ている。子どもたちの性行動の現状は，20 年前と

比べると，高校３年生の性経験率は，女子が 10％，

男子 20％だったものが，20 年経って男子は約２倍，

女子は２倍どころか４倍を越す値となっており，急

激に女子の性に関する行動が活発化している様子が

見られる。

３　児童生徒の性に関する課題

　高校生を対象とした調査結果によると，学校に

よっては性経験率が 0％という学校もあれば，逆に

性経験率が 70％という学校もある。ここまで性経

験率に学校差があるということは，どの学校も同じ

指導をするのではなく，子どもたちの現状を把握し

たうえで，発達段階に応じた授業を展開していかな

ければ授業自体が子どもたちにとって衝撃的な内容

になったり，あるいはその子たちにとって足りない

内容になったりする恐れがある。

　また，ここ５年間の性行動の実態を詳しく見てい

くと，性行動は少し抑制されつつある。この 5 年

間の高校生へ性意識調査の結果から，「高校生が性

関係をもっても構わないと思いますか。」という問

いについては，5 年前に比べると男女とも 10％～

15％ほど，容認意識が減少し，性経験に関しては

徐々に平均値が下降傾向にある。

　ただし，これは平均値の話であって，最近では小

学生や中学生から性経験をもつ子どもたちも出てき

ており，早期に性経験をもつ子どもたちは，予防行

動をとっておらず，相手も多いという傾向があり，

とても危険な状況にあり，性行動の二極化が生じて

いるように考えられる。

　これらの性行動や性意識の背景に何が影響してい

るのか，性に関する様々な情報をテレビやゲーム，

インターネット，漫画等から早期に入手し刺激を

受けているということはもちろんのことだが，最も

強く関連している要因の一つは携帯電話である。子

学校における「性に関する教育」の進め方
～「性教育」から「生きる教育」，「予防教育」から

「希望教育」へ～
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どもたちがなぜそこまで携帯電話にしがみついてい

るのかを考えてみると，友達との関係を保つために

つながっていたり，つながっていないと不安である

という状況群に陥ってしまっていたりすることにあ

る。これは子どもたち同士が非常に浅い人間関係で

つながっていることを意味しているのかもしれな

い。

　さらに，先生と生徒，家庭，地域社会の様々な人

間関係が衰えてきているのではないのか。人は目に

見える人間関係の中からいろいろなことを学び，自

分自身の自尊感情や規範意識を養い，善悪を判断し，

自分の目標を見つけていくものである。しかし，そ

のような人と人のつながりが薄れ，子どもたちの根

底が揺らいでいるように思われる。このような状況

に対して教育は実施されてはいるが子どもたちの変

化が早すぎて教育自体が追いついていない状況にあ

るため，今後，変化に追いついた教育が必要となっ

てくる。

　さらに，生徒への面接での課題を交えて話をす

ると，日本社会は一見，便利で豊かに見えるが，子

どもたちが問題行動を起こす背景には，見えないふ

たつの貧困があると考えられる。ひとつは経済的な

貧困，もうひとつは心の貧困である。たとえ表面は

裕福な家庭であっても心の貧困が存在し，これら２

つの貧困が複雑に入り混じって社会の中に潜在化し

ている可能性があるということが明らかになってき

た。

　このような日本社会のひずみの中で，子どもたち

はもがいてその結果いろいろな問題行動を起こして

しまっているように思われる。

４　ＷＹＳＨ教育を通して

（１）ＷＹＳＨ教育とは

　　ＷＹＳＨ教育は，女性だけに絞った教育ではな

く子ども，若者の幸せを願うためのプロジェクト

である。そして，性に関しては文化や宗教など様々

な価値観から大きく影響を受けるものなので，海

外で行われている教育をそのまま使っても日本の

実態にあてはまるとは限らない。この教育は，海

外からの直輸入ではなく国内で開発された教育で

あるという特徴を持つ。

　　実際にＷＹＳＨ教育に取り組むことによって，

次のような点で効果が科学的に立証されている。

　・性感染症等知識ﾚﾍﾞﾙが大幅に上昇する。

　・自分が危ないというリスク認知度が上がる。

　・「性関係をもっても構わない」という容認意識

　の割合が低下する。

　・自己肯定間が上昇する。

　・意欲スコア（やる気）が上昇する。

　　以上のような効果を上げるものがＷＹＳＨ教育

であると考えていただきたい。

　　また，ＷＹＳＨ教育とこれまでの教育との違

いは，生徒の発達段階に応じた学習内容であるこ

と，そして生徒の現状を把握するための調査があ

り，学習後には取組についての評価を行うことで

ある。評価することは非常に重要で，うまくいか

なかった部分を改善したり，成功した部分を継続

したりするための基礎資料となる。こちらがどれ

だけ心を込めて授業をしても，児童生徒の状況に

即していないと，空回りし逆に子どもたちを刺激

してしまうこともある。特に中学生への指導は難

しい面があり，一番吸収しやすい時期だけに言い

方を間違えると逆効果になる可能性もある。反面，

うまく進めると大きな教育効果が得られる年代で

もある。

　　調査結果により，科学的に足りない知識を提

供するだけの学習を計画するのではなく，マーケ

ティング理論，行動理論，コミュニケーション理

論など，いろいろな理論を用いて発達段階に応じ

た児童生徒の価値観や精神状況に合わせた教材を

開発していくことが重要であり，加えて，子ども

たちの本当の意識を変えるということは，指導す

る側の本気の姿勢，心を込めた教育をしていくこ

とが必要となる。　

（２）最終的なゴールとは

　　まず，狭い意味での目標としては，児童生徒が

成長したとき，あるいは成長過程で「性の問題か

ら子どもたちを守ること」を共通の目標とする。

　　次に，「将来全ての子どもたちが，自分の長所

を伸ばして幸せに生きることができること」を広

い意味での目標とする。

　　このそれぞれの最終ゴールがぶれてしまうと教

育効果が得られないため，ぜひ，各観点で各校種

の先生方が，それぞれの分担（役目）を果たして

いただきたい。

　　最終的なゴールへ向けての基本戦略は具体的に

４段階に分けている。

　①自己肯定感，自尊感情を上げ，自分を大切にす

　る意識を育成すること。

　②心穏やかな安心できる人間関係をもつことがで

　きるようにすること。

　③社会の中で危ないことを教えること

　④どうするのかはクラス議論などを通し自分たち

　で考えさせること。

（３）小学校における性に関する教育の視点と展開

例

　　小学校における性に関する教育の視点は，「基

礎は自己肯定感の向上と豊かな人間関係の構築」

である。

　　展開例としては，まず，柱となる二次性徴につ
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いて，いかに恥ずかしさを感じさせずに温かく伝

えていくかというところである。これは，高校生

になってから性関係をもつ一番の理由として，「も

う大人だから」と体つきが変化することで大人で

あると錯覚しているためである。二次性徴を学ぶ

中学年の時に，「大人と子どもの体はこんなふう

に違う。」「体の変化があったからといって大人に

なった訳ではない。」ということを指導する必要

がある。現時点では大人になる準備をしていて，

体が最初に大人になり，それから徐々に経験を積

んで心と頭が大人になっていくということに気付

かせなければならない。

（４）中学校，高等学校における性に関する教育の

視点と展開例

　　中学校，高等学校の性に関する教育の視点につ

いても小学校と同様「基礎は自己肯定感の向上と

豊かな人間関係の構築」である。

　　展開例としては，思春期の心と体，性感染症，

HIV の予防，妊娠，出産，命の大切さ，性情報

の危険性を伝えるところになる。

　　ここで大切なのは，特に性感染症，HIV の予

防である。これに関しては，これらのリスクが人

ごとではなく自分のこととして考えられるような

教育をすることが重要で，性関係をもつことにと

ても焦っている子どもたちに対して，そんなに焦

る必要はないということを伝えることが大切であ

る。

　　これから紹介するビデオは，高等学校での授業

の実践例である。この授業は２単位時間で展開し

たときの授業の様子である。

ビデオの視聴（メッセージビデオ）

ＷＹＳＨ教育　高等学校の実践例

テーマ「守る」

　①　イントロを通して生徒の気持ちをリラックス

　させる。

　②　生徒のモチベーション（今日の授業は楽しそ

　うだという感覚を生徒が持ち始める）をあげて

　講義に入る。その際，長い講義は生徒が飽きて

　しまうので 15 ～ 20 分で何が危ないのかを教

　えてしまう。

　③　グループワークの時間を設定し予防方法や将

　来の夢についてワーキングを行う。

　④　生きることや命について考える。この授業で

　は「守る」について考えさせた。

　⑤　感想文を書かせる。

５　終わりに

　　私たち学校で教育に関わる立場の者は，子ども

たちすべての家庭を変えることは絶対できない。

今私たちにできることは，まず，社会にはこんな

に危険が潜んでいるということを伝えること，そ

して，それ以上に大切なことは，社会の歪みの中

で，溺れかけている子どもたちの土台になること，

温かい人間関係を築き安心感を伝えることで子

どもたちの未来は変わるのではないかと考えてい

る。例え小さなことでも，一人ひとりが何かでき

ることから始めてほしい。そうすることで，きっ

と地域が変わり，さらに社会が変わっていくので

はないかと思っている。そして，全ての地域で子

どもたちの心からの笑顔が広がっていくことを

願っている。

 

　豊かな人間関係をはぐくみ，生涯を通じて健康な

生活を営むためには，生命尊重，人間尊重等を基盤

とした性に関する教育・エイズ教育を進める必要が

ある。

　そのため，発達段階に応じた学習や指導の進め方

について協議する。

（１）児童生徒の発達段階や現状に応じた性に関す

　る教育・エイズ教育の進め方について

（２）各教科，特別活動及び総合的な学習の時間等

　との関連を図った性に関する教育・エイズ教育の

　指導計画の作成，実施，評価及び改善について

（３）学校，家庭，地域社会が連携した性に関する

　教育の進め方について

生涯を通じて健康な生活を営むための資質や

能力を育てるため性に関する教育の進め方
福岡県教育庁体育スポーツ健康課

指導主事　節原　香智美
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【質疑応答】
（１）性感染症については，昔は性病と言われていた。

従来からの性感染症は，現在も淋病，梅毒等があ

るわけだが，中学校では性感染症に関しては，ど

のような指導をしているのか。（愛知県　学校医）

《回　答》
・性感染症については，中学３年で，特にクラミ

ジアを取り上げて指導をしている。クラミジア

は若者への感染が非常に多く，体の表面に表れに

くいため気付くのが遅いということ。また，女性

が感染した場合，不妊という問題も出てくること

から，この問題については，心の面を特に重要視

して指導をしている。その他の性感染症について

は，名前を挙げる程度である。（発表者　北田）

・性感染症の名前については全て挙げるが，説明に

ついてはクラミジアが中心である。（講師　木原）

（２）ＷＹＳＨ教育に取り組むうえでの教育の効果

と評価について教えていただきたい。

（愛知県　教頭）

《回　答》
・効果については，授業の前後に実施するアンケー

トの結果等で見ていくしかない。この教育は，自

分が将来そのような場面に遭遇した際に自分で判

断すること，また，予防することが大切であるこ

とから，評価をすることについては難しい面もあ

る。　　　　　　　　　　　　（発表者　今田）

・評価の方法としては，授業の前後に実施するアン

ケートや授業後の感想文の中から，意識や知識の

変化を読み取ること。この評価については，短期

間の変化を見ることはできるのだが，長期間（そ

の後の変化）を見ることは難しいため，その点に

ついては課題である。　　　　　（講師　木原）

（３）ＷＹＳＨ教育を「女児と女性のため」として

いる理由は何か。また，小学校でＷＹＳＨ教育を

取り入れるためにはどうしたらよいか。特に性に

関する指導では，教職員の指導への温度差はない

か。　    　　　　　　　        （福井県　教諭）

《回　答》
・ＷＩＳＨ教育は，若者全体のプログラムであるた

め，「女性，女児」だけを対象としたものではな

い。小松市の場合は，ソロプチニスト（女性の奉

仕団体）が女性の視点からＷＹＳＨ教育に取り組

んだためである。　　　　　　（発表者　北田）

・性に関する教育への取組を行う上での教員間の

温度差を埋めるためには，自分が研究主任であ

る立場なので，教員全員が参加できるようワーク

ショップ形式で研究協議会を行うなど，教員全員

が参加しやすいような授業の形式を考えて実施し

ている。また，市内の養護教諭部会が作成する各

学年に応じた性に関する指導資料等を活用するこ

とにより全市で取り組めるように進めている。

　　　　　　　　　　　　　　（発表者　祖母井）

・ＷＹＳＨ教育については，生徒指導の側面からア

プローチしていく時もあれば，保健体育科，特別

活動，道徳など教科等の中で学校の実態等に合わ

せて実施する場合もある。　（発表者　佐々木）

（４）第５課題の名称が「エイズ教育」となってい

るが，エイズという言葉だけが一人歩きしている

ように思う。なぜ「エイズ教育」としているのか。

　　　　　　　　　　　　　　（福岡県　薬剤師）

《回　答》

生徒の発達段階や現状に応じた性に関する教

育・エイズ教育の進め方
～学校全体で取り組む性に関する教育～

広島県山県郡北広島町立芸北中学校　　　　　　

（元広島県山県郡北広島町立千代田中学校　校長）

校長　今田　雄次
広島県山県郡北広島町立千代田中学校

養護教諭　佐々木　美紀

各教科，特別活動及び総合的な学習の時間等

との関連を図った性に関する教育・エイズ教

育の指導計画の作成，実施，評価及び改善に

ついて
～自己肯定感を高め，温かい人間関係を築く

性に関する教育の在り方～
愛媛県大洲市立平小学校

教諭　祖母井　規子

正しい判断のもとに行動を変容することがで

きる性に関する教育の推進
～学校，家庭，地域の連携を通して～

石川県小松市立中海中学校　養護教諭　北田　裕美子
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・学校教育では，文部科学省が示している学習指導

要領の内容に基づいて，学習を行っている。中学

校で学習する保健体育科の「感染症の予防」とい

う中にエイズ及び性感染症を扱うことが明記され

ているためである。　　　　（指導主事　節原）

（５）学校全体で性に関する指導に取り組むために，

どのような工夫をしているか。また，家庭や地

域へ広げていくために取り組んでいることはある

か。さらに，授業を想起させる工夫や，日常生活

にＷＹＳＨ教育をどのようにつなげていくのか。

　　　　　　　　　　　　　（神奈川県　養護教諭）

《回　答》
・性に関する授業を行う前には，学級通信で自由参

観について呼びかけると共に，保護者から返事が

もらえるような内容にして，常に保護者と連携が

とれるように工夫している。（発表者　祖母井）

・中核となる先生が中心となり，校内研修で模擬授

業を実施するなど校内で誰もが授業に取り組みや

すいよう研修を行っている。また，学級懇談会や

授業参観等の場を活用し，保護者へも性に関する

教育の取組について啓発を行っている。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（発表者　北田）

・ＷＹＳＨ教育についてのポスターの掲示や学校通

信等でお知らせをしたり，卒業式の式辞の中に言

葉を添えたりしている。また，授業の前後には，

授業内容を保護者に知らせるなど連携を深めて

いる。課題としては，ＷＹＳＨ教育に取り組むた

めには，学校長の理解と養護教諭の協力がなけれ

ば，継続していくことは困難であるということ。

　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　今田）

・感動と信頼を教職員のキャッチフレーズにして，

ＷＹＳＨ教育を始めて３年目となる。現在は養護

教諭が中心となり進めているところである。保護

者への啓発は主に学校だよりや保健だより等を通

して行っている。今後も子どもたちの将来を見据

えた教育の実践を推進していくと共に，子どもた

ちの感動した姿を地域へアピールしていきたい。

　　　　　　　　　　　　　　（発表者　佐々木）

 

（１）愛媛県大洲市立平小学校の取組について

　　性に関する取組が，自己肯定感を高めること，

温かな人間関係を築くことを中心に取り組まれて

いる。

　　学級担任の立場から，児童とのつながりを継続

的に大切にしながら取り組んでいる実践であり，

地域とのつながり（保護者，養護教諭部会）も効

果がある実践であった。

（２）石川県小松市立中海中学校の取組について

　　学校，地域，家庭が連携して性に関する指導に

取り組んでいる実践であった。

　　また，外部講師と連携し，ＷＹＳＨ教育の模擬

授業を実践（３年生）し，保護者とも連携を図り

ながら教育効果を高めていく実践は素晴らしい取

組であった。

（３）広島県山県郡北広島町立千代田中学校の取組

について

　　学校長のリーダーシップのもと，学校全体でＷ

ＹＳＨ教育に取り組み，生徒一人ひとりの性に関

する意識，行動の変容を目指しており，今後の取

り組みの方向性がはっきりと示されている。
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