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１　はじめに

　米国のＣＤＣ（疾病管理・予防センター）は，青

少年期の以下の６つの危険行動を抑制することが，

現代の健康問題を解決する上で最優先課題であると

している。

・故意または不慮の事故に関する行動

・喫煙

・飲酒及び薬物乱用

・望まない妊娠，ＨＩＶを含む性感染症に関係する

　性行動

・不健康な食生活

・運動不足

　ここで注目すべき点は，この６つの危険行動のう

ちの４つまでが喫煙，飲酒，薬物乱用問題と直接あ

るいは間接的にかかわっていることである。「喫煙」

と「飲酒及び薬物乱用」は喫煙，飲酒，薬物乱用問

題そのものである。また青少年は，飲酒や薬物を使

用している時に，自殺，他殺，無謀な車の運転，危

険な性行動をとりやすいことなどから，「故意また

は不慮の事故に関する行動」や「望まない妊娠，Ｈ

ＩＶを含む性感染症に関係する性行動」とも喫煙，

飲酒，薬物乱用問題は深くかかわっている。

　以上のように，私たちの想像以上に，喫煙，飲酒，

薬物乱用問題は身近で深刻な問題であると言える。

そして，薬物のもつ共通の特性である依存の強さを

考慮すると，青少年の喫煙，飲酒，薬物乱用を防止

することは，学校における健康教育の最も重要な課

題の一つであることは明らかである。

　幸いなことに，我が国は先進諸国の中では薬物乱

用経験率は非常に低い状況にあるが，特定のグルー

プでは高い薬物乱用経験率が認められる。例えば，

ゲートウェイドラッグであるタバコやアルコールに

ついて高校生を対象に行った調査において，４つの

グループ（１ヶ月の間に①喫煙，飲酒を共に行って

いない，②飲酒のみ，③喫煙のみ，④喫煙，飲酒を

共に行った）に分け，薬物乱用経験率について調査

した結果によれば，特に④のグループでは薬物乱用

経験率が約 10％で非常に高かった。しかも，女子

の方が高い傾向にあった。

　また，女子の場合は喫煙をしただけでも，薬物乱

用経験率が 7.5％と高く，女子において喫煙はゲー

トウェイドラッグとして，重要な役割を果たしてい

る。

　小学校高学年で 10％超の飲酒経験があるという

ことから，小学校での飲酒防止教育を徹底し，中学

校では違法薬物につながる可能性のある喫煙を防止

するための教育を，高等学校では違法薬物の防止教

育へと系統性を持たせた教育を確立させる必要があ

る。

　また，喫煙，飲酒，薬物乱用は他の危険行動とも

密接な関係がある。その中で性交経験と喫煙，飲酒，

薬物乱用の関係についてみると，中学生男子の性交

経験者は非経験者に比べて，飲酒が約２倍，喫煙は

約８倍，薬物乱用は約 23 倍のリスクがあるという

結果が得られている。つまり，早期の性行動はより

反社会的な行動と結びつきやすい傾向がある。

　このような危険行動の根底には，低い自尊心の問

題が共通に存在している。低い自尊心の問題が外側

に向けられた場合は反社会的な行動につながり，内

側に向けられた場合は自殺や自傷行為などの行動や

うつにつながっていく可能性がある。

２　喫煙，飲酒，薬物乱用防止教育の発展

（１）古典的な喫煙，飲酒，薬物乱用防止教育

　　1950，60 年代に欧米で行われた喫煙，飲酒，

薬物乱用防止教育は，それらの健康影響に関する

知識を提供することに主眼を置いた「知識中心型」

の健康教育，あるいは人間にはそのまま適用でき

ないほどに誇張された動物実験などを見せて恐怖

心を引き起こし，危険行動をとらないようにさせ

ようとする「脅し型」の健康教育であった。しかし，

こうした「知識中心型」あるいは「脅し型」の健

康教育は，危険行動を防止するという点ではほと

んど効果はなく，そうした行動を助長する場合さ

えあった。

（２）社会的要因への対処スキルの形成に焦点を当

てた喫煙，飲酒，薬物乱用防止教育

　　古典的な喫煙，飲酒，薬物乱用防止教育の失敗

を踏まえて，欧米では 1960，70 年代になって，

青少年の喫煙，飲酒，薬物乱用行動の形成要因に

ライフスキル形成を基礎とする喫煙，飲酒，

薬物乱用防止教育
神戸大学大学院人間発達環境学研究科
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関する研究が進み，友人や家族など，青少年にとっ

て重要な人の行動や態度，あるいはマスメディア

などの社会的要因が大きな影響を与えていること

が分かってきた。例えば，周囲に喫煙や飲酒をす

る人が多ければ，青少年はそうした人々の行動を

観察，模倣し，そして何らかの身体的もしくは心

理社会的利益を得る経験を重ねるうちに，行動は

強化され，習慣化して行く可能性が高い。とりわ

け思春期は，親の影響力は低下する一方で友人の

影響が強くなる時期であり，友人の行動や態度は

危険行動のきっかけとなりやすい。また，テレビ

や雑誌によるたばこや酒類の宣伝・広告は，喫煙

や飲酒に対する肯定的な態度を形成するのに大き

な役割を果たす。また，マスメディアに登場する

魅力的な人物が喫煙や飲酒をするシーンや，有名

人の薬物乱用に対するメディアの寛容な姿勢は，

青少年の喫煙，飲酒，薬物乱用に対する態度，そ

して行動に大きな影響を与えるものと考えられ

る。

　　そこで 1970 年代になって，社会的要因への対

処スキルの形成に焦点を当てたプログラムが開発

された。この種のプログラムでは，喫煙，飲酒，

薬物乱用の影響に関する知識を提供することに加

えて，そうした行動を助長する社会的要因の影響

に気付かせるとともに，宣伝・広告が伝えようと

するメッセージを批判的に分析するスキルや，友

人などからの圧力に対処するスキルの形成を目指

した。その後の多くの研究によって，このタイプ

のプログラムは行動面における効果があることが

示されている。

（３）ライフスキルの形成に焦点を当てた喫煙，飲酒，

薬物乱用防止教育　

　　1970 年代の研究によってまた，自分には能力

や価値がないと感じていたり（低いセルフエス

ティーム），自分の考えや気持ちを効果的に相手

に伝えるコミュニケーションを含む社会的スキル

（あるいは対人関係スキル），感情やストレスを上

手にコントロールするストレス対処スキル，問題

状況において合理的に解決策を選択する意思決定

スキルなど，私たちがよりよく生きて行く上で不

可欠な基本的心理社会能力（ライフスキル）が育っ

ていない子どもたちは，社会的要因の影響をたや

すく受けて，喫煙，飲酒，薬物乱用などの危険行

動をとりやすいことが明らかになってきた。

　　とりわけ，青少年の家族に関する自尊心は思春

期前期（小学校高学年から中学生）に急激に低下

する傾向があり，この時期に子どもたちは危険行

動をとる恐れが高い。例えば，中学生の飲酒行動

についてみると，男子は自尊心が高くなるにつれ

て，飲酒率が低くなっている。また，中学生の喫

煙行動についてみると，女子の自尊心が一番低い

グループでは喫煙率が 20.7％と非常に高く，危

険行動をとりやすいことがわかる。高校生の飲酒，

喫煙，薬物乱用についてみると，より反社会的な

行動をとる高校生ほど家族に関する自尊心が非常

に低いことがわかる。自尊心が低いから危険行動

をとるともいえるし，危険行動をとった結果とし

て自尊心が低下するともいえる。

　　こうした知見に基づいて，1970 年代後半になっ

てライフスキルを育てるための内容が喫煙，飲酒，

薬物乱用防止教育に取り入れられた。その後の研

究によって，ライフスキル教育を取り入れた教育

は，喫煙，飲酒，薬物乱用だけでなく，若年妊娠

や性感染症に罹るリスクが高い性行動，いじめ，

暴力，非行，摂食障害，抑うつなど，思春期の様々

な危険行動，問題行動，健康問題の防止に有効で

あることが明らかになってきた。別の言い方をす

れば，思春期の様々な危険行動，問題行動，健康

問題の根底には共通して，ライフスキルの問題が

存在しており，これらの形成なくしては本質的な

問題解決には至らないと考えられようになってき

たのである。

３　学校教育の目標と喫煙，飲酒，薬物乱用防止教

　　育との関係

　中央教育審議会のまとめ「21 世紀を展望した我

が国の教育の在り方」は，今日の変化の激しい社会

を生きていくために必要な資質や能力を「生きる力」

と定義し，これからの学校教育が目指すべき基本的

目標であることを強調している。

　学校で行われる喫煙，飲酒，薬物乱用防止教育は，

青少年の喫煙，飲酒，薬物乱用を防止するために行

われることはもちろんであるが，加えて学校教育の

基本的目標である「生きる力」の形成にも寄与する

ものでなければならない。

　近年，こうした健康上の目標と教育上の目標の接

点として，ライフスキルを形成することが重要視さ

れるようになってきている。なぜなら前述したよう

に，ライフスキルを育てることによって，喫煙，飲酒，

薬物乱用を始めとする様々な危険行動を効果的に防

止することができ，また「日常生活の中で生じる様々

な問題や要求に対して，建設的かつ効果的に対処す

るために必要な心理社会的能力」あるいは「複雑で

困難な課題に満ちた社会の中で成功し，直面する多

くの問題を効果的に取り扱うのに必要とされる一般

的な個人及び社会的スキル」と定義されるライフス

キルが，とりわけ「生きる力」の「自分で課題を見

つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行動

し，よりよく問題を解決する資質や能力」や「自ら
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を律しつつ，他人とともに協調し，他人を思いやる

心や感動する心など，豊かな人間性」に極めて近い

概念だからである。

　こうした背景のもと，現行及び新学習指導要領の

保健体育科（体育科）においては，行動科学の成果

が大幅に取り入れられ，青少年の危険行動に影響を

与える社会的要因への対処スキルとともに，ライフ

スキルの形成が重視されている。例えば，中学校の

「心身の機能の発達と心の健康」においてはストレ

ス対処スキルやコミュニケーションスキルと関係の

深い内容が，「健康な生活と疾病の予防」では意志

決定スキルやコミュニケーションスキルと関係の深

い内容が重視されている。また高等学校においては，

「現代社会と健康」を中心にライフスキルに関連す

る学習内容が取り扱われている。

　学校健康教育の基本的役割は一次予防にある。と

りわけライフスキルを育てることが一次予防の基盤

となるべきである。

　小学校低学年段階では自尊心や対人関係能力を育

てたり，ストレスに対処する力を育成するライフス

キルを中心とした一次予防を系統的に指導すること

が大切である。また，小学校高学年から中学生にか

けて，具体的な薬物に関する知識や薬物を勧められ

た時に断るスキルを指導していく。こうした考え方

が，これからの健康教育のモデルとなろう。

４　おわりに

　現在私たちは，小・中学生を対象としたライフス

キル形成を基礎とする喫煙，飲酒，薬物乱用防止プ

ログラムを開発しており，小学校では自尊心を育て

ることに主眼をおいている。自尊心を育てるために

は個性の感覚を育てる（事実に即した現実的な自己

概念の形成）ことが大切である。

　ヘルスプロモーションは健康教育と環境支援活動

の二つからなっている。

　ヘルスプロモーションの観点から言えば，子ども

たちに対してただ単に自尊心教育を行うだけでは不

十分であり，併せて子どもたちの周囲の大人がよい

手本となることが大切である。

 

　わが国では，他の先進諸国と比較して薬物乱用

事犯が少ないとされている。しかし，昨今，大学生

やタレントによる薬物乱用事犯が社会問題化してい

る。また，子どもたちのセルフエスティームが低く，

意思決定，ストレス対処，コミュニケーションスキ

ルなどの心理社会的能力（ライフスキル）が育って

おらず，社会的要因の影響を強く受け，喫煙，飲酒，

薬物乱用をはじめとする様々な危険行動をとりやす

いとされている。そのため，発達段階に応じた喫煙，

飲酒，薬物乱用防止の教育を効果的に推進する方法

について，本日の講義の中にも出てくるセルフエス

ティームの指導と，学校と地域社会の連携のあり方

をキーワードにし，次の視点で協議を進めていく。

（１）喫煙，飲酒，薬物乱用防止教育に関する指導

計画の作成，実施，評価，改善について

（２）小・中・高等学校における喫煙・飲酒・薬物

乱用防止教育の進め方について

（３）学校，家庭，地域が連携した喫煙・飲酒・薬

物乱用防止教育の進め方について

安全で豊かな社会と健康を守り育てるため
の喫煙，飲酒，薬物乱用防止教育の進め方

大阪府教育委員会事務局教育振興室保健体育課

首席指導主事　岸田　吉史

心身ともに健康な児童の育成を目指して
～児童のセルフエスティームを高めることで，喫煙・飲酒・薬物に適切に

対応する力を育てる～

埼玉県川口市立東領家小学校　　　　　　　　　　　

教諭　坂根　伸子　養護教諭　佐野　朋子

－ 80 － － 81 －



【質疑応答】
（１）具体的な取組を通して，セルフエスティーム

の獲得につながる各取組の力，獲得が期待される

力について，補足説明してほしい。

（指導助言者　岸田）

《回　答》
・学級の保健指導は年間計画を立て，薬物乱用防止

と保健月目標をリンクさせ，子どもたちには薬物

乱用は体を駄目にしてしまうという事を理解させ

るようにしている。ＤＭＦ指数（虫歯を経験した

歯の数）は毎年減少傾向にある。

・各教科等において人間関係の築き方を学ぶことに

よってトラブルや心理的な問題で保健室に来る子

どもは減少している。生活習慣が大切だというこ

とを具体的に指導し，ワークシートで自己評価し

ている。保護者には保健だよりや学校保健委員会

等を通じて授業内容を理解してもらい，感想をい

ただいている。薬物乱用防止教室でのワークシー

トを見て，絶対にしないという意思を持っている

子どもが多い。

・地域内の連携として，幼・保・中の薬物乱用防止

に係る連携を図り，家庭，地域の方の協力の得ら

れるようになってきている。

・また，子どもたちの変化としては，各自が自己主

張できるようになってきたり，児童保健委員会で

の委員の意識が高まってきたりするなどよい影響

が広がっている。　　　　　　（発表者　佐野）

・学校行事において薬物乱用の恐ろしさの認識，健

康安全で安心な社会の重要性や誘われたときの対

応を意識し実践することができることを目標とし

ている。生徒の感想文とワークシートでの自己評

価を用いて，実践の有効性を評価している。

・学級活動に自分・相手の人権を尊重した上で，

自分の意見や気持ちをその場に適切な言い方で

表現できるようにするトレーニングを取り入れて

いる。また，保健体育科ではケーススタディー，

ロールプレイングを通し，社会的要因について考

えさせている。　　　　　　　（発表者　澤田）

・薬物乱用については，生徒自身がいけないことは

いけないと選択できる力を身に着けさせたい。各

科との関連性をもたせ，専門家の協力を得つつ指

導を行った。生徒の感想にあったように，自分を

大切にし，内面から高めさせたい。

　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　柳谷）

（２）小学校４年生で「薬の正しい使い方」とあるが，

どのようなやり方で行ったのか。学校薬剤師の役

割はどんなものであったか。

　　また，薬物乱用についてメディアで騒がれてい

るが，子どもたちの様子はどうか。

《回　答》
・発育測定の中で視聴覚教材を使用し，プレゼン

テーションを行った。医薬品の正しい飲み方など

について，クイズ形式で指導した。今回は，特に

学校薬剤師には依頼していない。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（発表者　佐野）

・薬物乱用をニュースでは見るが，子どもたちに

詳しい知識はなく，薬物乱用の危機感はないと思

う。　　　　　　　　　　　　（発表者　坂根）

（３）中学校での教職員の喫煙室について，聞かせ

てほしい。　　　　　　　（千葉県　学校薬剤師）

《回　答》
・本市では校内全面禁煙の条例はない。昨年度まで

職員室内で分煙であったが，現在は他の場所での

分煙となっている。　　　　　（発表者　澤田）

（４）地域の関係機関や学校医・学校薬剤師との連

携の方法を教えてほしい。また，ＰＴＡの保健委

員会について教えてほしい。

　（鳥取県　養護教諭）

《回　答》
・学校医との連携としては，学級活動において，生

徒からの質問に対しての回答や助言をいただいた

り，学校医と養護教諭でトークショーを行ったり

した。また，生徒は学校医に直接相談している。

一方，学校医は生徒と会話ができ，生徒の考えも

聞けるので，大変喜ばれている。

中学校における喫煙・飲酒・薬物乱用防止
教育の効果的な進め方

～特別活動・教科等を中心にした指導実践を中心に～

広島県竹原市立竹原中学校　養護教諭　澤田　良子

健康な学校づくりを目標とする喫煙，飲酒，
薬物乱用防止教育

～学校，家庭及び地域社会が連携した喫煙，飲酒，薬物乱用防止教育の進め方～

香川県立高松西高等学校　養護教諭　柳谷　貴子
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・ＰＴＡの保健委員会は創立当初からあり，性に

関する教育の情報交換を行ってきおり，喫煙・

飲酒・薬物へと発展した。これらの問題解決や教

育の推進は，家庭の協力なしではできないと考え

る。また，薬物などの情報を知らないのは親であ

り，子どもが親に教えるくらいになることを目標

としたい。　　　　　　　　　（発表者　柳谷）

（５）今後，学校薬剤師に希望することがあれば，

教えてほしい。（沖縄県　学校薬剤師）

《回　答》
・薬物乱用防止教室や非行防止教室，学校保健委員

会等で話をしてもらいたい。

（発表者　佐野）

・次年度の計画に盛り込めるように学校保健委員会

等でＰＲしてほしい。また，学校薬剤師の専門性

を生かした教材を提供してほしい。　　　　　　

　　（発表者　澤田）

・喫煙，飲酒，薬物乱用防止に関する授業にゲスト

ティーチャーとして参加していただきたい。

　　　　　　　（発表者　柳谷）

（１）埼玉県川口市立東領家小学校の取組について

（２）広島県竹原中学校の取組について

（３）香川県立高松西高等学校の取組について

　児童生徒等の喫煙，飲酒，薬物乱用防止には，地

域連携を活用した取組が大切である。

　喫煙，飲酒，薬物乱用の危険性・有害性に関する

専門的な知識理解も必要である。それには，専門家

である学校薬剤師等の活用が考えられる。

　しかし，知識中心型の薬物乱用防止教育だけで

は児童生徒等の喫煙，飲酒，薬物乱用防止はできな

い。児童生徒等のセルフエスティームを高めるため

には，日常的に意思決定力や行動選択力を高めるよ

うな教育活動が行われるような学校全体としての取

組が必要である。

　この両者が両輪として効果的に働いた時に目的を

達成できると考える。
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