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【実践研究】

子どもたちの性的行動と向き合う性教育実践の課題
―「恋愛クラブを科学する」の実践を通して―
村末

勇介

The Problem of the Sexuality Education Practice Confronted with Children’
s Sexual Behavior
－ Through the Educational Practice of“Renaikurabu wo Kagaku Suru”－
Yusuke MURASUE
要

約

教室での子どもたちの性的行動を，彼らの成長・発達に向けての学習要求課題として読み取り，それをどのよ
うに実践につないでいくかを検討した。
「学習指導要領」における性教育への姿勢は，その内容規定において，
「受
精に到る過程は扱わないものとする」といった，いわゆる「歯止め規定」が存在し，子どもたちの性的行動を初め
から一定の枠組みにおいて捉えようとするものであるが，
「生徒指導提要」等にみられる生徒指導的な立場から
の性教育は，子どもの現実からの積極的な実践展開の可能性を有している。本稿では，小学６年生男子の性的行
動から生まれた学級での男女の対立問題を出発点にした「恋愛クラブを科学する」という学級活動における授業
実践を例に，子どもの生活現実から出発する性教育の意義を示し，そこから導かれる実践課題について提起した。
思春期の子どもの姿を丁寧に読み取り，子育てに不安を抱く保護者と共にそれに関わっていく実践の創造が，今，
求められている。
キーワード：性的行動

思春期

OJT
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性教育

カリキュラム・マネジメント

教師の専門力量

１．はじめに～教室で姿を見せる子どもたちの「性」の現実
当然のことであるが，教室の子どもたちは，日々様々な姿を見せてくれる。それは，時に教師の想定を
超えるものである場合も少なくはなく，本研究で主たる課題とする性的な事柄や問題にも及ぶ。表立っ
ての話題とはなりにくいプライベートな領域としての性的行動は，
「想定を超える」範疇の姿としてでは
なく，むしろ教師にとってはできるだけ触れたくはない，
「蓋をしておきたい」姿でもある。
では，まず初めに，筆者が実際に出会ってきた子どもたちの姿の具体例を挙げてみよう。これらはま
さしく，教室に集う子どもたちの「性」のリアルである。
事例①：水泳の授業で，小学３年生女子が水着に着替えていると，突然ついたてが動いた。びっくり
して見に行くと，向こう側から覗こうとしてい
た男子が慌てて逃げていった（生活日記）。
事例②：教室で水着に着替えるとき，小学４年生
の男子２人が下着を脱いで，どちらが先に性器
が勃起するかの競争をした。その後，
「セック
ス」と言いながら性器をくっつけ合って遊んだ
（母親の相談内容）。
事例③：朝，教室に入ると，子どもたちが大騒ぎ
していた。そこでは，小学２年生の男子が黒板
一面に大きく落書き（図１）をしながら「ちんち
んをもみもみすればセルフサービス」と叫んで
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図１

黒板の落書き（小学２年生）
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いた（教室での様子）。
事例④：入学したばかりの中
学１年生男子数人が，初め
ての英語の授業中に紙切れ
にかいた「３Ｐのやり方」
と題する落書き（図２）を
回覧し，英語担当の先生に
取り上げられた（研究会で

図２

英語の時間に回覧されたノートの切れ端の絵（中学１年生）

の事例発表内容）。
これらは，幼さや未熟さを内在させた「子どもの振る舞い」として表出された性的行動であるが故に，
不慣れな大人にとっては，一般的な子どものイメージとのあまりのギャップに，驚かされ，惑わされる
事象であろう（事例②では，当事者の子どもが語った遊びの内容を聞いた直後に，母親が慌てふためき，
担任のもとに駆け込んできた）。しかし，常に子どもたちと共に生活している現場教師にとっては，決し
て珍しいことではない。
学校・学年段階の違いは当然あるが，現実問題としては，妊娠・出産につながるケースや性暴力，スクー
ル・セクハラに類するケース等も，表には出ない（出さない・出せない）だけで，皆無ではない。もちろん，
このレベルにおいての問題は，人間のいのちと人権に関わることであり，もはや「蓋をしておく」わけに
はいかず，その状況と限られた範囲の中で，考えられる最善の対応・対策（いわゆる生徒指導）を施すと
いうことになる。だが，そうした指導の必要性についてはもちろん前提とした上で，ここで問題にした
いのは，その段階までには至らない①～④の事例で示したような子どもたちの姿に出会った段階で，教
育としてどのような実践的対応ができるのか，できているのかということである。
一般論として「問題行動がでてきたとき，絶好の指導のチャンスが得られた，と思うくらいのたくま
しさが教師には求められる」とされるが，現実にはそう簡単ではない。
「そうした視点を持たない教師
は，問題行動が発生しないことのみ願い，ときには問題行動が起きても『ない』ことにしてしまう」
（浅野
1985）場合が，非常に多いのではなかろうか。
先にも書いたように，この背景には，
「性」自体がわれわれ人間にとって最もプライベートなテーマの
4
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4
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１つであるという事情があるが，教育という公的な場においてさえなかなか「性」を学びの対象に据え
られない現状には，看過できないいくつかの理由が存在している。
その１つは，子どもたちの性的行動を彼らの発達段階における表現として，分析的に捉える視点や力
量が教師に不足しているということである。そして，２つめには，そうした行動に対して，どのような
教育内容を準備し，どのような方法で伝えていくのかという専門的な知識が決定的に足りないという問
題が挙げられる。この２つの理由については，教員養成プログラムとして，性教育に関するまとまった
学習の場そのものが十分に保障されていないという背景も存在する。さらに３つめとして，性教育がな
かなか進まない現状にありながら，子どもの現実を見据え，性教育を推し進めようととり組んでいる教
師の「後ろ盾」となるべき文部科学省自体の性教育への消極的・否定的姿勢や態度の存在が挙げられる。
これでは，前記２つの理由を克服することは到底困難であるとしか言えない。後で検討するように，現
場での教育カリキュラムの前提となる「学習指導要領」自体が，子どもたちのリアルな性的行動を想定
し，それを射程に入れた学習内容を位置づける形にはなっていない（このこと自体は，ある意味当然の
ことではあるが）。2003年に東京都で起きた「七生養護学校」事件１）において典型的な形で示された文部
科学省の性教育に関する基本的スタンスは，
「性教育」自体への攻撃，弾圧，否定であった。この事件お
よびそれを契機にした「性教育バッシング」は，その後，全国の実践を停滞させ，それまで子どもに寄り
添う中から必要性を自覚し，自らの理論と実践研究のもと意識的にとり組んできた現場教師を萎縮させ
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た。さらに，そうした教師たちに「過激な教師」というマイナスのレッテルを貼る役割を果たすものと
なったし，
「ときには問題行動が起きても『ない』ことにしてしまう」教師たちに，堂々と免罪符を与える
という結果につながった。残念ながら，その影響は依然として学校現場に沈黙の圧力をかけ続けている２）。
本研究では，以上のような事情を長期的に克服していくべき課題として押さえながら，思春期を歩み
始めた小学６年生の子どもたちの具体的な性的行動から出発し，展開した性教育の授業実践を素材とし
て，子どもたちの生活現実と性教育とを結合し，展開するための具体的な実践課題ならびにそれを可能
にするための教員の資質獲得に向けた教員養成上の課題について明らかにしたい。

２．文部科学省における「性教育」の基本的な考え方
学習指導要領（2017年版）に示された性教育の内容と実践的課題

⑴

子どもたちの性的行動の現実を前に，性教育実践をどう創っていくのかを検討するには，当然の
ことながら，教育現場の教育内容を法的に規定し，方向付けている「学習指導要領」において，それ
がどのように位置づけられているのかをおさえておく必要がある。
性教育と一口に言っても，その対象となる「性」自体が，生きている人間の存在自体に関わるもの
であるから，その内容は，性科学を初め，生物学，発達心理学，ジェンダー論，文化論…といったそ
れぞれの角度から，実に多様な教育内容が導かれ得る。だが，当然のことながら，学校教育の下，限
られた時間数で成り立つカリキュラムという条件下で，性教育の内容項目の策定は，これまでの先
駆的なとりくみの中から子どもたちの学びを通して検証され，その教育的な効果と効率性が確かめ
られた内容により，暫定的に選択・構成されるというのが，現実的で最も説得力のある方法と言え
るであろう。そこで現在，各国において性教育の展開のために最も有力な指標の一つとなっている
ものが，2009年にユネスコから発行された「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」
（以下，
「ガイダ
ンス」）である。それには，次の６つの内容項目が，基本的構想（枠組み）として示されている。１．
人間関係，２．価値観，態度，スキル，３．文化，社会，人権，４．人間の発達，５．性的行動，６．性
と生殖に関する健康。そして，この枠組みの下に４つの年齢区分（レベル１：５～８歳，レベル２：
９～ 12歳，レベル３：12 ～ 15歳，レベル４：15 ～ 18歳）により下位の内容項目が詳細な「メニュー」
として示されている。このように，
「ガイダンス」においては，性を包括的に捉えた性教育が指向さ
れている。
それでは，こうした視点を念頭に置きつつ，改めて，今次新しく改訂された学習指導要領（2017）
についてみてみよう。ここでは，小学校の実践を素材に展開することから，小学校版に限定して概
観する。
周知の通り，小学校においての「性教育」の直接的な内容は，理科（５年），保健，特別活動（学級
活動）に位置づけられている（表－１）。尚，学習指導要領における学級活動の内容については，そ
の記述のままでは具体的に捉えられないため，
「学習指導要領解説書（特別活動編）」による補足説
明より抜粋した。
前章で述べたように，文部科学省の性教育への基本的態度は，残念ながら消極的であると言わざ
るを得ない。それは，
「ガイダンス」と比較するまでもなく，
「誕生」や「心身の発達」
「病気の予防」
といった非常に狭い守備範囲でしか内容項目の構成がなされていないこと，さらに，
「歯止め規定」
と呼ばれる内容の取り扱いに関する記述（注意書き）において，明確に読み取ることができる。５年
理科Ｂ生命・地球（2）動物の誕生では，
「動物の発生や成長について追究する中で，動物の発生や成
長の様子と経過についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，表現すること。」とあるが，そ
れについては，
「人の受精に至る過程は取り扱わないものとする」との説明が付されている。
「受精
に至る過程」には，当然「体外受精」も考えられるが，想定されているのは「性交」であり，それは遠
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学習指導要領における性教育内容の位置づけ

－ 122 －

琉球大学教職大学院紀要

第2巻

回しの表現でありつつも，明確で直接的な「禁止事項」に位置づけられている。
したがって，前章の事例で採りあげたような子どもたちの現実を，性教育への学びの要求と捉え
るならば，学習指導要領に忠実に従う限りにおいての理科学習や保健学習では，到底応えきれない
ことが理解できよう。そのままでは，まさに「蓋をして通り過ぎる」しかない世界に陥ってしまう。
そこで，もう一つの性教育の場である特別活動（学級活動）が重要になってくる。教科学習として
の理科や保健というあくまで教科内容の側から作り上げていく性教育の授業改善については課題と
して追究しながらも，やはり子どもの現実を根拠にした学級活動の場で展開する性教育の役割を再
度認識し直すとともに，その充実を図る必要があろう。
学習指導要領における学級活動の内容は，細かく規定されているわけではないので，基本的には
それぞれの学校における子どもたちの実態から内容を導き出すことが求められる。ただし，学級活
動の解説書においては，
「心身の発育・発達に関する指導に当たっては，発達の段階を踏まえ，学校
全体の共通理解を図るとともに，家庭の理解を得ることなどに配慮する必要がある」
（文部科学省
2017）と明記されていることに注意が必要である。ここには，当然のことが書かれているに過ぎな
いが，性教育に関わる指導の重要性を説きつつも，それに続けて「注意事項」を付する書き方になっ
ており，やはり実践に対して抑制的配慮を求めるものであると言わざるを得ない。発達段階を何に
よって踏まえるのか，学校や家庭が「理解」すべき中味とはいったい何かということについては，全
く不明瞭であり，配慮の必要性ばかりが抽象的な表現で語られているからである。
例えば，前章の事例③で示したような小学２年生の性交（性的接触）を連想させる落書きや「ちん
ちんをもみもみすればセルフサービス」という具体的な言葉が示す子どもの発達段階，そしてその
落書きや彼の言葉が，周りの子どもたちの発達にどのような影響を及ぼすのかが問題にされなけれ
ばならないのである。発達段階とは，まさに教師や保護者の目の前に生きて存在する子どもの現実
の中にこそあるものであり，子どもたちから離れた「理論書」の中に綴られている事柄では決して
ないはずだ。学校と家庭が理解すべきは，まずこのことであり，そこから導かれる教育の内容や方
法のあり方と，学校と家庭とが協同で子どもたちと向き合う体制の必要性についてであろう。
⑵ 「生徒指導提要」
（2010年発行）に示された性教育の内容と実践的課題
もちろん，文部科学省は，性教育を教科（理科・保健）や特活（学級活動）においてのみ想定して
いるわけではなく，基本的には教育活動の全体を通してとり組むという立場である。上にみたとお
り，学習指導要領ならびにその解説書に示された限りにおいては，少なくとも消極的な立場からの
性教育の内容規定に留まっているが，生徒指導という教育機能の視角から捉えられた性教育につい
ては，学習指導要領のレベルよりももう少し踏み込んだ形で，子どもたちの現実とその育ちの環境・
背景を問題にし，方針を示そうとしているようにみえる。
そこで次に，生徒指導の視角からの文部科学省の性教育の考え方とその内容について，
「生徒指
導提要」をもとに考えてみよう３）。
「生徒指導提要」
（以下，
「提要」）とは，2010（平成22）年３月，文
部科学省により作成された学校現場での生徒指導にとっての基本書とされるものである（尾木ら
2011）。これには，児童生徒への生徒指導が必要となるあらゆる事態が想定され，基本的な指導の考
え方や取組のポイントが網羅的に記述されており，性教育に関しては，第６章生徒指導の進め方，
第８節「性に関する課題」において，次頁に示したような項立てで展開される。
そこでは，まず，情報化がもたらす児童生徒の性行動への影響を踏まえ，
「クラミジア感染症」等
の10代における性感染症の拡がりについても統計的に捉えている。そうした現状に対して，
「性に関
する情報源については，友人，メディアのほか学校での授業，教科書を挙げている児童生徒も少な
くないことから，学校が果たしている役割は大きい」という認識を示し，文部科学省は，学校性教育
の役割について，積極的に捉える立場を表明している。
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さらに，性に関する問題行動を家庭環境との相
関において捉え，子どもたちの「性」に関して，そ

１

児童生徒の性に関する現状と課題
⑴

情報化の進展と性行動等の個人差

⑵

十代の性感染症

⑶

性に関する情報源と問題行動

⑷

教員研修の必要性

の背景に立ち至って捉える視点を提起している点
は，極めて重要であり，積極的に評価すべきでろう。
そのために，教師に向けては，
「教員研修の必要
性」を訴えながら，性教育の担い手となるには，特
別な知識が求められることを前提とし，それにふ
さわしい研修が必要であることを明記している。

２

性に関する問題行動や性的被害の防止
とその対応

「性に関する問題行動や性的被害の防止とその

⑴

未然防止と早期対応

対応」においては，
「教員による日常の『健康観察』

⑵

養護教諭と他の教職員との連携

を丁寧に励行することが，児童生徒の問題の早期

⑶

組織体制の確立

発見，早期対応につながる」と述べ，子どもたち

⑷

地域ぐるみの援助

への眼差しを注ぎ続ける努力と，感性を磨くこと

⑸

性的被害者の心身のケア

を求めている。さらに，
「養護教諭と関係する教職
員が情報の共有を図り，連携し，援助していくことが重要」であると述べる。
また，問題への対応に当たり，
「教職員が得た情報を，教職員間で共有する場を設け，役割を分担
して組織的に対応することができる組織体制を確立していくことが重要」だとするとともに，
「地域
ぐるみの青少年育成活動が展開される必要」を説き，最後に，性的被害者の心身のケアへの配慮に
ついても言及している。
以上のように，
「提要」においては，学習指導要領の想定レベルより広い範囲で子どもたちの性の
現実が捉えられており，そこから，性教育への期待とそれにふさわしい教師の研修による具体的な
対応（実践）を求めていることがわかる。ただし，ここには具体的な性教育の内容項目はほとんど挙
げられていない。だが，これは当然のことであり，
「生徒指導」が子どもたちの現実から出発すると
いう基本的，根本的な原理を持つからである。性教育の内容項目の策定は，子どもたちを目の前に
し，子どもたちの成長・発達に直接的に責任を負う，教師一人ひとりにとっての重要課題として存
在していると考えるべきであろう。
教師の想定を超えた子どもたちの現実は，学習指導要領の内容規定をもはるかに超えているが，
だからといって，超えている現実に目をつむり，蓋をすることはできない。それは，
「提要」におい
ても危惧する状況として捉えられている十代の性感染症の現実や，性的問題行動，性被害の防止を
そのまま諦め，放置することと同じだからである。したがって，学校現場に今，求められていること
は，
「提要」において示された性教育への基本的な方向性を，具体的実践として確実に展開していく
ことだと言えよう。

３．小学６年生学級活動「恋愛クラブを科学する」実践の概要
本章では，2011年７月６日水曜５校時に鹿児島市立伊敷台小学校６年１組において，筆者が実施した学
級活動の授業実践について概要を報告し，考察を行っていく。この実践は，これまで述べてきたような子
どもたちの性的行動をきっかけとして展開したものであり，この実践の自己分析を通して，本研究の主課
題とする「子どもたちの生活現実と性教育とを結合し，展開するための具体的な実践課題」を探りたい。
実践のきっかけとなった子どもの性的行動

⑴

新学期早々，新しいクラスになったばかりの６年生男子５名は，
「恋愛クラブ・ハレンチマスター
ズ」という名の仲良しグループを作った。休み時間に，校舎渡り廊下の隅に集まって，好みのタイプ
の女子の話をしたり，仕入れてきた「エッチ話」を交流したりして，密かに盛り上がっていた。
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一方，こうした男子グループの言動を，初めは苦笑いで見ていた女子。その表情は，だんだんとし
かめ面になり，数人の女子が「ブリッ子度83点」などと点数まで付けられるに到っては，とうとう怒
りは爆発。担任に訴え出て，学級問題化することとなった。
思春期の中の子どもたちは，自らのからだと心の成長のアンバランスを，
「仲間」との連帯によっ
て安定させようと試みる。その最悪のケースが，集団による「いじめ」である。当時，高学年担任で
あった筆者は，この「安定」の中味（どんなことを大切にすることで集団としてつながりあっている
のか，その集団の組織の論理や力関係はどうなっているか等）をしっかりと読み取り，彼ら・彼女
らに寄り添いながら，丁寧な関わりを創り出していくことが，思春期の入口に立つ子どもたちと向
き合う，高学年担任の役割であると捉えていた。そこで，７月に予定されている授業参観日にあわ
せて，保護者参加型の性教育を実施することとした。
⑵

思春期時代の子どもの問題行動をどう読み解くか
ところで，行動生態学および進化生物学の立場から人間の行動を研究する長谷川は，思春期の行
動の意味を解説する中で，ヒトが思春期に開始する重要な作業の一つに，性成熟に関連して，繁殖
の相手（ペアボンド）を見つけることがあるとする。そして「ヒトは，性的で特別な愛着という点で
は排他的なペアを形成しつつ，他の異性とは性抜きで良好な協力関係を維持しなければならないと
いう，非常にまれな生物」なのであり，思春期になると，
「配偶相手の獲得を試みながら，同性間で
の友情の絆も維持していかなければならない。そこには，子ども期には必要がなかった，男女の性
を認識した上での，メタ的な人間関係の認知と構築が必要になってくる。思春期は，この点でも，何
度かの恋愛経験と異性関係，同性関係の混迷を通してOJT（※筆者注On the job training：実施訓

練）で習得していく時期である」と述べている（長谷川2015）。これは，
「生殖の性」に限定した解説
として捉えられ，例えば「同性愛」についてはどのように位置づけられるのかは疑問として残るが，
思春期における「OJT」の一つの姿として「恋愛クラブ」が作り出す世界を理解できるという点では，
非常に参考になるだろう。
「恋愛クラブ」を作った男子５人は，まさしく思春期の入り口に立つ少年らであり，彼らは，徐々
に他者への関心を膨らませ，
「恋愛の世界」に渡っていこうとする存在であった。その歩みを進める
ために，自分たちの結びつきをより強固なものにする必要があったのだ。その手段として，興味･関
心の最も高い「好きなタイプ」の交流や大人の裏文化としての「エロの世界」を選び取った。残念な
がら，その世界は，溢れる商業主義的性情報によって歪められており，過剰な「プレッシャー」を与
える世界でもある。小学生のうちから「恋愛の世界」へのあこがれと接近意欲を煽り，顔や体型と
いった外見偏重の男性観・女性観を育みながら，子どもたちを不自然な「青春時代」へと前倒しの
状態で導く。
もちろん，学級の中には，その世界にはまだまだ無関心の子どもたちも混在しているし，男子が
接触する世界と女子が出会っている世界との間には，質的にも量的にも大きな差が存在している。
したがって，教室は，二重の意味での「異文化接触」の場となっており，ここで「友だちからの情報」
というものが，
「文化伝搬」にとっての重要な役割を果たす。そして，この文化の伝搬が，時々あら
ぬ形の行動として表出してしまうのだ。それが，例えば「ブリッ子度」の点数化といった「スクール・
セクハラ」まがいの事態，男女の対立につながったとみるべきなのである。男子にとっては，冗談の
範囲であっても，外見的評価の対象にさらされる立場の女子にとっては，決して居心地の良いもの
ではなかったし，これぞまさしく思春期時代の混迷を通した「OJT」なのであった。
⑶

授業づくりにあたって
そこで，筆者は，小学校高学年期におけるこうした男女の対立を，自分たちの成長過程に位置づ
け，客観的に捉える学びが必要であると考えた。具体的な学習内容としては，①思春期に発現する
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第二次性徴と性腺（内性器）の発達，そして②その発現のメカニズムと③それが自律神経を刺激し
心身のバランスに影響を与えること等，小学６年生にとって自らの心身の変化と結びつけて理解可
能なレベルでの科学的な学びを準備したい。その理解の上に，互いに居心地の悪い「不幸」な関係か
ら，
「ああ，そういうことか」と納得，共感し合える関係に成長させ，一人ひとりを客観的な自己分析，
自己コントロールのできる力を備えた存在に高めたいと考えた。
更にもう一つ，わが子の思春期時代は，保護者にとってもなかなか理解できない世界として立ち
現れる。そこには，
「思春期」と「更年期」というホルモンバランスを巡っての身体と心の不安定期の
重なり合いという問題も潜んでいる。したがって，
「恋愛クラブ」を巡っての学習を，教育課程にお
ける行事計画上直近の７月の授業参観日に実施し，こうした男女関係と親子関係という，二つの世
界を背景とした協同学習として展開したいと考えた。
学級における子どもたちの性的行動は，対処療法的な生徒指導的視点で把握し，個別に「解決」す
るのではなく，学級活動における性教育を中心に追究する学習課題として位置づけ，展開していく
必要がある。これこそ，まさに「絶好の指導のチャンス」
（浅野1985）と捉えることであり，本質的な
生徒指導と呼べる教育的営みなのではなかろうか。
授業のねらい

⑷
①

思春期の入り口に立った子どもたちに，
「今」を見つめ，成長の階段を上りつつあることを確認
させるとともに，月経・射精を中心とする第二次性徴発現のメカニズムについて知らせ，心身の
発達段階とその不安定さを客観的に捉える力を育てる。

②

思春期時代の子ども同士の「理解のできなさ」の背景には，成長に伴って変化が起こるホルモ
ンバランスの影響も考えられるが，お互いがそれを理解し合うことにより，関係性をコントロー
ルできることをつかませる。

③

子どもにとっての思春期時代と，親にとっての更年期時代とが重なり合い，それに受験期など
が加わることで，これからの親子関係が，二重三重の意味での不安定な時代を迎える可能性があ
ることを親子共通の認識とする。
授業の展開（概要）

⑸

授業経過の概要と主な学習内容の構成は，次表の通りである。授業は，
「恋愛クラブ」メンバーの自
己紹介からスタートし，彼らの興味･関心が「思春期」の時代になぜ湧き起こるのか，その理由を科学
的に探るという筋書きのもとに展開した。授業参観日ということで，祖父母を含む多数の保護者の
参観があり，時々は保護者の発言も引き出し絡ませながら，和やかな雰囲気の中で進めていった４）。
表２ 「恋愛クラブを科学する」の授業展開
小テーマ
１ 「恋愛クラブ」の紹介

主なねらいと学習内容
・子どもたちの生活現実から出発するために「恋愛クラブ」を導入とし
て位置づける。
２ 「愛」とは？～注ぐもの・ 注が ・「恋愛クラブ」がなぜ「恋愛」に興味を持ち始めているのか。自分たち
れるもの
が，思春期の入口にいることを実感的に掴ませる。
・性的存在として成長している自分たち～からだの性においての男性・
３ 性別（男と女）の境界線とグラ
女性を分ける境界線としての性器・性の多様性（グラデーション）の
デーション
存在。
４ 思春期と更年期～どちらもホ ・人間の成長に影響を及ぼすものがホルモンであり，子ども時代の思
ルモンの作用
春期，大人時代の更年期は，それによって作られている。
５ 思春期に起こる体の変化と月 ・ホルモンが作り出す思春期のからだの成長（月経・射精を中心に）と
経・射精
ダイナミックな変化。それを迎える心理的準備。
６ 学習のまとめ
・「恋愛クラブ」は，一つの成長の姿として受け止められる。だからと
いって，他者を傷つけてもよいことにはならない。
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授業の様子 （板書）

授業後の感想文（抜粋）とその分析

⑹

本授業を終えての感想文のうち，主なものは表３に示した。これらの分析から，次の様なことを
読みとることができる。
・子どもたちは，
「恋愛クラブ」が授業テーマにされたことついて，初めは驚いていたが，学習後に
は，その価値と意義を受け止めることができた。
・「恋愛クラブ」の男子は，自分たちの最近の行動を，恥ずかしいこと，隠すべき事として捉えてい
たが，学習テーマに採り上げられたことで，それを第三者的に捉え，ふり返ることができた。
・女子の感想文から，それまで少しおかしいと感じていた男子の行動を客観的に理解しようという
構えが生まれていることがわかる。
・Ｙの感想にみられるように，学習した内容から「受精がどのようにして成立するか」に関する疑
問が導き出されるなど，子どもたちの主体的な学習は，次の課題（疑問）を導き出す。
・子どもと保護者共に，学習内容を肯定的に受け止め，親子関係を見つめ直す時間，あるいはきっ
かけとなった。
・思春期の子どもを持つ保護者は，わが子の性的発達にどう向き合うか戸惑っており，その戸惑い
に安心感を得られるような学習の場を求めている。
・同じ学習過程を辿ったとしても，感想文に綴られる内容は個性的な学びの結果であり，個々の生
き様を通した表現になっている。

表３ 「恋愛クラブを科学する」 の授業の感想文
①恋愛クラブの男子の感想文
○今日，５時間目に性教育の授業参観がありました。ちょっときんちょうしてましたが，６の１の男子のほとん
ど知ってる話でしたが，くわしく知れて，ちょっとうれしかったです。（Ｓ）
○５時間目に，授業参観がありました。「いのちの授業」をして，恋愛クラブを科学でさぐりました。思春期は，
親に八つ当たりしたりするころだから，更年期の親とうまく付き合っていきたいな～と思いました。日常の生
活にいかしたいと思いました。（Ｍ）
○５時間目に，性教育ということで，授業参観をしました。ぼくのおじいちゃんが来ていて，とてもうれしかっ
たです。しかし，正直この性教育という授業じゃなくて，ちがう授業をみせたかったのだが…。また，これで，
恋愛クラブも一つ成長するのではないかと思います。（Ｄ）
②恋愛クラブ以外の男子の感想文
○今日，５時間目に授業参観がありました。「恋愛クラブを科学で」という題名だったような気がします。先生が，
パソコンで４年生の復習をしてくれました。そのことで，ぼくは，ぎもんに思ったことがあります。男性のせ
いしはどうやって女性の体に入るのでしょうか。（Ｙ）
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○授業参観では，Ｓ君達の「恋愛クラブ」が主に発言をしました。ぼくは，この授業参観はお笑いかよと思い
ました。でも，お父さん，お母さん達も楽しそうだったので，いい参観になったのかなと思いました。（Ｔ２）
○今日，授業参観がありました。授業参観の内容は，ぼくはいやだったのです。でも，後から聞いてみると，
クラブには＋になるような話だったからよかったです。（Ｒ）
○５時間目は，授業参観でした。テーマは，
「恋愛クラブ」を科学するでした。とてもおどろきました。これから，
大人になる時に，思春期が入るので，いろいろ体の成長や心の成長などについてやりました。脳から変化す
ることや，悩まなければならないことなどをやりました。いい科学になったのではないでしょうか。（Ｔ３）
③女子の感想文
○今日は，授業参観でした。そして，
「性」や「愛」について学びました。私は，４年生の時も同じような授業
を受けました。その中で，私が一番心に残っていることは，
「わたしたちは，いろいろな人から愛をもらって，
いろいろな人に愛をあげている」ということです。（Ｙ２）
○思春期について考えた５時間目の授業は，じょうだんだと思っていた「テーマ」が本当だったので，びっく
りしました。私は，先生がよく言う「思春期」って，そもそも何だろうと思っていたけど，今日の授業で，
思春期とは脳かすいたいから（の指令で）ホルモンが出始める時で，逆にホルモンが止まるのが更年期だと
いうことが分かりました。いろんなことが分かった授業参観でした。（Ｒ２）
○今日は，５時間目に女子と男子の体のことについて，科学的に勉強しました。テーマは，「恋愛クラブ」に
ついて科学する，でした。最初，そのテーマを聞いたときは，心の中で「やだなあ」とか「はずかしい」と
思いましたが，勉強していくうちに，大切な授業だなあと思うようになりました。それに，「性器」という
言葉を初めて知れたので，よかったです。（Ｒ３）
○今日の授業参観は，「恋愛クラブ」について学習しました。恋愛クラブとは，男子の一部がやっているみた
いです。これから，心と体も成長していきます。だけど，おちついた行動をしていきたいです。（Ｍ）
○今日の５時間目に，学活がありました。私は，最近男子が変だな～と思っていたけど，それは成長している
しるしなんだなあと思いました。これからは，今日のような授業の内容のことも，知っておいた方がいいん
だーと思いました。（Ｍ２）
○５時間目に，いろいろなことを学びました。恋愛クラブを作るのはいいけど，それによって，人をきずつけ
たりするのはよくないと思いました。また，今から，思春期に入ります。それと同時に，親はこうねん期に
入って，それと同時に受験も重なり，思春期は自分にとって大事だけど，親も大変だと思いました。一番最
初のミッションで，「となりの人と手をつなごう」というミッションがありました。わたしは，少しはずか
しくて，最初できませんでした。でも，これが，心が成長しているというしょうこなんだと思いました。また，
体つきも男性らしく，女性らしくなって，心も体も成長しているんじゃないかと改めて思いました。思春期…。
それは，心と体が大きく変化する一生に一度の大切な時期で，自分の気持ちだけでなく，相手の気持ちも大
切にしないといけないんだなと思いました。私は，女性のはいらんが，一生のうち約４００回ということを
知りませんでした。自分の体と心は，自分でしっかり学んでいきたいと思います。（Ｍ３）
○今日，六時間目に心と体の成長について学習しました。体は，年れいとともに大きくなります。心も同じで，
年れいとともに「悩み」というものも考え始めます。その時期が「思春期」なのです。そして，体の中では，
男子は精そうといって，精子をつくり，女子は卵そうといって卵子をつくっています。私は，心と体は，つ
ながっているように思い，ともに大きく成長していくんだと思いました。（Ｓ２）
○今日の５時間目の授業参観は，命について考えました。Ｓくんたちの「恋愛クラブ」の話も，とてもおもし
ろかったです。命は，男も必要だし，女も必要です。片方だけでは，命がうまれないのだと，あらためて学
びました。これからも，自分を大切にしていきたいです。（Ｍ４）
④保護者の感想文
○先日のような性教育＝自分の性（自分の体・仕組み）他人の性（他方の体・仕組み）を知る事により，いず
れ訪れる大人の世界で，素晴らしい「愛」を勝ち取っていくのでしょうね。教室に今いる子どもたちは，ま
だ思春期の入口で興味・関心に戯れ，得体の知れぬものとして捉えていたと思いますが，（「変愛クラブ」か
ら「恋愛クラブ」に変化し）先生の今からのお導きで，きっと中身が素晴らしい事，楽しい事を知るように
思います。一方，私たち親も更年期にさしかかり，反比例ならぬ比例方式でスムーズに乗り切っていく話題
も楽しみにしています。また，先生が研究をされ専門としていらっしゃる「性教育」を私たちは，楽しみを
交じえて拝聴できる貴重な機会に感謝しております。（Ｍ）
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○思春期を迎えつつある息子に，どのように性教育をしていけば良いのか，迷っていた矢先でのこの授業は，
大変ありがたかったです。本来なら，父親と共に教えるのが当たり前だと思うのですが，如何せん海外出張
中だったため，私だけで一通り教えました。異性に興味を持つと共に，自らも性に目覚める事は当然であり，
恥ではない事，男性と女性の違いなど…。ただ，私が息子に伝えたかった事は，
「相手の立場に立って考える」
ということでした。周囲が，不愉快な思いをしないように行動することなど，一緒に考えました。良いきっ
かけを作ってくださり，ありがとうございました。恋愛クラブの事は，息子から聞いてはいましたが，目指
すものがハレンチマスターとのこと…。できれば，もっと他のものを目指してほしいと思ったのは，私だけ
でしょうか？

また，授業の最後の方での質問で，「朝起きたら下着が汚れいた事のある人」という答えに

くい質問に，ひかえめながらも，手を挙げた男の子の勇気と正直さに感動しました。心から，尊敬と拍手を
おくりたいです。（Ｓ）
○一学期最後の授業参観で，「性」についてという事でしたので，どのような授業になるかと思いましたが，
子供達も予想以上にまじめに聞いていたように思います。親子では，なかなか話す機会がないのですが，こ
のように学校で教えて頂くと，子供にとってもいいんではないかと思います。（Ｋ）

４．おわりに
子どもたちの生活現実とつなぐ性教育の必要性とそのための実践課題

⑴

前章で述べたように，
「恋愛クラブを科学する」の授業は，１学期初めの男子の性的行動をテーマ
に作った授業であった。その後の学級集団は，男子対女子の構図で心理的に離れたり対立したりす
ることを繰り返したが，この授業を通して獲得した力によって，自分たち自身でその関係を修正・
修復していくことができたように思う。保護者たちも，揺れる思春期時代の子どもたちの育ちに寄
り添い，常に励ます存在として，学級を見守り続けてくれた。
次の作文は，３月の卒業式目前の最後の授業で「恋愛クラブ」の一人が書いたものである。
この一年間でいのちの学習をたくさんした。それまではいのちの大切さを考えることはなかったけれど，改め
ていのちの大切さを考えることができた。その一年を振り返ってわかったことがあった。それは人と出会い，物
事と出合い，学習するということ。それが，否定的ではなく，批判的な思考を生み出すとわかった。卒業式のお別
れの言葉でも使われている「生きているということは，だれかに借りを作ること」と始まる詩のように，人が生き
るということは，人の字のように支え合って生きるということ，人とともに生きるということ。つまり，人は決し
て一人では生きていけないということがわかった。
（Ｓ）

教師にとっては，子どもたちの様々な姿を，思春期における混迷の中の「OJT」
（実施訓練）とし
て捉え，しっかりと分析し，授業実践の課題として追究することが求められる。子どもたちの様々
な姿の中に，成長・発達の芽を見つけ，それに，科学的で共感的な「学び」という栄養や水分を供給
する「場」を準備する必要がある。具体的な性教育の展開にあたっては，理科や保健といった教科学
習の内容との関連も図りながら展開すること，そして，子どもの現実から組み立てる学級活動を充
実させていくことが課題となろう。
思春期の子どもたちにとっての生きる力は，やはり，子どもたちの生きている現実を捉えた学習
の準備，そして，それを見守り支える保護者との協働によって育まれるものである。
性教育を担う教員研修の充実と教員養成の課題

⑵

そのためには，やはり，子どもの現実を読み解く教師の「感性」やそこから実践を組み立てていく
カリキュラム・マネージメント等の「能力」が必然的に求められる。２章において検討した「生徒指
導提要」においても強調されている教員研修の充実はもとより，教員養成における教育プログラム
の充実が図られる必要があろう。今後の課題としたい。
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［注］
１）七生養護学校への政治的介入については，「こころとからだの学習」裁判として争われることになった。その
経過については次の文献に詳しい。
・金崎 満，2005，『検証 七生養護学校事件―性教育攻撃と教員大量処分の真実』群青社
・児玉勇二，2009，『（岩波ブックレット）性教育裁判―七生養護学校事件が残したもの 』岩波書店
・七生養護「ここから」裁判刊行委員会，2014，『かがやけ性教育!―最高裁も認めた「こころとからだの学習」』
つなん出版
２）筆者が経験した最近の事例を１つ紹介しておく。2017年８月，沖縄国際大学において開催された日本生活教
育連盟の全国研究大会〈小学校の生活指導分科会〉において，沖縄県の小学校教師は，「教育委員会主催のあ
る研修会で，一人の指導主事が『最近は，過激な性教育が拡がりつつあるので，慎重に行うように』と発言
したので，性教育の必要性は感じながらも，どこまでとり組んで良いのか悩み，結果としてとり組まない方
が良いのではないかと考えてしまった」という趣旨の発言を行った。
３）文部科学省の性教育に関するまとまった考え方については，1999年発行の「学校における性教育の考え方，進
め方」（ぎょうせい）が最も新しいものであるため，ここでは，その後に発行された「生徒指導提要」を考察
の対象として採り上げることにした。尚，他に参考資料としては，文部科学省ホームページ「学校教育全体
（教科横断的な内容）で取り組むべき課題（食育，安全教育，性教育）と学習指導要領等の内容」（2017年10
月1日 取 得，http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/022/siryo/06092114/001/004/003.
htm）等がある。
４）この授業記録と解説については，http://murasue.style.coocan.jp/kyoshitsu/renaikurabu2013.pdfにおいて
公開しているので，参照されたい。
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