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日本の学校教育と
ジェンダー・セクシュアリティの形成

要　旨

　本稿の目的は、戦後日本の青少年のジェンダー平等
意識、セクシュアリティはどのように変化してきた
か、そこに学校教育が関わっていたか、否かを検討す
ることである。まず、学習指導要領の変遷と生まれた
年度を対応させた世代区分別に調査対象者を分け、半
構造化面接法によるインタビューを行った。
　そこでは高校時代の体験や意見を聞いている。本稿
では中学、高校で受けた性教育、婚前交渉観、結婚・
離婚観、性役割観を取り上げた。調査対象者は 53 名

（女 30 名、男 23 名）である。各世代の特徴はその世
代に対応する学習指導要領や関連教科書（保健、家庭
科）の分析と関連付けながら行われ、学習指導要領や

教科書に含まれるメッセージと世代ごとに語られた価
値観との間の共通性と相違性が確認された。その結
果、人間の性に関する生理学的な側面も、関係性や性
規範などについても男子は、エイズパニック後の第４
世代、家庭科が男女共修となる第 5 世代になるまで
教科書からの直接的な影響は少ないことや、女子のみ
必修となった時期の女子には、家庭科教科書の伝える
知識や情報は、性行動の抑制に何らかの影響を与えて
いた可能性があることなどが示唆された。

研究背景

　日本では、近年、性行動に全く縁のない若者と比較
的早い年齢で性行動を体験する若者に分極化が進んで
いることが報告されている（日本性教育協会 2013）。
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その調査によれば、1990 年代から 2005 年にかけて上
昇傾向にあった高校生、大学生のデート、キス、性交
等の経験率が 2011 年には大幅に減少している。
　また、この調査では初キス経験・初交経験時に主導
権をもった女子はかなり少数で、性行動における男子
主導というジェンダー規範は根強く残っていることが
示されている。このような規範が、「奥手な男子」に
はプレッシャーとなり、「セックス嫌い」の若者の増
加につながっているという指摘もある（北村 2011）。
　これらの問題の背景には、対人関係スキルの未発達
や自己肯定感や有用感の低さに起因した自己や他者の
性に対する否定的な感情あるいは若者の実態やニーズ
に即した性教育が学校でも家庭でも不在などのさまざ
まな要因が考えられる。とりわけ、日本では 2002 年
頃より起きた性教育バッシングにより、学校における
性教育は停滞、後退しており（橋本等 2012）、性や生
殖に関する生理学的な事実や LGBT の若者を含む人
間の多様性の教育もいまだ、不十分である。これとは
対照的に、国際的にはこの間、LGBTQ に関する教育
実践を対象にした研究が進んでおり、その方法も授業
観察や教師インタビュー（Dinkins et.al., 2015）、 オン
ライン調査 （Meyer,Taylor, and Peter 2015）などの
ように多様化している。
　文部科学省は 2015 年、2016 年の ４月に教職員向
けに LGBT に係る児童生徒に対する配慮を促す通知
を出した（文部科学省 ,2015,2016）ものの、道徳、保
健体育などの学習指導要領は依然として異性愛主義で
書かれている。日本では、学習指導要領の改訂は直ち
に、検定教科書に反映するので、それを学んだ世代
は、そのカリキュラムに規定される共通の文化体験を
することが考えられる。日本の高校では長いこと女子
のみ必修の家庭科があり、男子にのみ柔剣道などが体
育として課されていた。
　筆者らは、先に述べたような、現在の日本の若者の
性行動に対応するためにも、戦後日本の若者のジェン
ダー平等意識やセクシュアリティと学校教育との関係
を明らかにする必要があると考え、異なった年齢群間
の調査を進めることにした。そこでは、彼らは何を教
えられ、それが意識や行動にどんな影響を与えたと認
識しているかが問われる。
　この目的を達成するために、まず、異なる時期に高
校時代を過ごした６つの異なる世代の特徴を検討し、

さらに、それらの特徴と各世代の中学、高校の保健体
育と家庭科の学習指導要領や教科書を対応させて検討
する。ジェンダー平等意識や各人のセクシュアリティ
に影響を及ぼすのは、必ずしも、学校だけではなく、
また、中学、高校だけではないが、あえて、ここに焦
点をあてたのは、1989 年の学習指導要領の改訂まで、
中学、高校の家庭科と保健体育は性別教科であったこ
と、さらに、ヨーロッパ諸国と異なり、人間の性や生
殖に関する事項は理科や生物ではなく、主に保健体育
で取り上げられ、家庭科でも性規範や男女の関係性に
係る内容が取り上げられてきたことによる。
　現行教科書のジェンダー、セクシュアリティの視
点からの分析は今でも、新しい手法を取り入れたり
しながら国内外で継続して行われている（例えば 
C.C.R.Yang,2016；茂木 2012 鶴田 2012 を参照）。ま
た、時代は古いが、自叙伝を利用してセクシュアリ
ティの世代別変遷を明らかにした作品（Haavio-Man-
nila,Kontula,Rotkirch,2002）などもあげられる。こう
した中で、本研究に最も大きくかかわる先行研究は、
対象者へのインタビューによる振り返り調査によっ
て、ジェンダー平等意識の形成における学校教育の影
響を世代ごとに見ようとした研究（橋本等 ,2013）で
ある。ここでは、性別教科であった家庭科や体育にお 
ける教育課程上の変更が、予想外に人々のジェンダー
観や、実際の家事関連のスキル修得に影響を与えてい
たことが明らかにされている。

研究方法

　まず、全国各地の高校を卒業した男女の調査対象者
が機縁法１）で選ばれた。次にその対象者を学習指導
要領の改訂年と生まれた年度を対応させた世代区分に
振り分けた。それから、 高校時代の対象者のジェンダ
ー・セクシュアリティに関係する体験や認識と当時の
一般的な意見を質問するインタビューガイドを作成し
た。そして、区分された世代ごとにこのガイドに基づ
いた半構造化面接２）を 60 分程度行った。これと、並
行して、それぞれの世代で出ていた学習指導要領や教
科書の特徴を押さえた。
　世代区分は、戦後制度への移行期にあった世代（移
行期世代）と第１世代から第５世代の６グループに分
けたが、本稿では、第１世代から第５世代までを分析
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の対象とする。第１世代（1940 ～ 1946 年度生れ）は、
小学校 １年生から新制の学校に入学した初めての世
代であり、第５世代（1978 ～ 1986 年度生れ）は中
学・高校の性別教科が消えた後に入学した世代であっ
た（表１参照）。
　インタビュー内容がセクシュアリティに関わるもの
であるため、インタビュー対象者を得ることの困難が
予想されたので機縁法を用いた。さらに、これは振り
返り調査であるため、同級生のような仲間や経験を共
有している人たちによる集団インタビュー（２～５ 
人）を試みた。それができない場合には、個別のイン
タビューも併用した。したがって、個々の対象者の語
りは、各世代を代表する意見というわけではないが、
各世代の経験の中に垣間見える内容を提供している。
　インタビュー対象者の記憶違いや明らかな間違いは
当時の文書資料によって是正した。しかし、私たちの
研究は社会史の視点からなされている。そこでは、近
年のオーラル・ヒストリー研究の進展で強調されるよ
うになった口述史料の意義を認め（Thompson,2000）、
各人の記憶に残っている「事実」によって構成された
歴史が彼らの生きられた歴史であるという立場をとっ
ている。

インタビューガイドの主要項目
　若者の性に対する規範およびジェンダー平等観、ま
た学校内外で得た性情報についての確認のため以下の
質問項目を設定した。
①属性（性別、出身高校等）
②中高で受けた性教育
③性情報の入手方法
④婚前交渉観

⑤結婚・離婚観
⑥家族、進路、労働などにみられる性役割観
などであるが、本稿では、主に②中高で受けた性教
育、④婚前交渉観、結婚・離婚観、⑤性役割観につい
て分析する。
　解析方法は、上記３つの項目と対象者の語りのデー
タを世代ごとにマトリックスにしてその特徴を把握
し、各世代の学習指導要領や教科書の特徴と対応させ
ながらそれらのデータを考察する。

結　果

1．対象者の属性

　調査対象者の属性は表１の通りである。男女比は世
代ごとにばらつきがあるが、全体では男性 23 名、女
性 30 名で、どの世代も両性を複数含む。出身高校は
全国 8 ブロックにわたる。

2．学習指導要領と教科書の特徴

保健体育科

移行期世代： 1949 年 11 月に『中等学校保健計画実施
要領（試案）』が通達され、「健康教育の内容」の一つ
に「成熟期への到達」が示される。中学校と高校の保
健科の教科書は同『要領』に準拠して作成され、「成
熟期への到達」として性教育に関連する内容が示され
た教科書が 1951 年度から使用されはじめた。
第１・第 ２世代：中学校では 1956 年「中学校保健体
育科のうち保健の学習の指導について」によって、高
校では 1956 年『高等学校保健体育科編改訂版』によ
って、保健の学習内容が改訂される。この改訂によっ

表 1　対象者の属性

世代 男性 女性 合計 出生年度 出身高校の所在地

第１世代 3 7 10 1940-1946 秋田、東京、新潟、山形

第２世代 6 4 10 1947-1956 北海道、青森、栃木、東京、神奈川、千葉 、京都、岡山、広島、山口

第３世代 2 8 10 1957-1965 愛知、岐阜、福岡、埼玉

第４世代 6 7 13 1966-1977 群馬、千葉、埼玉、東京 ,

第５世代 6 4 10 1978-1986 埼玉、長野、香川
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て、中学校・高校ともに保健科教科書は、まとまって
示されていた性教育に関連する内容が簡略化される。
たとえば、生殖器の図が削除され、妊娠の仕組みに関
する説明が簡単になるなど。
第３・第４世代：1970 年代の性教育ブーム（純潔教
育から性教育への転換）のさなか、1970 年改訂の『高
等学校学習指導要領』に準拠した 1973 年からの保健
体育科教科書で、避妊（受胎調節）について記述され
るようになり、さらに、1978 年改訂の『高等学校学
習指導要領』に準拠した 1982 年からの教科書では、
避妊についての内容がさらに詳しくなる。また、1969
年改訂の『中学校学習指導要領』に準拠した 1972 年
からの中学校保健教科書には、性感染症（性病）の概
要について記述される。1960 年代に比べると、1970
年代以降の教科書における性教育に関連する記述は増
えていく。
第５世代：1980 年代後半のエイズパニックを経て、
1989 年に『小学校学習指導要領』が改訂され、1992
年から小学校５年の理科で「ヒトの発生」を扱うよう
になり、小学校にはそれまでなかった保健の教科書が 
５年から使用され始める。また、中学校では 1997 年
から使用され始めた教科書がエイズについて掲載し、
1998 年の『中学校学習指導要領』の改訂で、2002 年
より３年生でエイズ及び性感染症について取り扱われ
る。

家庭科
移行期世代：1947 年「学習指導要領一般編（試案）」
で、家庭科が新設された。この教科は民主的家族関係
に基づいた家庭や社会を築くために男女ともに学ぶ教
科となったが、高校家庭科（1949 年実施）の主な対
象は女子であった。
第１・第２世代：1956 年改訂高校学習指導要領では

「女子については『家庭科』の４単位を履修させるこ
とが望ましい」とされたが、1960 年の改訂では普通
科女子は原則として必修となる。この改訂では「家庭
一般」は家庭経営の立場、すなわち主婦の立場から学
ぶものとされ、この仕事を遂行できる程度の社会的な
労働に携わるべきだとされていた。中学校では 1958
年学習指導要領改訂（1962 年施行）によって、男子
は技術、女子は家庭科を履修する「技術・家庭科」が
誕生する。教科書は一夫一婦制を前提とし、純潔教育

的な内容や遺伝、優生学的な記述がなされている。
第 3 世代：1970 年高校学習指導要領改訂（1973 年施
行）で普通科「『家庭一般（4 単位）』は、すべての女
子に必修となった。
　教科書では家庭経営の担い手としての女性が強調さ
れる一方で、就業女性にも言及し、労働の保育に及ぼ
す悪影響と同時に保育の共同化、社会化の必要性を述
べる。また、妊娠・分娩の生理の内容が増加する。
第４世代：1977 年の中学校学習指導要領改訂（1981
年施行）で技術・家庭科の相互乗り入れが開始され
る。1978 年高校学習指導要領改訂（1982 年施行）で
は「家庭一般」の「男子の選択履修」が明記される。
1982 年度以降の教科書は女子のみの内容から共学を
見越した内容に移行し始める。
第５世代： 1989 年の学習指導要領改訂（1994 年施行）
では、高校家庭科は女子のみ必修から、男女を問わず
選択必修となる。中学校では 1993 年から技術・家庭
科の男女の区別がなくなった。男女共修により、ジェ
ンダーバイアスを問い直す内容や性に関わる内容が充
実する。「青年期の愛と性」が加えられた点や、シン
グルペアレント、事実婚などの多様な家族のあり方が
具体的に記述されるのもこの時期の特徴である。

３．インタビュー

あなたが受けた性教育はどんなものであったか？３）

　日本では、性教育経験についての証言は、保健体育
での性教育の内容に大きく関連している。こうした点
から、各世代のインタビュー結果に見られる性教育体
験の特徴を、保健体育の教科書の変遷との関連でまと
める。
　第１に、第５世代を除いて、どの世代でも「性教育
の記憶がない・あいまい」という証言が多くみられる
ということである。特に高校での性教育経験について
この傾向が顕著に表れている。
　高校で受けた性教育についてぼんやり思い出す人も
少数いるが、次のような証言がより多く語られた。「高
校では体育はあったが、「保健」はやっていない（G1
山形 M1）」、「性教育はまったくなかった（G2 神奈川
M1）」、「高校では性教育はやっていない、というより、
私の高校では“雨降り保健”だったから、ほとんど保
健的なことはやらなかった（G3 福岡 F1）」、「覚えが
ない（G4 埼玉 M2）」といった証言。また性教育を受
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けた記憶がある者からは「若い男の先生がしどろもど
ろで真っ赤になって、恥ずかしそうに話していたのを
覚えている（G3 岐阜 F1）」というように、教員側に
性教育への抵抗感があったことが語られていた。
　しかし、中学校時代に性教育が「成熟期への到達」
として示されていた第１世代では「保健の教科書で

“男女の身体の仕組み”を習った（G1 秋田 F2）」、と
いう証言も見られる。また、「エイズパニック以後」
にあたる第４世代に関しては、授業ではなく養護教諭
から性行為のリスクや性感染症のことを聞いたという
経験も見られる。さらに第５世代になると、性教育の
記憶がない・あいまい」といった証言は例外的なもの
となる。
　第２に、1968 年改定の小学校の学習指導要領にお
いて、保健指導として「初潮教育」が取り上げられ
た。この改定は第２世代で行われているので、それ以
降、女子のみへの初経教育・月経指導についての証言
が多く見られる。「生理については、小学校５年生の
時、女子だけ集められて、その仕組みについて学んだ

（G2 東京 F1）」、「小学校高学年で女子だけ月経の話を
聞いたことがある（G2 千葉 F1）」、「中学校の時、女
子だけ女の先生に、生理のしくみについて聞いた（G2
山口 F1）」といったように全国的にこうした経験が多
く語られている。
　第３に、男子への性教育は第４世代から変化が見ら
れる。女子が初経教育を受けている最中、男子は外
で「遊んでいた」、「体育をしていた」という様子が第
２、第３世代で共通して語られているように、男子へ
の積極的な性教育は、第３世代の終わりまでほとんど
見られない。第４世代でも、「男子は野放し（G4 埼玉
M3）」といった証言も見られるが、第４世代以降は、
保健体育では「男の子と女の子と分かれてやったよ
ね。中学でね（G4 群馬 F2）」というように男女別習
ではあるが、同性教員からそれぞれ性教育を受けてい
たという経験が語られている。
　第４に、男子の性教育経験が表れる第４から第５
世代では、性教育の男女共修の経験が語られている。

「中学で集められての一斉授業で、養護教諭が（体の
仕組みについて）教えてくれたのを、覚えている（G4
群馬 F3）」、「一番覚えているのは小学校のときの保健
で、男女一緒にやったのは印象的に覚えている（G5
埼玉 M2）」といった証言がなされている。

　第５に、エイズパニック後の第５世代になると、避
妊や性感染症予防との関連でコンドームが具体的に扱
われるようになってきた。高校の授業でコンドームの
実物が扱われ、教師が「コンドームつけておかないと
意図せず出ちゃうことがあるからちゃんとつけろ（G5
埼玉 M4）」といった発言があったこと、また、コン
ドームについての発言の中で、「教師がマスターベー
ションについて否定的ではなく語っていた（G5 埼玉
M4）」といった証言もみられた。

婚前交渉、結婚・離婚観
　婚前交渉に関しては、第１、第２世代では、「当時、
世間一般では認められていなかったと思う（G2 北海
道 M1）」のように、婚前交渉はよくないと世間も本
人も考えていた。例外的に高校生の男女交際が見ら
れ、妊娠等で退学したと回想する者もいた（G1 新潟 
M1）。
　しかし農村の一部では、「子どもがその場にいても、
あの人は夜になると誰かと外に出て行くとかそういう
噂話ばっかり出る（G1 新潟 M1）」というように、大
人の性規範がゆるやかで、それが世間話として扱われ
ることもあった。
　第３、第４世代の女性たちは「結婚までは、特に女
性は一線を越えてはいけないと思っていた（G3 福岡
F1）」、「（高校生の性交は）タブーで、誰も言わなか
った気がする。（略）卒業してからだろうなって思っ
ていた（G4 群馬 F2）」のように、自分自身も、世間
の常識としても、婚前交渉をすべきではないという性
規範を持っていた。
　しかし、「妊娠したら責任を取ればいい（G3 愛知 
F3）」、「テレビドラマの影響で、そういうこともあり
なのかなと思った（G3 愛知 F1）」というように婚前
交渉への抵抗感が薄れる者もいた。また、「性交をす
ることがだめとは思わないが、赤ちゃんができると人
生が狂ってしまう（G4 大分 F1）」、「受験勉強を優先
するため今は我慢する（G3 福岡 F1）」というように、
婚前交渉がいけない理由について、倫理的な抵抗感で
はなく、受験や望まない妊娠への恐れとして語られる
ようになる。
　一方、男性をみると、「結婚するまで絶対だめと
いう人は逆に少なかったのではないか。（G3 愛知 
M1）」、「貞操観念は、社会的にも高校生の間にも強く
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あったが、卒業した先輩が後輩に『男になってこい』
と風俗に連れていくようなこともあった（G3 福岡 
M1）」といった語りが見られ、婚前交渉を肯定する空
気が女性よりは強かったようである。
　第５世代になると「母親は、ダメだと思っていた
はず（G5 埼玉 M1）」というように、親世代の反対を
感じつつも「ご自由にっていう雰囲気だった気がす
る（G5 埼玉 M2）」、「お付き合いをするっていうこと
は、そういうこと（性交）が含まれているっていう印
象があった（G5 香川 F1）」というように高校生の交
際に性交も含まれると捉える語りが男女ともに見られ
るようになった。なかには「彼がいることがステイタ
ス（G5 長野 F1）」であり、級友の妊娠についても「そ
の善悪についてどうこう言うことはなかった（G5 長
野 F1）」と語る者もいた。

結婚について
　第１世代および第２世代の一部では「お見合いで結
婚するのが圧倒的に多かった（G1 秋田 F2）」、「中学
時代から、親が婚約者を決めていて、高校生のとき
にその人と顔合わせをした（G2 千葉 F1）」と見合い
結婚が多く見られた。この背景には「結婚は個人と
個人の結びつきではなく、家と家とのつながりだっ
た （G1 秋田 F3）」という考え方があったが、第２世
代の終盤では「見合いはほとんど考えられていなかっ
たと思う（G2 北海道 M1）」という語りが見られ、そ
の後の世代では見合い結婚か恋愛結婚かという区別を
重視して語る者はいなくなった。また第 4 世代・第 5
世代になると「結婚はするかもしれないけど、積極的
にしようとは思っていなかった（G5 香川 M1）」とい
うように結婚をしないという選択肢を考えていたとい
う語りもみられるようになる。

離婚について
　離婚はよくないので我慢すべきだという語りは第１
～５世代を通して見られるが、離婚という選択肢がど
の程度許容されるかは世代によって変化が見られた。
　第１、第２世代は結婚が家同士のつながりであると
いう意識が強く「離婚は恥ずかしいこと、世間体が
悪いことだと思われていた（G1 秋田 F3）」、「家のた
め、子どものために我慢することが当たり前（G2 千
葉 F1）」と離婚を恥だと考える傾向が強かった。しか

し「一般的には、世間体が悪いとはなっていたが、離
婚する人には、それなりの理由があるだろうと思って
いた（G1 山形 M1）」というように、世間体と個人の
考えや行動は別だという考えも見られた。
　第３、第４世代では「給料がとても低かったので、
一人で子育てをしていく自信がなかった（G3 愛知 
F2）」、「離婚をしたら生活ができないからと我慢する
母の姿を見ていた（G3 愛知 F3）」というように、離
婚自体への抵抗感ではなくその後の現実的な生活を考
えたうえでの判断について語られるようになった。第 
５世代では多くが「高校時代は、結婚したら基本的に
は離婚はしないものだと思っていた（G5 埼玉 M4）」
と考えているが、離婚に対する否定的な価値観からで
はなく、将来設計として離婚までを想定していなかっ
たという語りが多い。また「自分も離婚する可能性は
あると高校時代に思っていた（G5 香川 F3）」という
ように、離婚の可能性を考えていた者もいる。

進路と労働にみられる性役割観
　第１世代では女性の進路として大学進学は重視され
ていなかったことが「当時は、短大をでていること
は、お見合いの相手を捜すのに、支障を来した。男性
も高卒で働いていた時代だから高卒でよかった（G1
秋田 F3）」という発言にも表れており、とりわけ農村
部にその傾向があった。さらに、「高校の頃は、女性
が家事・育児をやるという伝統的な性役割に疑問も持
たなかった（G1山形 M1）」という考え方も見られた。
女性に高等教育は必要がないという考え方は、第２世
代の語りにも「私の叔父は、女子は短大で十分と４年
制大学に行くことに反対した（G2 山口 F1）」のよう
に見られる。
　一方、進学をした女子の語りには「母子家庭で母
が苦労するのを見て、資格取得のために大学進学を
めざした（G1 新潟 F1）」という者や、専業主婦の母
に経済力がなく父に従うのを見て、「私自身は卒業後、
進学して自分で食べていくって思っていた（G1 東京
F2）」という者もある。また、進学の夢が叶わなかっ
た母親が娘の進学を応援していたと言う次のような発
言も見られる。「親が男尊女卑の社会で生きてきて苦
労をしてきている分、子どもには女の子でも、仕事を
したほうがいいよっていうのがありましたね。そうい
う生き方を応援してくれていた（G1 東京 F1）」。
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　第２世代になると、女性の賃金労働を肯定的に捉え
る語りが見られるようになり、第３世代はそれが一定
程度、定着する。それは、「育児と就労の両立ができ
る仕事に就こうと思っていた（G3 福岡 F1）」の語り
からも伺われる。しかし、これは性別役割分業を見直
さないで、女性の賃金労働と家事労働の二重労働を前
提にしたものである。また、進学や就労についての理
解が進む中、「家庭科の宿題（裁縫）は母親がやるか
ら代わりに勉強をしろと言われた（G3 岐阜 F1）」と
いう発言も見られる。
　第４世代では「うちの親は、私が大学受けたいなっ
て言ったら、特に反対しなかった。仕事はずっとした
いと思っていた（G4 埼玉 F1）」や「高校時代に両親
が共働きだったので妻には働いてほしいと思ってい
た（G4 東京 M1）」とより平等的な将来の家族像を描
く者もいたが、「結婚退職した母が女性の人生コース
のイメージだったので、高校時代、妻には仕事をやめ
てもらうと考えていた（G4 埼玉 M3）」というように、
高校時代までの考え方には生育家族の影響が強い。加
えて、依然として「共働きだけど、母が家事を全部
こなしていて、父は家事をしていなかった（G4 群馬
F1）」という家庭も見られた。
　第５世代では「結婚や出産をしても仕事は続けた
い。社会との接点を失いたくない（G5 長野 F1）」や、
就職することを「普通の人生（G5 香川 F2）」と表現
する語りにみられるように、女性でも生涯働き続ける
イメージを持つ人が増加している。しかし、「ある程
度は社会で頑張ってきたけど、（女性は）評価される
わけでもないし、私の居場所はやっぱり家庭なのか
なと迷っている人が私の周りには多い（G5 長野 F1）」
という語りに見られるように、依然として女性の就労
が社会的に正当に評価されないという現実が示され
た。

考　察

性教育体験をどう見るか
　「性教育の記憶がないか、あいまい」という語りが
全ての世代に見られたのは、「雨降り保健」に関する
語りにあるように、主要受験科目ではない保健に対す
る学校の（ある生徒においても）低い評価、軽視によ
るものであったと考えられる。さらに性を公教育の中

に位置づけるということに対する抵抗感があったこ
と、また教員養成課程においても性教育が扱われてお
らず、現場の教師が印象に残るような性教育を行うこ
とが困難であったことが推測される。
　特に第２世代、第３世代の性教育は女子のみへの初
経教育で、同世代の男子は積極的な性教育を受けてい
なかったことから、「風俗に連れて行って、男にして
やる」などの先輩の言説はかなり影響を与えていたと
考えられる。これは、婚前交渉をめぐる第３世代の男
子の発言にも反映している。第３世代の保健の教科書
には、中学では性感染症の概要が、高校では避妊につ
いての記述がなされるようになっているが、これも多
くの生徒は受けていないか、性教育として印象に残ら
ないような授業であった可能性が高い。第３世代の

「家庭一般」の教科書では「家族計画」や青年期以降
の男女の節度ある行動を求める記述も見られるが、こ
れも女子のみの履修であったため、性規範などに関す
る男女の認識のギャップは大きいものであったことが
推測される。
　しかし中学校まで、性教育に関連する内容がまと
まって示された教科書を使っていた第１世代および、
1980 年代後半のエイズパニック以後、性教育関連事
項が充実していく第４世代、第５世代では、性教育体
験の語りが見られている。特に、第４～５世代では
男女共修で学んだという経験が印象的に語られてい
る。第３世代末に行われた量的調査（日本性教育協会 
1983）でも、半数以上の高校生が「学校で性教育を
受けたことがある」と答えている（男子 55.2% 女子
75.5%）。
　しかし前述の量的調査からは、学んだ事柄が性と生
殖に関わる生理学的な内容に偏っており、生徒たちが
本当に知りたがっている「異性との交際」や「愛とは
何か」、「性が人生に与える意味」などについては教え
られていないことが明らかになっている。

男女の関係性をめぐって
　高校家庭科の教科書に記述されていた、男女の関係
性や性規範は、当時の高校生に影響したのだろうか。
まず第４世代までは男女別修であったことから、その
影響は男女で異なっている（女子に対しては授業を受
けたことによる影響、男子は授業を受けなかったこと 
による影響）。また、他国でも見られる女性の婚前交
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渉に象徴されるような性行動に対する道徳的な言説、
規範（例えば Kebede,Hilden, andMiddelthon2014 参
照）は第１、第２世代が高校生の頃には、日本社会で
も性行動を抑制するものとして存在していたと言え
る。
　第 1 世代の教科書では「節度のある男女交際」や

「一夫一婦の生活を守ることは、私たちの文化社会に
課せられた義務」などの記述があり、第２世代では結
婚は家庭の形成や子育てのためのものとなっている。
民主的な家族の形成の前提にある個々の男女の結びつ
きの問題より、社会への義務や子育てが強調されてい
る。この世代の語りのデータには、結婚を個人ではな
く、家と家の結びつきと捉え、離婚も世間体が悪いか
らよくないと捉える者が少なからずあった。しかし、
少数だが、離婚も十分なやむを得ない理由があればあ
りうるという意見もあり、さらに、第 2 世代末の一
人の対象者は、恋愛結婚にも言及している。このよう
に、人々の価値観と教科書の記述は基本的に調和して
いたが、少数の人々は個人的な関係として、結婚や家
族について考え始めていた。
　第３～４世代の教科書では、妊娠、分娩の生理の
記述が増加し、「家族計画」や青年期以降の男女の節
度ある行動を求める記述も見られる。これは、10 代
の人工妊娠中絶数が 1980 年に 19048 件（厚生省統計 
1980）で、それまでの最高記録となったこととも関
係がある。この世代の語りのデータでは、婚前交渉に
対する男女の意見の違いが目立つようになり、女子の
場合も、否定する理由は倫理的な抵抗感から、妊娠へ
の恐怖、将来設計が狂うなどの個人的なものへと変化
する。これは、家庭科で詳しく妊娠、分娩の生理など
を学ぶことによって、その大変さが理解され、性行動
が慎重になっている結果ともとれる。そういう意味で
は、教科書からの影響があるともいえる。しかし、同
時に「テレビドラマの影響で婚前交渉もありかな」と
思ったなどのメディアや、兄弟からの影響の強さも現
れている。また、離婚に関しても、周囲に離婚した家
族が増え、男女とも離婚後の生活の良し悪しでそれを
判断するようになっている。
　男女共修になった第５世代の教科書には、高校生に
関心のある「青年期の愛と性」や多様な家族のあり方
なども記述されるようになるが、語りのデータも高校
生の性交を肯定する意見や結婚・家族観の多様化、将

来の離婚の予測など、教科書の情報とも重なる側面が
出てくる。しかし、本稿では取り上げなかったが第 
4、第 5 世代の高校生は、性情報をテレビドラマだけ
ではなく、アダルトビデオやインターネット等からも
入手するようになっており、これだけでは、教科書か
らの影響がどれほどかは明らかでない。
　全体的には、社会や家族等からの影響の方が大きい
が、女子のみ必修となった時期の女子には、性別教科
であった家庭科教科書の伝える知識や情報は、性行動
を抑制するという意味で、一定の影響を与えていたよ
うに見られる。

高校生の性役割観をめぐって
　ジェンダー平等という点では、伝統的に女性が担っ
てきた家事・育児労働と賃金労働の問題をどのように
捉えていたのかが重要である。したがって、高校の家
庭科教科書ではその点をどのように伝えようとしてい
たか、また、第４世代までの女子高校生と第５世代の
男女高校生には何らかの影響を与えたと見られるのに
ついて明らかにする必要がある。
　第１世代の教科書では、主婦として家庭を経営する
ことを前提に書かれており、第２世代になると、女性
の就労も一定程度、認めるが、就労にあたっては「子
どもや他の家族をぎせいにしない」ことがあげられ
ている。それは、「男女は人間としては平等であるが、
性別からくる適職・使命は異なる」という性別役割分
業を前提にしたものであった。語りのデータにも性役
割を当然視する意見がある一方で、女性の賃金労働を
肯定的に捉える語りが見られ、教科書の記述と重なっ
ている。
　第３世代の教科書では職業を持つ女性が「半数以
上」という 1973 年の調査結果が紹介されている。し
かし、同時に「家事労働は、主婦ひとりの自覚と努力
だけでは能率化はできない」ので、家族による家事労
働の分担が必要といった記述が表れる。依然として性
別役割分業を前提とした家族の協力が強調されている
が、女子のみ必修の家庭科では、それは建前でしかな
い。この基本線は第４世代にもあてはまる。「育児と
就労の両立ができる仕事」を求める語りも、母親と娘
だけが家事をすることへの不満の語りもこの時期の教
科書が伝える内容と関係している。第５世代の教科書
では、生活設計に関わる内容が増え、性別に関わらず
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働くことがライフコースに入るようになり、語りにも
反映されている。また家族を中心としたものから個人
に重心をおくようになっている。
　以上のように、第２～４世代までの家庭科の教科書
は時代の労働力政策に呼応して女子高校生に「仕事と
家庭」の 二重労働の遂行を伝えているが、これに重
なる語りが教科・教科書からの影響かどうかは明らか
ではない。ただ第５世代の教科書にある個人を重視し
た生活設計、ライフコースなどは語りから見て、この
教科の影響の可能性が考えられる。
　本研究では、保健と家庭科教科書の内容と世代の語
りを対応させて見たが、性教育に関する質問は保健科
と対応した語りとなり、性規範や家族等は家庭科・教
科書との関係では語られていなかった。これは生理学
的な側面だけで捉えられてきた日本の性教育の現実を
反映している。今後、ジェンダー・セクシュアリティ
教育を充実させるためには、保健の教科とともに家庭
科の内容編成に注目する必要がある。さらに、性やセ
クシュアリティ、関係性に関する最近の概念や理解を
より多く含んだ課題を組み入れる必要がある。

【注】
１） 調査の対象者を知人や友人などの繋がりを通じて条

件に合った人を探す方法。
２） 被面接者の反応に対応して質問の内容、表現、順序

などを変える面接法。ある方向性を保ちつつ、被面
接者の語りに沿って情報を得ることができる利点が
ある。 

３） 語りの部分には、対象者の世代、出身地名、性別、
番号を付した。

　本研究は、2013 － 15 年度、日本学術振興会科学研究費
基盤研究（B）「＜性＞に関する教育の内容構成・教育課程
とジェンダー平等意識・セクシュアリティ形成」（研究代
表者： 橋本紀子、課題番号 2528522）の援助によるもの
である。
　なお、本稿は下記のタイトルで Sex Education 誌に投
稿し、既に掲載されている論文の和文である。ただし、
英文では字数制限のため削除した分も、これには一部分
含まれている。
”School education and development of gender perspec-
tives and sexuality in Japan“ Sex Education 17（4）
:pp.386-398
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　 　 性 教 育 の 現 場 を 訪 ね て

　前号では学年ごとに行われる水谷中学校の「命の授業」の取り組みを紹介した。
　今回は、四国こどもとおとなの医療センター（香川県）産科病棟副看護師長・中理恵さん
とその妹さんで出産を間近に控えた佐藤真理さんによる出前授業の様子をお伝えする。

4

授業のテーマは「命は意
い

望
の

知
ち

（いのち）」

　水谷中学校の「命の授業」の取り組みで、今年はじ
めて行われたのが、四国こどもとおとなの医療センタ
ー産科病棟副看護師長で助産師の中 理恵さんと、そ
の妹さんで妊娠 37 週に入った佐藤真理さんによる出
前授業である。出前授業は、1 年生と 3 年生を対象に
行われた。
　授業のテーマは「命は意

い

望
の

知
ち

～生きるということ
～」。「意

い

望
の

知
ち

」という言葉には意味がある、と語って
くれたのは、今回ゲスト・ティーチャーとして招かれ
た、助産師の中 理恵さん。
　「ひとりひとりの命に意

3

味があり、すべての命が望
3

まれてきたことを生徒たちに知
3

ってほしいという思い
から、一文字ずつとってあえて『意

い

望
の

知
ち

』としたので
す」と中さん。はるばる四国・香川県から埼玉県・富
士見市まで、この授業のために駆けつけた。

「あなたは、そのままでいいんだよ」

　「もともとは、この富士見市の生まれです。妹が富
士見市内の中学校の体育教諭をしていた縁で、市内の
小中学校で出前授業を行うようになりました」。
　出前授業は今年で５年目になるという。
　「多くの妊婦さんは、それまで赤ちゃんを抱いた経
験がありません。きょうだいや近所の赤ちゃんの世話
をしたことがないのですね。育児経験がないこともあ
ってか、お母さん方の自尊感情が低い……つまり、自
分に自信を持てないお母さんが多いのです。そのため、
赤ちゃんを育てる上でいろいろな壁にぶつかってしま

［ 埼玉県富士見市立水谷中学校 ］（下）
　　　　助産師による出張授業で
　　　　　命の奇跡を学ぶ

埼玉県富士見市立水谷中学校　　校長・上堀 護
生徒数　249 名
職員数　31 名 （2017 年５月 24日現在）

う。産科病棟で、そういうことを目の当たりにしてき
ました。では、そうした自尊意識はどの段階から学ん
でいけばいいのか、と考えると、やはり思春期のころ
だろう、と。
　子どもたちに『あなたはそのままでいいんだよ』と
いうメッセージを伝えることができたら、やがて彼ら
がお父さんやお母さんになったとき、自分の子どもに
もそのことを伝えていける。私の出前授業をきっかけ
に、命は受け継がれていくことを知り、生きるという
ことについて考えてもらえればうれしいです」

綿密な打ち合わせと準備を行って

　講演は約 70 分。会場の設営をどうするか。準備物
や備品は何が必要か、当日の授業の進行をどうするか
―今年（2017 年）３月まで水谷中学校の性教育の中
心を担ってきた江原 文養護教諭は、講師である中助
産師とその妹の佐藤さんとの間で綿密な打ち合わせを
して決めていった。
　授業は、受精の瞬間をとらえた命の始まりからスタ
ートした。
　臨月を迎えた佐藤さんのおなかにドップラーをあて
て、おなかの中の胎児の心音を聞いて、男性教員の心
臓の音と比較する。おなかの赤ちゃんにいっぱい話し
かけてコミュニケーションをとったという佐藤さんの
お話。そして出産後のお母さんの笑顔。
　世界では、出産で命を落とす妊婦さんが 1 時間に
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33 人。赤ちゃんは 400 人もが命を落としている。祖
先から命がつながり、奇跡的な確率で今自分はここに
いる。パワーポイントや動画、音楽を使って、効果的
に、命の奇跡や命のつながりを見せていく。
　そして、最後は生徒たちに「あなたたちは、愛され
て望まれて生まれてきた」ことを伝えて、授業が終了
した。
　長時間の授業にも関わらず、生徒たちは飽きること
なく、いずれも真剣な面持ちで中助産師の話に聞き入
っていた。
　授業のあとに生徒たちが書いた感想文を読むと、「命
は本当に大切なもので、ここにいるみんなと会えたこ
とも奇跡なんだと改めて感じました」「自分の命だか
らと粗末にしてはいけなくて、何百年も受け継がれて
きているので、これからはもっと大切にしなくてはい
けないと思いました」など、自分を見つめるいいきっ

かけとなったようだ。
　当初は、３年生の「これからの生き方を考える」か
らスタートした水谷中学校の「命の授業」。やがて、
各学年も行うようになり、妊婦体験などの体験学習も
増やしていった。そして今回の助産師による出前授業
……命の授業は、少しずつ内容を広げながら、水谷中
学校に根づいていっている。
＜生徒の感想＞

◦今回の授業で、私は「命は輝くことができる」こと
を知りました。よく、君は輝いているとかありきたり
なことを言うけれど、人は命ができた瞬間に輝くと知
って、誰でも輝くことができると知りました。ときど
き、自分は必要ないのではないかと思うときがありま
す。でも、今回の授業で望まれて生まれた命であるこ
とを知りました。素敵な授業をありがとうございまし
た（1 年）。
◦自分たちがこうして「自分」で生きていることは本
当にキセキのような事なんだと改めて感じることがで
きました。ほとんどのお母さんが我が子を初めて抱い
たとき、出産のときとはまるで別人のような顔になる、
と聞いて私のお母さんもそうだったんだ。自分は望ん
で望まれて生まれてきたんだと思うと、とてつもなく
うれしい気持ちで満たされました（3 年）。

（取材・文　中出三重／エム・シー・プレス）

◦授業の流れと準備
内　容 留意点

導入（15 分）
・自己紹介　・病院紹介　・助産師について

全体を暗くする
・パワーポイント
・動画命のはじまり（５分）

・卵子と精子が結合した瞬間、受精卵がキラキラ光る。
妊娠・胎児（15 分）
・胎児心音を聴く。

全体を明るくする
・男性教員の心臓と胎児の心音を比べる

分娩（５分）
・お母さんも赤ちゃんも頑張った。

全体を暗くする
・パワーポイント

命の奇跡（5 分）
・出産で命を落とす妊婦さん、生きたかったけれど生きられなかった赤ちゃんもい
る。生まれるのがあたりまえではないのだ。
命のつながり（5 分）
・自分の祖先の誰か一人でもいなかったら、自分は存在しなかった。
命の選択（5 分）
・親になること　・人工妊娠中絶　・産む／産まないの選択

全体を明るくする。
・プロジェクターを消す。

まとめ（15 分）
・愛されて望まれて産まれてきた。
・保護者からの手紙

音楽を流す。
・パワーポイント

「命は意
い

望
の

知
ち

～生きるということ」出前授業
◦ 目的：命の授業を通して、自分は愛される存在であり、役割をもって存在することを知り、自尊感情を高める。また、命が受

け継がれていくことを知り、将来自分も親になるという役割もあることを知ることで、自分の存在意義を考えることができる
ようにする。さらに、命の奇跡を知り、生きるということについて、自分にできることを考えることができるようにする。
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ドクタードクター

かみむら しげひと

ウィメンズクリニック・
かみむら院長（岡山県
岡山市）、医学博士

　女性の卵子の数は胎児の時、妊娠６カ月くらいの時
点が一番ピークで、700 万個くらいです。出生児には
200 万くらいに減少し、その後はほぼ毎日 1000 個ず
つ減少していきます。
　つまり、16 歳くらいで 30 万個、20 歳を過ぎれば
ほぼ残りは 20 万個です。そして約 50 歳で０に近づ
き閉経となります。
　しかしながら、数があれば妊娠できるというわけで
はなく、その卵子の老化も問題になっています。日本
産婦人科学会の 2012 年のデータでは、20 代後半から
妊娠の確率が徐々に低下し、37 歳以降は妊娠率が急
激に低下します。したがって卵子が残っていても、卵
子の老化により数の減少以上に妊娠率は低下します。
　だいたい 37 歳、38 歳を境に急激な妊娠率の低下が
見られると言われています。
　もちろん、妊娠率の低下は女性だけの問題ではなく、
男性にも見られます。男性が原因で不妊になるケース
は全体の 15 ～ 50％と言われており、かなり高い確率
です。
　男性の年齢が 20 歳未満の場合、１年間の妊娠率は
90％であるのに対して 40 歳以上では 25％と低下して
います。つまり男性も 40 歳を過ぎると妊娠率は急に
落ちるわけです。
　女性の残った卵子の数を知りたい場合、その目安に
なる検査が AMH（抗ミューラー管ホルモン）検査で
す。AMH は卵巣内にある前胞状卵の顆粒膜細胞から
分泌されるホルモンです。卵巣の中には様々な成長ス
テージの卵胞があり、その中には AMH を分泌して
いる細胞もあれば、分泌していない卵胞もあります。

　高校１年女子です。よく母に、若いうちからきちんと生活設計を立てて、結婚や妊娠のビジョンを持っ
て生きていかないと、気づいたら手遅れになるってこともあるのよ、実際はどうなるかわからなくても、
それなりの計画は一応立てておきなさいと言われます。
　 卵子の老化とかで妊娠する能力が落ちるとか言われますが、一般にはどうなのでしょうか、子供や家族
に対する計画はどんな感じで考えたらいいのでしょうか。

卵子は老化するって、本当ですか？連載第      回16

AMH が高いということは、卵子の残りがまだたくさ
んあるということであり、低いということは卵胞の数
も少ないことになります。ただしこの AMH 検査が
正しくその人の今後の妊娠能力を反映しているわけで
はありません、検査はよく考えて受けてください。
　さて、そんなことから考えると、37 歳までにでき
れば子供を産んでおきたいということになります。
　産む子供は多い家庭も少ない家庭もあるのですが、
平均２人と考えると、最後の分娩が 37 歳として、遅
くても 32、33 歳には第一子を産まないといけません。
　結婚までの恋愛期間をせめて３年と計算して 29 歳、
もちろんそれまでにいろいろな男性と知り合ってから
最終的に結婚するべき人を決めますので、その前数年
間はいろいろな恋愛を経験しないといけないでしょ
う。
　また、人間性が豊かで、自立できている人間によい
パートナーは集まります。22 歳くらいから結婚を前
提とした素晴らしいパートナーを見つけるためには、
自分をそれまでに磨いておく必要があります。つまり
高校生や、大学生、専門学生の間は自分をしっかり磨
き上げる時期なのです。
　もちろん恋愛はしてもいいのですが、つまらない男
性に時間を費やすのは本当に無駄です。少しでもダメ
男と感じたり、DV 男の匂いを感じたらさっさと別れ
ないと時間が無駄なわけです。
　ただしあくまでもこれは計算上の計画であり、「子
供を産む産まない」、「結婚するしない」、また、パー
トナーの対象が異性か同性かは、それぞれみなさんの
自由です。
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みやた　かずお
ジャーナリスト。公益財団法人エイズ
予防財団理事、特定非営利活動法人エ
イズ＆ソサエティ研究会議事務局長。

宮田 一雄

13

［４］

三猿は四猿だった
地下鉄の落書きで有名になった米国の画家キース・

ヘリングは 1988 年にエイズと診断され、その２年後
の 1990 年に 31 歳で亡くなっている。あまりにも若
いと改めて思う。

ニューヨークの HIV/ エイズ団体 ACT UP のた
めに制作した 1989 年のポスター「IGNORANCE = 
FEAR / SILENCE = DEATH（偏見は恐怖／沈黙
は死）」には、それぞれ目と耳と口を押さえた３人の
踊る人物が描かれている。この絵を見て「見ざる、聞
かざる、言わざる」の三猿を思い出す人も多いだろう。
実際にキース・ヘリングもそう考えていたに違いない
と思い、改めて三猿について調べてみた。

英語では Three Wise Monkeys とある。えっ、ワ
イズ（賢い）？ ちょっと意外な感じだった。

現実を見ず、情報を閉ざし、何も言わずに黙ってい
る。三猿はそうした態度を批判しているのだと思って
いたら、実はその逆で、evil（悪徳）などには目もく
れず、耳も貸さず、言及もしないようにという教えの
ようだ。困ったな。どうもメッセージにズレがある。

切り口を変えて「SILENCE = DEATH」からアプ
ローチしよう。「沈黙は死」。これは ACT UP の有名
なスローガンであり、キース・ヘリングのポスター
にも、SILENCE = DEATH の横にピンクの三角形

（ピンクトライアングル）と「FIGHT AIDS / ACT 
UP」の文字が小さく描き込まれている。

ピンクの三角形は米国で 1970 年代からゲイライツ
運動のシンボルとして使われていたという。第二次世
界大戦当時、ヒトラー政権下のドイツでは、強制収容
所で同性愛者を識別するためピンクの逆三角形をバッ
ジにして着けさせていた。迫害の象徴であるその三角
形をあえて正三角形に逆転させ、米国のアクティビス
トたちは連帯と抵抗のシンボルとしてピンクトライア
ングルを掲げたのだ。

米国で最初にエイズの公式症例が報告されたのは
1981 年 6 月のことだから、ピンクトライアングル自
体はエイズの流行以前に登場していたことになる。

それがエイズとの闘いのシンボルとなったのは
1987 年にニューヨークで 6 人のゲイアクティビスト
が Silence = Death プロジェクトを創設し、黒地にピ
ンクの三角形と SILENCE = DEATH の文字を描き
込んだポスターを張り出す活動を始めたからだ。

その６人が同じ 87 年に発足した ACT UP NY の
活動に加わり、ピンクトライアングルと「沈黙は死」
のスローガンも ACT UP のシンボルとなった。

受け売りついでに ACT UP NY のサイトで見つけ
た「SILENCE ＝ DEATH」の説明を続けると、そこ
には「この抗議はしたがって、セーファーセックスの
タブーに対する抗議であると同時に、社会的な不公正
と政府の無関心に抵抗しようとしない人たちへの抗議
でもある」（日本語は筆者の仮訳）とも書かれている

※

。
再びキース・ヘリングのポスターに戻ろう。三猿に

想を得たであろうポスターは沈黙の勧めではない。現
実をしっかり見ようとせず、情報にも耳を閉ざし、な
にもせずに黙っていたのでは死を招くだけだと警告し
ているのだ。踊る人の姿はピンクトライアングルと同
じように、三猿の教えを見事に逆転させ、メッセージ
のインパクトをより強めることになった。

そういえば日本はあのころ、バブルに踊っていたな
あなどと余計なこともついつい思い出す。

三猿は実は四猿だったという情報もある。目、耳、
口に続き、四猿目は何を両手で隠したのか。結論か
ら言えばそれは股間であり、「せざる」の教えになる。
つまり、みだりに性行為に走るなかれということか。

今年は 11 月 24 ～ 26 日に第 31 回日本エイズ学会
学術集会・総会が東京で開かれるのに合わせ、東京エ
イズウィークスというキャンペーンが学会前後に展開
される。そのメーンビジュアルが踊る３人のポスター
に決まった。

キースがいま「せざる」の存在を知れば、その意味
もまた鮮やかに逆転させてみせただろう。早すぎる死
を悼み、ついついそんなことも考えてしまう。
※ http://www.actupny.org/reports/silencedeath.html
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　日本社会では、LGBT という言葉が一人歩きして
いる。近年とみにメジャー化したこの言葉の意味を
我々はどこまで理解しているのだろうか。一面的な見
方しかしていないのではないか。
　本書の冒頭で、著者は次のように記している。
　〈人間の性別を決める基準は何であろうか。多くの
研究者によってその議論が交わされているものの、現
在のところ合意に至る基準があるわけではない。これ
は、「身体的性別」という一見明白に思われることで
さえ、同様である〉。さらに、次のように記す。〈性的
マイノリティのカテゴリとしてよく知られているのが

「LGBT」という用語である。これらカテゴリは医療
概念ではなく、当事者が自分自身を自己定義するため
の用語として欧米社会で使用され、それによって政策
や活動が活発化されていった。（中略）カテゴリは当
事者が声を上げ、定義することにより、増加していく
ものである。その後、たとえばカナダのトロントでは、
LGBTTIQQ2SA とコミュニティペーパーなどに記さ
れるようになった〉。
　ここでは、LBGT 以降の説明を簡単にしておくこ
とにする。T は、Transsexual（トランスセクシシュ
アル）の頭文字で、性別適合手術を受けて異なる性別
へ移行した人。I は、Intersex（インターセックス）
の頭文字。Q は、Questioning（クエスチョニング）
の頭文字で、自分のセクシュアリティを探求中の人。
Q は、Queer（クィア）の頭文字で、「クィア（変態）」
という意味をあえて逆手にとり自己規定をする人。２
S は、Two-Spirit（トゥースピリット）の頭文字であり、
北米先住民のコミュニティにおける男女両方の魂をも
つ人。A は、Alles（アライ）の頭文字で、異性愛者

（ストレート）のように、当事者性をもたないと表明

する人の中で、多様な性に対する平等性への支持をす
る人。
  本書は、トランスジェンダー当事者の性同一性（ジ
ェンダー・アイデンティティ）はどう発達し、どのよ
うにして形成していくかを追求した研究の書である。

「性同一性が男」か「性同一性が女」か、「遺伝」か「環
境」かという二分法では、十分ではないという仮説を
もとに、多くの先行研究と自らがかかわった研究成果
から新たな性別観を導き出している。
１ ）性同一性は、男性、女性だけでなく X ジェンダ

ーもあり、１つの固定的なジェンダー・アイデンテ
ィティとして形成しうる。

２ ）性別違和と異性帰属の発現には、発達するにつれ
遺伝よりも環境が大きくなっていく。

３ ）異性のアイデンティティを育むには、単に医学的
な身体治療をしただけでは難しい。認知スタイル、
性役割の呈示、対人関係などの複合要因があり、さ
らにトランス女性とトランス男性とで異なるジェン
ダー化要因が存在している。

　と、述べている。本書を完璧に読み解くには、統計
学の知識が必要であるが、その知識がなくとも読むこ
とは可能である。統計学的な記述の部分は「保留」す
るという乱暴な読み方でも、多様な性に対する知識を
拡げることができる。
　本書の構成は、以下のとおりである。
序　章　 「ある性別として生きる」とはどういうことか

―新たな性別観呈示のために
第１章 　これまでの性別観はどのようにつくられてき

　たか―本書の背景
第２章 　 双生児データによる性同一性障害傾向の発　

達メカニズム……研究Ⅰ
第３章　多様な性同一性の形成……研究Ⅱ
終　章　これからの性別観―総合考察

（教育ジャーナリスト　日向野一生）

新たな性別観へのアプローチ

トランスジェンダーの
心理学
多様な性同一性の発達メカニズムと形成

佐々木掌子著 
晃洋書房
定価2500円＋税
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全国性教育研究団体連絡協議会

第47回 全国性教育研究大会

会　　場

参加費・問い合わせ先等

１日目：13：00 ～ 13：30　開 会 行 事　挨拶・祝辞・次期開催地紹介
13：35 ～ 14：05　開催地報告　「岡山県性教育協議会の実践」

 藤尾愛一郎（岡山県性教育協議会研修部長）
14：10 ～ 14：50　基 調 講 演　「学校における性に関する指導について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　森良一（文部科学省初等中等教育局教科調査官）
15：00 ～ 16：30　記 念 講 演　「性同一性障害についての理解」中塚幹也（岡山大学大学院教授）
18：30 ～ 20：00　懇 親 会　ピュアリティまきび（会費 4,500 円。参加自由）

２日目：９：30 ～ 12：00　分 科 会
 「小学校における性教育の実践」　　「中学校における性教育の実践」
 「高等学校における性教育の実践」　「特別支援教育における性教育の実践」
 「情報社会の落とし穴」（仮題）

13：20 ～ 14：50　課題別講義①
 「学校教育における性教育の考え方・進め方」 
 　　堀内比佐子（全国性教育研究団体連絡協議会事務局長）
 「養護教諭の役割と関係機関との連携」
 　　平松恵子（びわこ学院大学教授）
 「自閉症スペクトラム症のある子への性」（仮題）
 　　川上ちひろ（岐阜大学医学部医療教育開発センター）

15：00 ～ 16：30　課題別講義②
 「性的マイノリティ」（仮題）
 　　日高庸晴（宝塚大学教授）
 「青少年の問題」（仮題）
 　　上村茂仁（ウィメンズクリニック・かみむら院長）
 「ジェンダーの捉え方と学校における性教育」（仮題）
 　　瀬地山　角（東京大学教授）

テーマ

岡山県立大学（岡山県総社市窪木 111　TEL 0866-94-2111）　

参加費／両日参加：一般 6,000 円、学生 2,000 円、１日参加：一般 3,000 円、学生 2,000 円
主　催／全国性教育研究団体連絡協議会、中国四国地区性教育研究団体連絡協議会、岡山県性教育協議会
協　賛／日本性教育協会　　後　援／内閣府、文部科学省、厚生労働省ほか

問合せ先／ TEL・FAX 0863-81-6483（三浦）

８月 21 日（月）13：00〜 20：00

８月 22 日（火）９：00〜16：30

第13回中国四国地区性教育研究大会
第32回岡山県性教育研究大会

性教育における今日的課題
　～課題解決に向けた性教育の実践～

プログラム

定員・締切 定員・締切／ 300 名・平成 29 年 7 月 31 日（月）締切（定員になり次第締切）

研究会、研修会等の情報を下記まで、郵送または、
Fax03-5800-0478でお寄せください。
〒112-0002　文京区小石川2-3-23春日尚学ビル B1  
日本性教育協会「JASE ジャーナル」係



16

 　　　　　　　

第36回 日本思春期学会総会・学術集会

  いのちのバトンを繋ぐ
　―いのちが生みだすもの、変えるもの ―

会　場

参加費・問合せ先等

宮崎シーガイア　コンベンションセンター（宮崎市山崎町浜山）

参加費：学術集会〔妙録集代（3,000 円）は含まない〕事前：正会員 8,000 円（当日 10,000 円）　非会員 8,000 円（当日・一日につき 5,000 円）　
　　　　学生（高校生以上）3,000 円　思春期保健相談士 5,000 円（当日 10,000 円）
事務局：東京事務局：帝京科学大学医療科学部看護学科　志村　TEL&FAX 03-6910-3501 E-mail:shisyunki36@gmail.com
　　　　宮崎事務局：宮崎県立看護大学　別科助産専攻　濱嵜　TEL 0985-59-7719　FAX 0985-59-7779 E-mail:bekka-mw@mpu.ac.jp

8月25日（金）～27日（日）

学術集会内容 第 1 日目 8 月 26 日（土）
◦会長講演「いのちのバトン」（齋藤益子）　◦特別講演１「いのちをみつめる～人のいのちのはじまり
～」（伊藤一彦）　◦特別講演２「若者たちの性に何が起こっているか～セックス嫌いな若者たち～」（北
村邦夫）　◦特別講演３「思春期と思秋期　歌＆トーク」（歌：岩崎宏美　トーク：松峯寿美）◦シンポ
ジウム１「若年妊娠への支援を考える」　ほか。
第２日目 8 月 27 日（日）
◦シンポジウム２「性暴力を予防するための思春期の教育や対応」　◦シンポジウム３「地域・学校・
家庭と連携して子ども達の性と生を支える」　◦特別講演４「折れない心を育てる～「レジリエンス」
の視点から～」（藤井聡）　◦教育講演２「妊孕性を高める～思春期からの不妊予防～」（原利夫）　◦教
育講演３「思春期からの女性のヘルスケア」（山口昌俊・榊原秀也）ほか。

 　　　　

　北東北性教育研修セミナー 2017夏

   秋田 LGBT 成人式
　―多様性は無限の可能性／ Free Yourself ！ ―

会　場

参加費・申込み先等

アトリオン 4F　ミニコンサートホール（秋田駅前・秋田市中通 2-3-8）

参加費：無料（定員 100 名）
主 催：北東北性教育研修セミナー実行委員会　協 賛：日本性教育協会　協 力：NPO 法人いきいきＦネット秋田
事務局：北東北セミナー秋田事務局（性と人権ネットワークＥＳＴＯ）　〒 010-8691 郵便事業（株）秋田支店私書箱 32 号
　　　　http://estonet.info/　　Twitter：@LGBT18116553　　https://twitter.com/LGBT18116553　

8 月 12 日（土）13：30〜16：30

内　容 基調講演：薬師実芳さん（東京）
　　　　　　NPO 法人 ReBit（リビット）代表理事。女性として生まれ、男性として生活をするトランスジェンダー。
岩手来賓：三代目 井上成美さん（三味線演奏者）
　　　　　　1987 年生まれ、岩手県盛岡市出身・在住。戸籍変更済みのトランスジェンダー男性（FTM）。
青森来賓：宇佐美翔子さん（北東北性教育研修セミナー実行委員会共同代表）
　　　　　　 青森市出身のレズビアン。レイプクライシス・ネットワーク理事、NPO 法人共生社会をつくるセクシ

ュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク副代表。

「成りたい人になる (＝成人 )」を祝福し、自分を誇れる場として秋田でも成人式を開催します。
LGBT成人式を最初に企画し全国に広めてきた薬師さんに基調講演をお願いし、岩手と青森の LGBT当事
者に自己実現を果たしてきたロールモデルとして、記念演奏や参加者へのメッセージをいただきます。

16
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会　場

参加費・問い合わせ先等

ルークホール（東京都新宿区四谷 1-7　持田製薬本社ビル内）

参加費／ 大人 1,500 円　学生 1,000 円（学生証持参）　定員／130 名
主　催／世界性の健康デー東京大会実行委員会　　協賛／日本性教育協会
問合せ・申込み先／ e-mail　iwata.ayumi.52u@st.kyoto-u.ac.jp                     

内　容

13：00 開会
13：15 演題①「愛を知る道のり」
　　　　　　　　（NPO 法人 Umi のいえ　齋藤麻紀子氏）

14：15 演題②「セックスワークから見る LOVE」
　　　　　　　　（手コキ研究会　今賀はる氏）

15：15 演題③「不倫・浮気と純潔・貞操：パートナーの数から見た人間の性行動」
　　　　　　　　（お茶の水女子大学　石丸径一郎氏）

16：15 閉会

９ 3（日）
13：00〜17：00

９ ２（土）
13：30〜15：30

第８回世界性の健康デー記念イベント 2017 in 岩手
北東北性教育研修セミナー  in Iwate

性の健康と医療へのアクセスを考える
―インターセックスの経験から ―

性の健康デーにあわせ、香港からインターセックス活動家の
S
ス モ ー ル

mall L
ル ッ ク

uk さんをお招きして開催します。（通訳付き）

会　場

参加費・申込み先等

プラザおでって　３階大会議室
岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10　　TEL 019-604-3300 ※会場の問い合わせのみ

参加費：無料
対　象：関心のある方ならどなたでも
定　員：50 名（空席のある場合に限り当日参加可）
主　催：北東北性教育研修セミナー実行委員会　　協　賛：日本性教育協会　　　
申込み先：E-mail　iwaterainbownetwork@gmail.com　TEL 080-1064-4269（セミナー岩手事務局・山下）
　　　　　郵送　青森市安方 1-3-24 北東北性教育研修セミナー実行委員会　
　　　　　※お名前（通称可）・連絡先を明記して８月 26 日までにお申込下さい。

第８回世界性の健康デー記念イベント 2017 in 東京
東京性教育研修セミナー  2017 夏

　　Love Bonding and Intimacy
愛とは。絆と親密のウラオモテ
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について、について、性性 語語語るるるる 学学学ぶ学学学学ぶぶぶ学学学ぶ学学学学ぶ学ぶ
考考考考考考考考考考考考考える考考考考えるえるえる
、、 、、

　昨今は、性教育・性科学の世界にも新しい風が吹きつ
つある。性教育をめぐる５W １H（誰が、何を、誰に、
いつ、どこで、どのように教えるのか）には、異なる価
値観の対立が伴うがゆえに、時として激しいバッシング
に見舞われることもある。同時代を生きる古い仲間や新
しい仲間とのつながりを大切にしつつ、性教育を次世代
につなぐために自分たちにできることとは何かを常に
問い続けてゆきたい。
　本書は、関西性教育研修セミナーの 10 年間の取り
組みをまとめるとともに、セミナー登壇者の何人かにお
願いし、現在の性の課題と今後の展望について執筆い
ただいた。さまざまな現場や経験に基づくバリエーショ
ンある報告は、まさに性の幅広い側面を示している。

● 編集／関西性教育研修セミナー実行委員会
● 発行／日本性教育協会
● A4判・ソフトカバー　128頁
● 頒価800円

性暴力
　教育現場における性暴力被害への支援と課題╱野坂祐子
　性暴力の「理解」と「治療教育」を求めて╱藤岡淳子
　規定される性、聞こえない声。╱岡田実穂
　資料
HIV ╱ AIDS
　記者から見たエイズ対策╱宮田一雄
　「ちいさな学校」の経験╱ブブ・ド・ラ・マドレーヌ
　HIV ／エイズについての医療現場からのメッセージ╱白野倫徳
　HIV と性の健康╱生島　嗣
　資料
性の多様性
　「語る」社会か「語らなくていい」社会か╱土肥いつき
　性別違和と子どもたち╱康　純

　「性」について考えること：西から東、そして北東北へ╱宇佐美翔子
　「性の多様性」と共生する社会に向けて╱東　優子
　資料　
性教育
　30 年の性教育の実践╱秋山繁治
　知的障がいのある生徒への性の指導と支援╱池川典子
　LGBT を排除しない性教育のあり方╱東　優子
　資料　
性と社会
　社会は性に蓋をかぶせる╱池上千寿子
　「死にたいと思いつつも、助けてほしい」╱渋井哲也
　二人の性科学者と Nature vs. Nurture 論争╱東　優子
　性科学／教育の過去・現在・未来╱ミルトン・ダイアモンド
　資料

主な目次

◆ 本書は JASE ホームページ http://www.jase.faje.or.jp/pub/pub.html からお申し込みいただけます。
　または、Email  info_jase@faje.or.jp　　TEL 03-6801-9307　FAX 03-5800-0478 までお申し込みください。
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 好評発売中！ 好評発売中！


