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1 緒言 

青少年にとって性に関するイベントは、思春期

の心身の発達段階において重要な位置を占めてい

る。性情報を容易に獲得できる携帯電話やインタ

ーネットなどの媒体が普及している現在、性に関

する知識や意識、価値観が多様化し、青少年を取

り巻く社会環境は大きく変化している。このよう

な社会状況の中で、青少年は正しい知識を自ら精

選し、望ましい健康行動の意志決定、行動選択の

方法を身に付けることが必要である。しかし、HIV
／AIDS やクラミジア感染症の感染者の増加、若年

者の妊娠の増加とそれに伴う人工妊娠中絶など、

性に関する諸問題は今なお年々増加、深刻化して

いる。このような社会的背景の中で、学校教育に

おける性教育の重要性はさらに高まっており、性

教育の充実を図ることが求められている。学習指

導要領では、「生涯にわたって健康を保持増進す

るためには、生涯の各発達段階の健康課題に応じ

た自己の健康管理を行う必要がある」と示されて

いる。性教育は、健康教育の一環として保健や家

庭科などの教科や学級活動、さらに養護教諭によ

る個別指導や保健指導などで行われているが、各

教科や性教育に関する諸活動が相互に関連し合っ

ているとは言い難い。さらに、教科書が単元ごと

に分かれていることで項目同士の関連性や、人生

における性の連続性が見えにくくなってしまって

いるのが現状である。 
一方で、性と生殖の健康を権利として捉えよう

とするリプロダクティブヘルス／ライツという概

念が広がっている。その中には思春期、妊娠・出

産はもとより、不妊、人工妊娠中絶、避妊、性感

染症、HIV／AIDS、女性の生涯にわたる健康など、

生涯を通した性に関する幅広い範囲を含んでいる。

したがって、この概念を取り入れることで、生涯

にわたる性の連続性を構築することができると考

えられる。 
そこで、本研究では、高校養護教諭を対象に、

養護教諭の視点から見た性教育の現状を調査する

とともに、リプロダクティブヘルス／ライツの概

念に基づいた性教育のフレームワークを構築し、

高校生を対象とした保健指導に役立てることを目

的とした。 
 
2 研究方法 
2-1 対象 
 茨城県内の県立高等学校 105 校（養護教諭、養
護助教諭の不在 3 校は除く）と私立高等学校 19 校
（養護教諭、養護助教諭の不在 6 校および非常勤、
事務養護等 5 校は除く）の養護教諭 120 人と養護
助教諭 30 人の計 150 人とした。 
2-2 調査方法 
各高等学校の養護教諭（以下、養護助教諭も含

む。）宛てに自記式調査用紙を郵送し、回答を得
た。その後、同封した返信用封筒にて調査票を回

収した。有効回答者数は 65 名で、回収率は 43.3％
であった。年齢構成は、20 代が 13.8％（9 名）、
30 代が 18.5％（12 名）、40 代が 33.8％（22 名）、
50 代またはそれ以上が 33.8％（22 名）であった。 
2-2 調査内容 
①年齢、②性教育体制に関する項目（性教育全

体計画または性教育のみの年間指導計画、性教育
講演会の有無、性教育の主な担当者、養護教諭の
性教育に対する関わり方、養護教諭と教科教諭と
の連携、性教育の満足度（時間、内容））、③性
教育に対する考え方に関する項目（性教育に適し
た時期、性教育に関する考えや意見）、④性に関
するキーワード（以下、キーワード）の重要性で
あった。 
④については、高校生を対象に性教育を行う場

合に、各キーワードの重要度について「重要性が
非常に高い」「重要性がある程度高い」「重要性
がそれほど高くない」「高校生には必要ない」の 3、
2、1、0 の四段階で回答してもらった。キーワード
は、保健体育、家庭科、生物、現代社会の各教科
書および学校保健・健康教育用語辞典、リプロダ
クティブヘルスに関する著書から抜粋した 95 用語
とした。 
2-3 分析方法 
はじめに質問項目ごとに単純集計した後、性教

育全体計画と性教育のみの年間指導計画の有無、
性教育の満足度（時間、内容）についてクロス集
計を行った。さらに、キーワードについては、因
子分析により Kaiser のプロマックス回転による因
子抽出を行った。 
 

3 性教育体制 

3-1  性教育全体計画、性教育のみの年間指導計画 

性教育全体計画と性教育のみの年間指導計画の

どちらも「ある」と答えた養護教諭は 21％（13 名）

であり、両方を持ち合わせている学校は少なかっ

た。逆に、どちらか一方をもっている学校が 43.5％
（27 名）と高い割合を示した。約 35％の学校が性

教育全体計画および性教育のみの年間指導計画を

持ち合わせていないことが明らかになった。 
3-2  性教育講演会 

性教育講演会の実施または実施予定があると答

えた養護教諭は、89.2％と高い割合を示した。これ

は、茨城県教育委員会は性教育に対する取り組み

が活発であり、それが影響したためと考えられる。

しかし、本研究の対象者である養護教諭の中には

定時制や通信制の高等学校に勤務している養護教

諭も含まれており、「全日制の高校には性教育講

演会の予算が組まれているのに、定時制の高校に

は組まれていない」という不満の声もあった。全

ての生徒が発達段階に合った性教育を受けられる

環境が大切であると考えられた。 
3-3  性教育の主な担当者（複数回答） 

性教育の主な担当者は、「保健体育教諭」が 53
名（82.8％）、「養護教諭」が 48 名（75％）、「家

庭科教諭」が 29 名（45.3％）であった。また、「そ
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の他」の 11 名（17.2％）のうち、「保健主事」が

6 名であった。直接教科に関係のない養護教諭が高

い割合を示したのは、養護教諭が個別指導や性教

育講演会の準備、企画等に従事しているためと考

えられた。 
3-4  性教育への関わり方（複数回答） 

養護教諭の性教育への関わり方は、「個別指導」

（54 名、83.1％）が最も高い割合を示した。次い

で、「授業科目以外の特別活動で保健指導」（12
名、18.5％）、「特に何も行っていない」（6 名、

9.2％）、「教科保健」（1 名、1.5％）、｢その他｣

（9 名、13.8％）であった。その他としては、「外

部講師を招いての講演会の企画、運営等の準備」

や『「ほけんだより」による全体への指導』など

であった。 
3-5  養護教諭が考える性教育に適した時期 

 性教育に最も適した時期は、「中学校」（48 名、

77.4％）、「高等学校」（40 名、64.5％）、「小学

校－高学年」（32 名、51.6％）の順に高い割合を

示し、先行研究とは異なる結果となった。 
 
4 フレームワークの構築 

4-1  キーワードの重要度 

各キーワードに対して「重要性が非常に高い」

と答えた養護教諭の割合は、「性感染症」（90.8％）、

「エイズ」（87.7％）、「性に関わる意志決定」

（86.2％）であった。さらに、平均値が高いキーワ

ードは、「性感染症」（2.908）、「エイズ」（2.877）、
「性に関わる意志決定」（2.862）、「避妊法」（2.815）、
「性意識の男女差」（2.754）、「性行動」（2.708）
であった。 
4-2 因子分析 

 さらに、各キーワードの関係性を検討するため

に因子分析を行った結果、20 個の成分（固有値 1.0
以上）が抽出された。その中で、重要度の平均値

が 2.0 以上を示したキーワードと抽出された成分

を照らし合わせた結果、「思春期」、「生殖機能」、

「受精・妊娠・出産」、「家族」、「避妊」、「性

感染症」、「エイズ」の項目群を見出した。各キ

ーワードの重要度の平均値から、養護教諭は「性

感染症」、「エイズ」、「性に関わる意志決定」、

「避妊」を重要視していることが明らかになった。

性感染症、エイズの感染者は特に若年層を中心に

増加しており、性行動が活発化している高校生を

対象として「性感染症」、「エイズ」、「避妊」

の指導を十分に行うことで、感染者の増加に歯止

めをかけ、さらには望まない妊娠による人工妊娠

中絶の減少につなげることができると考えられる。

そのためには、性感染症やエイズの教育を行う前

に、これらを理解するための基本的な知識を習得

させることが重要である。したがって、「思春期」、

「生殖機能」、「受精・妊娠・出産」、「家族」

は、「性感染症」、「エイズ」、「避妊」を理解

してもらう際に必要な知識や態度を習得するため

の基本的な項目群であると位置づけた。さらに、

思春期の精神的、身体的変化と個人差があること

を理解し、性に対するイメージを肯定的に捉える

意識をもたせる事が重要となってくる。そこで、

生徒に「思春期」、「生殖機能」、「受精・妊娠・

出産」、「家族」について理解してもらうために、

各発達段階に適切な性の知識を習得させ、性を肯

定的に捉える内容にすることを目的とした。その

後、「家族計画」の流れから「避妊」の重要性に

ついて理解を深めさせ、さらに、今回の調査結果

や先行研究の結果を踏まえ、性行動のリスクにあ

たる「性感染症」、「エイズ」に重点を置くこと

で、正しい意志決定、行動選択の方法を身に付け

る意識を付けさせることとした。また、平均値や

重要性は低いものの、性を広い視野から捉えられ

るように「性の多様性と人権」の項目群を作成し、

取り入れることにした。以上から、指導計画は「思

春期」、「生殖機能」、「受精・妊娠・出産」、

「家族」、「避妊」、「性感染症」、「エイズ」、

「性の多様性と人権」の順序となった（図 1）。 
4-3  「避妊」の指導例 

ここでは、「避妊」をピックアップし、簡単な

指導例を示した。「避妊」は望まない妊娠を避け

るとともに、各避妊法を組み合わせて使用するこ

とで性感染症の予防にもつながる。また、女性主

体の代表的な避妊法である低用量ピルに関する正

しい情報を提供すると同時に、ピルのみの避妊法

だけでは性感染症予防には無力であることも示し

た。さらに、避妊をしないで望まない妊娠をして

しまった結果が人工妊娠中絶であり、女性にとっ

て精神的、身体的に負担になることを提示するこ

ととした。ここで注意しなければならないのは、

避妊に対する正しい知識があっても、実際に実行

できなければ意味がないということである。した

がって、命に対する責任を実感させることで、男

女がともに、一生涯を生きる過程で重要となる性

の選択の際に、より確かな選択と自己決定ができ

る力を身に付けることが重要であることを示した。 
 
5 結語 

性教育では、現在と将来が繫がっている事を意

識するとともに、望ましい健康行動の意志決定と

行動選択の方法を身に付けることが必要である。

そのためには、学習指導要領で扱われる内容だけ

でなく、今後は一生涯を見据えたリプロダクティ

ブヘルス／ライツの概念を取り入れた教科横断型

の性教育を行うことが重要となるだろう。 
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図１ リプロダクティブヘルス／ライツの概念に  

基づいた性教育の流れ 


