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１．総論編 
・生命（いのち）の安全教育とは？ 

・性に関する指導の基本的な考え方は？ 

・性に関する目標及び指導内容？ 

・各教職員の役割は？ など詳しく記載 

２．実践編 
・幼稚園等、小学校、中学校（中等教育学

校前期課程）、高等学校（中等教育学校

後期課程）、特別支援学校の指導事例を

掲載！ 

手引きの構成 

人権 防犯 情報 性 
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はじめに 

 

インターネットを中心とした性に関する情報の氾濫など、子どもたちを取り

巻く社会環境は、近年大きく変化しており、子どもたちが性犯罪・性暴力の被

害者となる事件が増加しています。子どもたちが性犯罪・性暴力の被害に遭わ

ないためには、子どもたち自身が、性に関することを適切に理解し、有害な情

報を的確に判断し、行動できるようになることが大切です。そこで、学校にお

いては、性に関する課題と直面する子どもたちに、成長段階に応じて、正しい

知識や行動選択を身に付けさせる必要があります。 

こうした中、国は令和２年６月「性犯罪・性暴力対策強化の基本方針」を示

しました。この方針の中では、子どもを性被害の当事者にならないよう、生命

を大切にすることや、一人ひとりの人権を尊重する態度などを身につけていく

「生命（いのち）の安全教育」の推進が掲げられています。 

こうした状況を踏まえ、県教育委員会では、学習指導要領改訂の機会を捉え、

平成 16年に発行した「性教育指導の手引き（教師用）」を改訂することとしま

した。改訂にあたっては、専門家からのアドバイスを受け、現在の課題に対応

した内容を総論編と実践編とで構成し、総論編では、性に関する指導の基本的

な考え方や指導内容等を、実践編では、各校種段階別の指導事例を示していま

す。 

子どもたちが性犯罪・性暴力の当事者とならないようにするためには、生命

の尊さを学ぶとともに、性に関する問題の根底にある誤った認識や行動、影響

などを発達段階に応じて正しく理解し、各自が正しい行動選択を行えるように

することが必要です。各学校においては、性に関する指導の考え方や指導内容

を、全ての教職員が十分理解できるよう、本手引きを御活用いただくとともに、

家庭や地域とも連携を図りながら、性に関する指導の充実に努めていただくよ

うお願いします。 

 

 

 

令和４年３月 

神奈川県教育委員会 
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「性に関する指導の手引き」の改訂に当たって 

 

 改訂の趣旨  

近年、性情報の氾濫など、子どもたちを取り巻く社会環境が大きく変化してきており、子どもたちが性犯

罪被害に遭う機会が増加している。さらに生命、身体、財産等を侵害する重要犯罪も急増している。児童ポ

ルノ事件の検挙件数は年々増加し、SNS に起因する児童買春・児童ポルノ被害児童は令和元年度については

過去最多となり、SNS に起因する重要犯罪のうち、強制性交等、略取誘拐、強制わいせつは 5 年前と比べお

よそ 3 倍に増加している。また、2018 年には国連により女性に対する暴力が生まれる背景に女性の人権を

軽視する傾向があると指摘された。国内でも、内閣府世論調査（2019）によると、性別による固定的な役割

分担意識が存在しているとされている。さらに、若年層の人工妊娠中絶や性感染症の増加などの問題も生じ

ている。 

県教育委員会では、こうした課題に対応するとともに、国が令和２年６月に策定した「性犯罪・性暴力対

策の強化の方針」に基づき、子どもを性犯罪等の当事者にしないための安全教育を強化する方針を新たに示

していることを踏まえ、平成 16 年に発行した「性教育指導の手引き（教師用）」を改訂することとした。   

改訂に当たっては、現在及び将来にわたり子どもたちの安全・安心を守るためには、性被害・加害を防ぐ

ための年齢に応じた適切な教育・指導の充実を図るとともに、性被害・性暴力の背景にある性差別意識の解

消を図ることが重要であり、いかに社会が変化しようと児童・生徒等が、性に関して正しく理解し、

適切な行動を選択できるようにすることを今回の手引きの柱としている。 

 

 

「性に関する指導の手引き」の構成  

本手引きの構成は第１章「総論編」と第２章「実践編」の２章構成で作成した。 

 

第１章では、性に関する指導の基本的な考え方を示すとともに、発達段階に応じた性に関する指導の目標

及び指導内容や学習指導要領における性に関する指導の取扱いについてまとめ、学校における性に関する指

導計画及び各教職員の役割について示した。 

 

第２章では、幼稚園等、小学校、中学校（中等教育学校前期課程）、高等学校（中等教育学校後期課程）、特

別支援学校における指導事例を示した。なお、保健での指導以外にも生活科や家庭科、公民科、特別の教科 

道徳、特別活動等においても指導事例を示した。 

 

 

注）これ以降、本手引きでの中学校という表記には中等教育学校前期課程を、 

高等学校という表記には中等教育学校後期課程を含めます。  
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ここでは… 
１．生命（いのち）の安全教育 
２．性に関する指導の基本的な考え方 
３．学校における性に関する指導の目標 
４．発達段階に応じた性に関する指導の目標及び指導内容 

 ５．学習指導要領における性に関する指導の取扱い 
 ６．学校における性に関する指導計画 
 ７．各教職員の役割 

８．人権教育 
について記載しています。 
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１．生命（いのち）の安全教育 

１ 取組強化及び推進の経緯 

性犯罪・性暴⼒は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる⾏為であり、⼼⾝に⻑期にわたり重⼤な悪影響を及
ぼすことから、その根絶に向けた取組を強化していく必要がある。令和２年６⽉に政府の「性犯罪・性暴⼒
対策強化のための関係府省会議」において、「性犯罪・性暴⼒対策の強化の方針」が決定された。 

性犯罪・性暴⼒の根絶に向けて、誰もが、性犯罪・性暴⼒の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならない
よう、国は令和２年度から４年度までの３年間を、性犯罪・性暴⼒対策の「集中強化期間」として、教育・啓
発の強化等の実効性ある取組を進めてきた。 

本県においては、この方針を踏まえ、子どもたちが性暴⼒の加害者、被害者、傍観者にならないよう、学
校において「生命（いのち）の安全教育」を推進していく。 
 

２ 目標 
児童・生徒等が性暴⼒の加害者、被害者、傍観者にならないようにするために、生命の

尊さを学び、性暴⼒の根底にある誤った認識や⾏動、また、性暴⼒が及ぼす影響などを正
しく理解した上で、生命を⼤切にする考えや、⾃分や相⼿、⼀⼈ひとりを尊重する態度等
を、発達段階に応じて身に付ける。 

 
３ 概要 
•  発達の段階に応じた、「生命（いのち）を⼤切にする」「加害者にならない」「被害者にならない」「傍観

者にならない」ための教育を実施する。 
•  具体的には、生命の尊さを学び、性暴⼒の根底にある誤った認識や⾏動、また、性暴⼒が及ぼす影響な

どを正しく理解した上で、生命を⼤切にする考えや、⾃分や相⼿、⼀人ひとりを尊重する態度等を、発達
段階に応じて⾝に付けることを目指す。 

 
 ア 対象 
  幼児（就学前の教育・保育）、小学校、中学校、高校 

※ 特別支援教育では、障がいのある児童・生徒等の個々の障がいの状態や特性及び発達の状態等を踏
まえた指導を実施。 
 

 イ 実施方法 
   児童・生徒等の発達の段階や学校の状況を踏まえて、教材・指導の⼿引きを活用しつつ、生命の安全

教育を実施。このほか、学校教育活動全体で性暴⼒被害防⽌に向けた取組も実施。 
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４ 各段階におけるねらい 
以下について、発達段階に応じてできるようになっていく。 
 
幼児期におけるねらい 

・⾃分の体は⾃分だけのものであり、⼤切にすることができるようにする。 
・⾃分だけの⼤切なところ（「⽔着で隠れる部分」等）は、⾒せたり、触らせたりしてはいけない 
 ことを意識できるようにする。 
・⾃分の体を⾒られたり、触られたりして嫌な気持ちになったときの対応方法を⾝に付けられるよ  

うにする。 
・⾃分の体と同様に、相⼿の体も⼤切にすることができるようにする。 
・相⼿の⼤切なところを、⾒たり、触ったりしてはいけないことを意識できるようにする。 

 
小学校 低・中学年におけるねらい 

・⾃分の体も他の人の体も⼤切であることを理解できるようにする。 
・⾃分と他の人の⼤切なところ（「⽔着で隠れる部分」等）を理解できるようにするとともに、⼤切 

なところを守るルールを理解できるようにする。 
・⾃分の体を⾒られたり、触られたりして嫌な気持ちになる場⾯について考え、このような場⾯が 

起こったときの対応方法を⾝に付けることができるようにする。 
・⾃分と他の人を⼤切にする態度を養う。 

 
小学校 ⾼学年におけるねらい 

・⾃分と他の人の⼤切なところ（「⽔着で隠れる部分」等）を守るルールを理解できるようにする。 
・⼼と体には距離感があるという認識を⾝に付け、他の人の気持ちを尊重した意思決定と⾏動選択 

ができるようにする。 
・距離感が守られないときに取るべき⾏動を理解し、相談方法を⾝に付けることができるようにする。 
・SNS で⾒えない相⼿とつながることの危険について考え、安全な意思決定と⾏動選択ができるよ 

うにする。 
・お互いの気持ちを尊重し、よりよい人間関係を構築しようとする態度を養う。 

 
中学校におけるねらい 

・⼼と体には距離感があるという認識を⾝に付け、相⼿の気持ちを尊重した意思決定ができるよう 
にする。 

・距離感が守られないときに取るべき⾏動を理解し、相談方法を⾝に付けることができるようにする。 
・性暴⼒の例や背景を理解し、デート DV、SNS で⾒えない相⼿とつながることの危険性について 

考え、安全な意思決定ができるようにする。 
・お互いの気持ちを尊重し、よりよい（望ましい）人間関係を構築しようとする態度を養う。 
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⾼校におけるねらい 
・⼼と体には距離感があるという認識を⾝に付け、相⼿の気持ちを尊重した意思決定ができるよう 

にする。 
・距離感が守られないときに取るべき⾏動を理解し、相談方法を⾝に付けることができるようにする。 
・性暴⼒の例、背景、現状のデータを理解し、デート DV、SNS で⾒えない相⼿とつながること・ 

の危険性、セクシュアルハラスメント、JK ビジネスについて考え、安全な意思決定ができるよう 
にする。 

・⼆次被害の例や背景を理解し、被害者の気持ちを尊重して、⼆次被害が起きないための発⾔や⾏ 
動ができるようにする。 

・お互いの気持ちを尊重し、よりよい（望ましい）人間関係を構築しようとする態度を養う。 
 
⾼校（特に卒業直前の生徒）におけるねらい 

・性暴⼒が起こる背景や、現状のデータ、具体的な事例を通して、性暴⼒について正しく理解でき 
るようにする。 

・性暴⼒の被害に遭いそうになったとき、もしくは被害に遭ったときに取るべき⾏動を理解し、適 
切に対応できるようにする。 

・性暴⼒の加害者・傍観者にならないようにするために、性暴⼒は決して許されないものであるこ 
とを理解し、適切な意思決定ができるようにする。 

 
特別支援教育におけるねらい 

・⾃分と相⼿の⼤切なところ（「⽔着で隠れる部分」等）を守るルールを理解できる。 
・「じぶんのからだ」も「ほかのひとのからだ」も⼤切であることを理解し、安全な意思決定や、相 

⼿の気持ちを尊重した意思決定ができるようにする。 
・嫌な触られ方をしたときや、⾃分の⼼と体が守られていないと感じたときに取るべき⾏動を理解 

し、相談方法を⾝に付けることができる。 
※ ただし、知的発達の状態により習熟度は異なるため、指導者においては上記を参考に⼀⼈ひとり

の児童・生徒等に対する指導目標を検討することが必要である。 
 

５ 各段階における指導内容⼀覧   （出典︓生命の安全教育 指導の⼿引き〔⽂部科学省〕より） 
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６ 生命（いのち）の安全教育に関する教材 

• 各学校や地域の状況等に応じて適宜内容の加除、改変も可能。 
• 幼児向け教材は、プール等の生活の中の場⾯を捉えて、教材を切り分けて使用。 
• 中学生・高校生向け教材には、登場人物がどのように⾏動すればよかったのかを考えるワーク

も実施可能な事例を掲載。 
 
各段階の教材・指導の⼿引きは、以下のサイトよりダウンロードできます。 
⽂部科学省ホームページ︓「性犯罪・性暴⼒対策の強化について」 
（URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 
 
幼児期（スライド抜粋） 

 
 
 
 
 
 
 

小学校 低・中学年（スライド抜粋）  
 
 
 
 
 
 
 

小学校 ⾼学年（スライド抜粋）  
 
 
 
 
 
 
 
中学校（スライド抜粋）  
 
 
 
 
 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
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⾼等学校（スライド抜粋）  
 
  
 
 
 
 
 

⾼等学校 卒業直前、⼤学、⼀般 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考︓生命（いのち）の安全教育 保護者向け周知資料 
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７ 生命（いのち）の安全教育の推進に当たっての留意事項 
ア 教材「生命（いのち）の安全教育」の使用について 

本教材は、児童・生徒等の発達の段階や学校の状況を踏まえ、各学校の判断により、体育科や保健体育科、
特別活動を含む教育課程内外の様々な活動を通じて活用することが考えられる。なお、各教科等の授業の中
で本教材を使用する場合は、各教科等の目標や内容等を踏まえた上で、適切に使用するよう留意することが
必要である。 

また、指導に当たっては、教材の⼀部分を活用することも可能である（例︓プール指導時に該当部分を切
り出して説明、各教科等の授業において関連するスライドを活用等）。 

 
イ 児童・生徒等から相談を受けた場合の対応のポイント 
【事前準備・相談を受けた場合の対応方法】 
・授業後に、児童・生徒等が性暴⼒被害を受けたことや、受けていることを開示してきた場合の対応を事前

に検討しておく必要がある。 
・被害開示を受けた場合、児童・生徒等が安⼼して話せる場所で、最初の段階では「誰に何をされたか」を

聞き取り、最後に「話してくれてありがとう」と伝える。詳細については無理に聞き出さず、必要に応じ
て専⾨機関（警察、性犯罪・性暴⼒被害者のためのワンストップ支援センター、児童相談所等）と連携し
て対応する。また、家族や、学校の他教職員、専⾨機関にどこまで情報を共有してよいかについて、本人
に同意をとる。 

・聞き取りの際は、児童・生徒等が信頼できる複数の教職員（スクールカウンセラー含む）が対応すること
が望ましい。 

・聞き取りの際、「なぜ」「どうして」という圧⼒をかける⾔葉は避け、「どういうことで」に⾔い換える。（例︓
「どうしてそこに⾏ったの︖」ではなく、「どういうことがあって、そこに⾏くことになったの︖」等） 

・被害開示を受けた教職員が怒りや動揺を⾒せると、被害児童・生徒等はそれ以上話ができなくなってしま
うため、感情的な対応にならないよう留意する。 

・他の教職員に同じ話を聞かれて、被害体験を思い出させられることはトラウマ体験を深めることにつなが
り、被害児童・生徒等の話の内容や記憶が変化してしまう可能性もあるため、もう⼀度同じ話を聞くこと
は避ける。そのため、聞き取りを⾏う職員同⼠、情報交換を密に⾏うことが⼤切である。 

 
【被害児童・生徒等の⼼⾝の回復に向けた支援】 
・被害児童・生徒等は、⼼⾝に⼤きな傷を負い、寝られない・食べられない等の症状や様々なトラウマ反応

が現れることがある。教職員は、性暴⼒の被害者にそのような反応が起きることを理解した上で、被害児
童・生徒等に対して⾃然な反応であることを伝え、不安をやわらげることが⼼のケアにつながる。また、
スクールカウンセラーと連携して対応することが重要である。 

・被害児童・生徒等の様子を⾒守りつつ、保護者と定期的に連絡を取り、被害児童・生徒等の⼼⾝の回復に
向けて必要なことや保護者が望んでいることを、理解することが重要である。 

 
ウ 指導上の配慮事項 

指導に当たっては、各段階における指導上の留意点のほか、以下の点にも配慮する必要がある。 
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【家庭で性暴⼒被害等の経験がある児童・生徒等への対応】 
・家庭で被害経験（性暴⼒被害のみならず、⾝体的虐待や⼼理的虐待、ネグレクトの被害を含む）がある児

童・生徒等は、「⾃分の体も相⼿の体も⼤切」等の内容を理解、実践できない可能性がある。 
・当該の児童・生徒等については、家庭の養育環境を含む他の要因があることを考慮に入れて、児童相談所

等の専⾨機関と連携して対応することが重要である。 
 
【外国人児童・生徒等への配慮】 
・挨拶の際の⾏動や、⾝体的な距離感等の考え方が、⽂化によって異なる場合がある。外国人児童・生徒等

の⽂化的な背景に十分配慮し、外国人児童・生徒等の⾏動が他の児童・生徒等からの非難の対象となった
り、外国人児童・生徒等の⾃尊感情を低下させたりするようなことがないようにする必要がある。 

 
エ 保護者への対応（小学校以降） 
・お便り等を通じて保護者に対して、事前に授業のねらいや内容について伝え、授業後もその様子を伝える。 
・授業後に保護者から相談が寄せられた場合は、状況に応じて児童・生徒等への聞き取りや専⾨機関の紹介

を⾏う。 
・授業の保護者の参観については学校の判断とするが、参観を可能とすることも考えられる。 

※幼児教育及び特別支援教育における保護者への対応のポイントは、「指導の⼿引き（幼児期）」及び「指
導の⼿引き（特別支援教育）」を参照。 
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これまでの取組を土台に「生命（いのち）の安全教育」の視点を踏まえ、 
子どもを性暴⼒の加害者・被害者・傍観者にさせない教育の充実を図る。 

８ かながわの「生命（いのち）の安全教育」の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 

校 

等 

に 

お 

け 

る 

教 

育 

や 

啓 

発 

の 
内 
容 
の 

充 

実 

主な視点 
（本手引き内マーク） 

具体的例 指導事例・コラムの関係ページ 

人権教育の視点 

・相手が嫌ということはしない、嫌なことは嫌と言
う、デート DV 等 
・「STOP︕THE セクハラ デート DV」「人権教
育ハンドブック」「人権教育研修」「セクハラに係
るアンケート調査」等 

・小学校 ２年⽣（⽣活科）…………75 ページ 
・中学校 ２年⽣（技術・家庭科） …99 ページ 
・高等学校 １年⽣（家庭科）………117 ページ 
・高等学校 ２年⽣（保健体育科）…120 ページ 
・高等学校 ２年⽣（公⺠科）………128 ページ 
・高等学校 ３年⽣（倫理）…………133 ページ 
・コラム「ジェンダーと SDGｓについて」… 137 ページ 

防犯教育の視点 ・教科等横断的な教育課程編成による指導 
・⾃分の⾝を守る、不審者についていかない等 
・「学校における防犯教育指導資料」 

・小学校 １年⽣（⽣活科）…………69 ページ 
・小学校 ２年⽣（⽣活科）…………72 ページ 
・小学校 ５年⽣（体育科︓保健）…86 ページ 

情報教育の視点 
・教科等横断的な教育課程編成による指導 
・個人を特定される書き込みはしない、裸に近
い写真を送らない、⾃分の裸の写真を送る・送
らせる等 
・「携帯電話教室」 

・小学校 ３年⽣（道徳科）…………78 ページ 
・コラム「SNS による性被害に遭わせないために」 
                   …………92 ページ 
・中学校 １年⽣（保健体育科）……93 ページ 
・特別⽀援学校１年⽣【高等部（知的障がい）】 
 （保健体育科〔１段階〕）…………138 ページ 

性に関する教育
の視点 

・教科等横断的な教育課程編成による指導 
・体の発育・発達、妊娠や出産・性感染症など
の教科指導 
・各校での「いのちの授業」や「性感染症・エイズ
防止教室」 

・幼稚園 ４・５歳児……………………64 ページ 
・小学校 低学年（特別活動）……… 67 ページ 
・小学校 ４年⽣（体育科︓保健）… 81 ページ 
・小学校 ６年⽣（体育科︓保健）… 89 ページ 
・中学校 ３年⽣（保健体育科）……103 ページ 
・中学校（特別活動）……………… 108 ページ 
・コラム「性感染症予防について」……… 111ページ 
・高等学校 １年⽣（保健体育科）…112 ページ 

教
員
・
家
庭
へ
の
啓
発
等 

学校等で相談を受
ける体制の強化 

・スクールカウンセラーの活用、教育相談窓口の周知 等 
・「ストップ︕THE 学校⽣活でのセクハラ」 

わいせつ⾏為を⾏っ
た教員等の厳正な
処分 

・不祥事ゼロ運動、不祥事防止研修会、懲戒処分の指針、啓発資料作成 等 

社会全体への啓発 
・PTA 広報誌への掲載、保護者への働きかけ 
・人権学習のための参加体験型プログラム 等 「家庭教育ハンドブックすこやか」 
・「PTA 活動のためのハンドブック」 

【生命（いのち）の安全教育の目標】 

性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないようにするために、生命の尊さを学び、性暴力の根底に

ある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考

えや、自分や相手、一人ひとりを尊重する態度等を、発達段階に応じて身に付ける。 

人権 

防犯 

情報 

性 
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教育課程上の位置付けについては、各学校におい
て、ねらいを明確にした上で⾏うようにしましょう︕ 

〜外部講師を招いた「生命（いのち）の安全教育」実践事例〜 

実践事例 １ 
①活 動 名︓「こども防犯指導」 
②学習内容︓「誘拐等の犯罪に遭わないためのポイント」について学習する。 
③外部講師︓神奈川県くらし安全防災局 くらし安全交通課 課員 
④対  象︓保育園児 
⑤時 間 等︓約 45 分間 
⑥授業展開 

⑦成果と課題 
 ○成果 
 ・防犯指導終了後、園児が保育室に戻ってからも「誘拐されないための４つのお約束」を友達と共有

し合う姿が⾒られ、また、保護者にも伝えたとのことで、家庭でも防犯についての意識の向上が⾒
られた。 

 ●課題 
 ・この学習を、顔⾒知りになった後や、⾝近な人による犯罪被害からも⾝を守るための学習につなげ

る。 
実践事例 ２ 
①活 動 名︓「わたしのはじまりの授業」 
②学習内容︓受精から誕生まで、胎児の発育の仕方、家族からの愛 
③外部講師︓市町村教育委員会 指導主事 
④対  象︓小学２年生 
⑤時 間 等︓45 分間 
⑥授業展開 

⑦成果と課題 
 ○成果 
 ・いのちの継承や、家族からの愛に気付くよい機会となった。 
 ●課題 
 ・妊婦体験では、児童にしっかりと⺟親の気持ちになって考えさせることが⼤切である。 

導入 誘拐とは何か、誘拐されないためにはどうするかを学習する。 

展開 
「出かけるときには⾏き先を⾔う」「⼀人では遊ばない」「知らない人にはついていか
ない」「怖いときには⼤声を出して逃げる」という「誘拐されないための４つのお約
束」を軸に、ＤＶＤを視聴し、クイズやロールプレイを通じて学習する。 

まとめ 
「誘拐されないための４つのお約束」をおさらいし、誘拐等の犯罪に遭わないよう、
これからの生活の中で実践する。 

導入 受精から誕生までの説明を受け「へその緒」について学習する。 

展開 
妊婦体験として４キロほどのリュックサックを実際に背負い、⺟親の気持ちを実感 
する。 

まとめ 
⾃分が生まれて、どのように⼤きくなってきたのかを学習し、これからの生活に生か
す。 

性 

防犯 
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実践事例 ３ 
①活 動 名︓「⾃分を⼤切にすると⾔うこと」 
②学習内容︓性⾏動の責任（妊娠、性感染症について） 
③外部講師︓産婦人科 医師 
④対  象︓中学３年生 
⑤時 間 等︓50 分×２時間 
⑥授業展開 

⑦成果と課題 
 ○成果 
 ・専⾨的知⾒を有する産婦人科の医師の先生から、生徒の実態に合わせて分かりやすく説明をしてい

ただくことで、生徒はしっかりと話を聞き、⾃分事として考えることができていた。 
 ・具体物を用いた説明により、生徒にとってはイメージしやすく、理解を深めることができた。 
 ●課題 
 ・講師の先生との打合せがとても重要である。生徒にどこまで指導するのか、生徒の実態に合わせて、

しっかりと事前に確認しておくことが⼤切である。 
 
実践事例 ４ 
①活 動 名︓「携帯電話教室」 
②学習内容︓スマートフォンを中⼼に被害者や加害者にもならないためのポイントや、万⼀トラブルに

巻き込まれてしまった場合の対処法について学習する。 
③外部講師︓⺠間通信企業 担当者 
④対  象︓高校生 
⑤時 間 等︓50 分間 
⑥授業展開 

⑦成果と課題 
 ○成果 
 ・生徒にとって⾝近な問題を具体的な事例を基に考えることができた。 
 ●課題 
 ・生徒⾃⾝が⾃己の問題として捉え、今後の生活に生かしていくこと。 
 
 

導入 具体物を使って妊娠のしくみについての知識を得る。 

展開 
コップの液体を使って実験を⾏い、性感染症の広がり方を可視化して説明し、「⾃分
を⼤切にすること」について考える。 

まとめ これからの生活について考え、「⾃分を⼤切にすることについて」まとめを⾏う。 

導入 
スマートフォン、携帯電話はとても便利なものだが、使い方には注意が必要であるこ
とを説明する。 

展開 
いじめ、ネット依存、なりすまし等の問題についてアニメによる事例から、何が問題
だったかについて考える。 

まとめ 
トラブルにあった場合についての対応を知り、これからのスマートフォン等の使い
方について、どんなことに気をつけたらよいかについて考える。 

情報 

性 
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オ 相談機関 
児童・生徒等の状況に応じて、専⾨機関（警察、性犯罪・性暴⼒被害者のためのワンストップ支援センタ

ー、児童相談所等）と連携して対応することが望ましい。 

 
神奈川県ホームページより 

相談機関 機関概要 連絡先 
性犯罪被害相談電話 性犯罪の被害等の相談に対応。発信場所を管轄す

る都道府県警察の性犯罪被害相談電話につなが
る。 

♯8103 
（ハートさん） 

警察相談専用電話 近くの都道府県の警察本部等の総合窓口に直接つ
ながる。 

♯9110 
※最寄りの警察署でも対応 

性犯罪・性暴⼒被害者
のためのワンストップ
支援センター 

性犯罪・性暴⼒に関する相談について、関係機関と
連携し、産婦人科医療、相談・カウンセリング等の
⼼理的支援、捜査関係の支援、法的支援等を実施
（各センターによって支援内容は異なる）。 

♯8891 
（はやくワンストップ） 
※全国共通番号 
※最寄りのセンターにつなが
る 

児童相談所 子どもに関する家庭その他からの相談に対して、
子どもが有する問題や子どもの置かれた環境の状
況等に応じて、必要な支援を実施。 

189 
※最寄りの児童相談所につな
がる 

子どもの⼈権 110 番 
（法務局・地方法務局） 

子どもの人権問題に関する相談について、事案に
応じて関係機関と連携し、被害児童の保護を図る
などの措置を実施。 

0120-007-110 
※最寄りの法務局・地方法務
局につながる 

子どもの⼈権 SOS ミ
ニレター（法務局・地方
法務局） 

全国の小・中学校の児童・生徒等を対象に、相談専
用の便せん兼封筒である「子どもの人権 SOS ミ
ニレター」を配布し、子どもたちがミニレターに書
いて送付した悩みごとの相談に対応。 

最寄りの法務局・地方法務局 

⼥性の⼈権ホットライ
ン（法務局・地方法務
局） 

⼥性の人権問題に関する相談について、事案に応
じて関係機関と連携し、被害⼥性の保護を図るな
どの措置を実施。性的画像を含むインターネット 
上の人権侵害情報の削除などの相談にも対応。 

0570-070-810 
※最寄りの法務局・地方法務
局につながる 
※インターネットで相談可 

犯罪被害者支援ダイヤ
ル（日本司法支援セン
ター（法テラス）） 

被害に遭われた方やご家族の状況等に応じて適切
な法制度や相談窓口を紹介。 

0570-079714 
（なくことないよ） 
※IP 電話からは 
03-6745-5601 
※メール問合せも可 

相談機関 機関概要 連絡先 
かながわ性犯罪・性
暴⼒被害者ワンスト
ッ プ 支 援 セ ン タ ー
「かならいん」 

性犯罪・性暴⼒で悩んでいる。 
ホームページより（参考） 
かならいんでは、24 時間 365 日いつ
でも相談を受け付けている。あなたの
不安を解消するため、どうしたらよい
か⼀緒に考える。必要に応じて、医療
機関や警察署などへの付添いを⾏う。 

1.どなたでも 
045-322-7379 
＃7379(NTT 東日本の固定電話、公衆電話) 
毎日（24 時間）⾯接相談は予約制 
2.男性及び LGBTs 被害者のための専⾨相談
ダイヤル 
045-548-5666 
毎週火曜日 16 時から 20 時 
（祝日・年末年始を除く） 
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性犯罪 110 番 性犯罪・性暴⼒で悩んでいる。 
ホームページより（参考） 
性犯罪の被害で警察への届出を送っ
ている方に対し、警察官が電話相談を
受け付けている、 

0120-38-8103 
毎日（24 時間） 
日中は原則⼥性職員が相談に応じています。
夜間及び土曜、日曜、祝日は男性警察官が対
応します。緊急の場合は 110 番通報してくだ
さい。 

かながわ犯罪被害者
サポートステーショ
ン 

犯罪による被害にあい、悩んでいる。 
ホームページより（参考） 
犯罪被害にあわれた方や、その家族の
方々からの様々な相談に応じ、必要と
する情報や支援を総合的に提供する
ため「県」」「県警察」「NPO 法人神奈
川被害者支援センター」が⼀体となっ
て運営している。 

045-311-4727 
⽉曜から土曜（祝日・休日・年末年始を除く）
9 時から 17 時 
⾯接相談は予約制 

⼥性のための DV 相
談窓口 

配偶者やパートナーの暴⼒で悩んで
いる。 
ホームページより（参考） 
配偶者や恋人間の⾝体的暴⼒、性的暴
⼒、経済的な暴⼒（生活費を渡さない
など）に悩む方のため、相談員等の対
応による相談を⾏います。 
 

0466-26-5550 
⾯接相談は要予約 
⽉曜から⾦曜 9 時から 21 時 
土曜・日曜 9 時から 17 時 
（祝日を除く） 
（⾯接相談は 17 時まで） 
同性間でのご相談もお受けできます。 

⼥性への暴⼒相談 
週末ホットライン 

045-451-0740 
土曜・日曜 17 時から 21 時 
祝日 9 時から 21 時 

かながわ DV 相談
LINE 

LINE アプリのホーム画⾯の検索で、ID
「@kanagawa-dv」を検索して追加。もし
くは、 
⼆次元コードから→ 
 
 

多言語による相談窓
口（英語、中国語、韓
国・朝鮮語、スペイン
語、ポルトガル語、タ
ガログ語、タイ語） 

090-8002-2949 
⾯接相談は要予約 
⽉曜から土曜 10 時から 17 時 
⾯接相談は予約制（16 時まで） 

男性被害者相談窓口 配偶者や恋人など親しい関係にある
人からの⾝体的・性的・精神的・経済
的な暴⼒の悩み。 

0570-033-103 
⾯接相談は要予約 
⽉曜から⾦曜 9 時から 21 時 
（祝日を除く） 
同性間でのご相談もお受けできます。 

DV に悩む男性のた
めの相談窓口 

配偶者などへの暴⼒等の悩み 0570-783-744 
⽉曜・木曜 18 時から 21 時 
（祝日を除く） 

妊娠 SOS かながわ 予期しない妊娠等に関する悩みを抱
えた方のために電話・LINE による相
談や、直接会って話を伺うなどのアウ
トリーチを⾏っている。 

【電話】046-263-2720 
⽉曜・⽔曜・⾦曜(年末年始を除く) 
16 時から 19 時 
【LINE】（以下、友だち追加 URL) 
火曜・木曜・土曜(年末年始を除く) 
16 時から 21 時 
https://line.me/R/ti/p/%40862eiffd 

https://line.me/R/ti/p/%40862eiffd
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２．性に関する指導の基本的な考え方（中央教育審議会答申より） 

学校における性に関する指導は、教育課程において実施されることから、学習指導要領に基づいて⾏うこ
とが重要である。その指導は、児童・生徒等が性に関して正しく理解し、適切に⾏動を取れるようにするこ
とを目的に実施されており、体育科、保健体育科、特別活動をはじめとして、学校教育活動全体を通じて指
導することが⼤切であり、現在の性に関する指導の基本的な考え方は、平成 20 年１⽉の中央教育審議会答
申によるところが⼤きい。 

（⼼⾝の成⻑発達についての正しい理解） 

○ 学校教育においては、何よりも子どもたちの⼼⾝の調和的発達を重視する必要があり、そのためには、
子どもたちが⼼⾝の成⻑発達について正しく理解することが不可⽋である。しかし、近年、性情報の氾
濫など、子どもたちを取り巻く社会環境が⼤きく変化してきている。このため、特に、子どもたちが性
に関して適切に理解し、⾏動することができるようにすることが課題となっている。また、若年層のエ
イズ及び性感染症や人工妊娠中絶も問題となっている。 

 
○ このため、学校全体で共通理解を図りつつ、体育科、保健体育科などの関連する教科、特別活動等にお

いて、発達の段階を踏まえ、⼼⾝の発育・発達と健康、性感染症等の予防などに関する知識を確実に身
に付けること、生命の尊重や⾃己及び他者の個性を尊重するとともに、相⼿を思いやり、望ましい⼈間
関係を構築することなどを重視し、相互に関連づけて指導することが重要である。 

  また、家庭・地域との連携を推進し保護者や地域の理解を得ること、集団指導と個別指導の連携を密に
して効果的に⾏うことが重要である。 
 
この答申を踏まえつつ、平成 28 年 12 ⽉の中央教育審議会答申では、（健康・安全・食に関する資質・

能⼒）において学校における性に関する指導に関連して、次のことが示された。 
○ １．でも述べたように、とりわけ近年では、情報化社会の進展により、様々な健康情報や性・薬物等に

関する情報の入⼿が容易になるなど、子どもたちを取り巻く環境が⼤きく変化している。このため、子
どもたちが、健康情報や性に関する情報等を正しく選択して適切に⾏動できるようにするとともに、薬
物乱用防止等を徹底することが課題となっている。 

 
○ こうした課題を乗り越え、生涯にわたって健康で安全な生活や健全な食生活を送ることができるよう、

必要な情報を⾃ら収集し、適切な意思決定や⾏動選択を⾏うことができる⼒を子どもたち⼀⼈ひとりに
育むことが強く求められている。 

 
○ こうした健康・安全・食に関する資質・能⼒の具体的な内容は、別紙４（※下記参照）のとおり整理で

きる。これらを教科等横断的な視点で育むことができるよう、教科等間相互の連携を図っていくことが
重要である。学校保健計画や学校安全計画、食に関する指導の全体計画についても、資質・能⼒に関す
る整理を踏まえて作成・評価・改善し、地域や家庭とも連携・協働した実施体制を確保していくことが
重要である。 
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このように、性に関する指導については、健康教育の⼀環として、教科等横断的なテーマで議論された。
性に関する指導の目的や内容、指導体制等は、今回の改訂においても平成 20 年の中教審答申の内容が踏
襲されているが、資質・能⼒が新しく示された関係で、知識だけでなく思考⼒、判断⼒、表現⼒の内容も
示されたことに留意する必要がある。 

（出典︓「生きる⼒を育む」小学校保健教育の⼿引き〔発⾏ 平成 31 年３⽉〕） 
（出典︓「生きる⼒を育む」中学校保健教育の⼿引き〔発⾏ 令和２年３⽉〕） 
（出典︓「生きる⼒を育む」高等学校保健教育の⼿引き〔発⾏ 令和３年３⽉〕） 
 

 
※別紙４ 健康・安全・⾷に関わる資質・能⼒ 
○ 健康・安全・食に関する資質・能⼒を、「知識及び技能」、「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」、「学びに向かう

⼒・人間性等」の三つの柱に沿って整理すると、以下のようになると考えられる。 
 
（知識及び技能） 

様々な健康課題、⾃然災害や事件・事故等の危険性、健康・安全で安⼼な社会づくりの意義を理解し、
健康で安全な生活や健全な食生活を実現するために必要な知識や技能を⾝に付けていること。 

 
（思考⼒・判断⼒・表現⼒等） 
   ⾃らの健康や食、安全の状況を適切に評価するとともに、必要な情報を収集し、健康で安全な生活や健

全な食生活を実現するために何が必要かを考え、適切に意思決定し、⾏動するために必要な⼒を⾝に付け
ていること。 

 
（学びに向かう⼒・人間性等） 
   健康や食、安全に関する様々な課題に関⼼を持ち、主体的に、⾃他の健康で安全な生活や健全な食生活

を実現しようとしたり、健康・安全で安⼼な社会づくりに貢献しようとしたりする態度を⾝に付けている
こと。 

 
平成 28 年 12 ⽉ 21 日 中央教育審議会 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申） 

別紙４より 
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３．学校における性に関する指導の目標 

 
 

学校における性に関する指導は、児童・生徒等の⼈格の完成と豊かな⼈間形成を究極の
目的とし、⼈間の性を⼈格の基本的な部分として生理的側⾯、⼼理的側⾯、社会的側⾯な
どから総合的にとらえ、科学的知識を与えるとともに、児童・生徒等が生命尊重、⼈間尊
重、性別に関わらず誰もが平等であるという精神をもつことによって、⾃ら考え、判断
し、意思決定の能⼒を身に付け、望ましい⾏動を取れるようにすることである。 

 
 

学校における性に関する指導の目標 

１ ⾃⼰の性に対する認識を確かにさせる。 
  人間の生物学的性や⼼理的、社会的、⽂化的性について理解を深めさせ、⾃己の性に対する認識

をより確かにさせる必要がある。 
 
２ ⼈間尊重、性別に関わらず誰もが平等であるという精神に基づく豊かな⼈間関係を築くことがで

きるようにする。 
  低学年の段階から発達段階に応じて、人間尊重、性別に関わらず誰もが平等であるという精神の

徹底を図り、児童・生徒等が同性や異性との人間関係を築くことができるようにする必要がある。 
 
３ 家庭や様々な社会集団の⼀員として直⾯する性の諸問題を適切に判断し、対処する能⼒や資質を

育てる。 
  児童・生徒等に対して家族や社会の⼀員として必要な性に関する基礎的・基本的事項を習得さ

せ、直⾯する性の諸問題に対して適切な意思決定や⾏動選択ができる資質や能⼒を育てる必要があ
る。 

 
  以上のような性に関する指導の基本的な目標は相互の関連を確かめながら、児童・生徒等の発達

段階に応じて、学校種別や学年別の目標として具体化されなければならない。 
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４．発達段階に応じた性に関する目標及び指導内容 

 
学校において、性に関する指導を進める場合、子どもの発達の段階の特徴や性に関する発達課

題を明らかにし、その上で、学校における性に関する指導の目標を踏まえ、各学校の性に関する
指導の目標を設定し、指導内容を決定する必要がある。 
 

近年、子どもの⼼身の発育・発達の促進化や、子どもを取り巻く性に関する情報などの環境の
変化により、性に関する発達課題も変化し、また、個⼈差が⼀層⼤きくなっている。各学校にお
ける性に関する指導の目標の設定や指導内容の選択等に当たっては、このことにも十分配慮する
ことが⼤切である。 

 
 

幼稚園等における性に関する指導の目標及び指導内容  
 

１ 性に関する指導の目標 
幼児期は⾃我が芽生え、他者の存在を意識し、⾃己を抑制しようとする気持ちが生まれる時期であ

る。したがって、幼稚園等における性に関する指導の目標は、幼稚園教育の趣旨を生かすとともに、
総論編２にて示した学校教育における性に関する指導の目標に即して、次のように設定することがで
きる。 

 
ア ⾃分の誕生や性別による違いを正しく受け止めるとともに、生き物の誕生や成⻑にも気付き、生

命の尊さを感じとる。 
イ 性別によってそれぞれ違いがあるが、どの友だちも同じように⼤切であることを知り、友だちを

思いやる⼼情や態度を育て、将来の恋愛的⼈間関係の基礎を築く。 
ウ 家族は互いに役割を分担し、助け合って生活していることに気付き、パートナー同士をいたわり

合う⼼や、そのために⾃分の欲求を抑制しようとする⼼を育てる。 
 

２ 性に関する発達課題と指導内容 
幼児期は、⼤脳皮質が急速に組織化され、ほぼ完成に近づく重要な時期であるが、性に関する発達

の過程では未分化である。すなわち、最も⾝近な親子関係を中⼼とした家庭や幼稚園等という場の人
間関係を基本に、他人との関係を認識し、⾃我意識を育み、知的能⼒を高め、社会的⾏動⼒を⾝に付
けていく時期である。また、この時期の体験は原体験として、その後の人格の形成に⼤きく影響し、
人としての生き方を左右するともいわれている。 

幼児期の性に関する指導は、発達課題を的確に把握し、幼児理解を深め、適切な指導や支援を⾏う
必要がある。 
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ア 体の発育・発達に伴う性に関する指導内容 
⾝体計測、更⾐、排尿や排泄場⾯等の事象をとらえて男⼥の体の違いに気付かせ、性器の⼤切さを

知らせるとともに、排尿や排泄の習慣やエチケット、体や性器の清潔保持の習慣を⾝に付けさせる必
要がある。 

 
イ ⼼理的な発達に伴う性に関する指導内容 

⼤人になると、性器や体つきが変わることや⾃分も少しずつ成⻑していることを知らせる必要があ
る。また、動物や⾚ちゃんは⽗親・⺟親がいて生まれることに気付かせるとともに、⾃分の誕生の喜
びを感じさせることが⼤切であり、性別による「男の子らしさ」「⼥の子らしさ」などの決めつけをし
ないように、「⾃分らしさ」を発揮できるようにする。 

 
ウ 性別による⼈間関係から⾒た性に関する指導内容 

日常の保育を通して、みんな仲良く遊ぶにはルールや約束ごとを守り、我慢したり、助け合ったり
することが⼤切なことに気付かせることが重要となる。人間関係のトラブルに際しては、性別によっ
て体や⾏動の仕方に違いがあっても、それぞれ⼤切な存在であり、性別にかかわらず、仲良く助け合
うことが⼤切なことを知らせる必要がある。 

 
エ 社会的な⾯から⾒た性に関する指導内容 

家族は性別にかかわらず互いにできる仕事を分担し、助け合って生活していることに気付かせ、⾃
分も家族の⼀員として協⼒しようとする⼼情を育てることが⼤切である。 

また、周りの人の気持ちを考えて、嫌がることをしてはいけないことを知らせる必要がある。幼児
の⾔動をとらえ、テレビやマンガで⾒ることは現実ではないことに気付かせ、⾒たことを真似て、人
が嫌がることを⾔ったり、したりしてはいけないことを知らせる必要がある。 

さらに、最近の報道に⾒られるように、ベビーシッターや保育⼠など、本来子どもを保護すべき⽴
場の者による性的な犯罪が発生していることから、性被害から幼児を守ることが重要な課題となって
いる。このため、家庭や地域、関係諸機関と連携し、安全な環境の確保に努めるとともに、幼児に対
して、体には守るべき⼤切な部分（⽔着を着ると隠れる部分）があり、その部分を含めて⾃分の体を
⾒られたり、触られたりして嫌な気持ちになったときは、「いやだと⾔う」、「逃げる」、「安⼼できる⼤
人に相談する」などの具体的な対処法について知らせる必要がある。 
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小学校における性に関する指導の目標及び指導内容  

 

１ 性に関する指導の目標 
小学校教育は６年間という⻑い期間であり、生涯の中でも⼼⾝の発育・発達の変化の著しい時期で

ある。そのため、性に関する指導の目標も、学校教育における性に関する指導の目標を受け、発達の
段階ごとに示す必要がある。 
 
ア 生命の誕生及び⼼身の発育・発達における男⼥差や個⼈差に関する基礎的事項を理解するととも

に、⾃⼰の性を受容し、⾃分を⼤切にしようとする⼼情や態度を育てる。 
イ 男⼥には体の特徴や発達段階などに違いがあるが、互いに相⼿の⼈格を尊重し合うことが⼤切で

あることを知り、相⼿を思いやる⼼情や態度を育てる。 
ウ 家庭における役割は、性別にかかわらず分担し、互いに助け合うことが⼤切であることを知り、家

庭や社会の⼀員として適切な判断や意思決定ができる能⼒や態度を育てる。 
 

低学年における目標 
ア 男⼥の体の違いに気付くとともに、⾃分は⽗親・⺟親から生まれ、愛情と保護によって育てられた

ことを知り、⾃分を⼤切にしようとする気持ちを育てる。また、男⼥の性別による「男の子らしさ」
「⼥の子らしさ」などの決めつけをしないように、性別による「らしさ」と異なる友だちを差別し
たり、いじめたりしてはいけないという態度を育てる。 

イ 男⼥の体の違いがあるが、人間として共に⼤切な存在であることを知り、性別にかかわらず仲良
くしようとする態度を育てる。⾃分の体を⾒られたり、触られたりして嫌な気持ちになったときの
対処策を確認する。 

ウ 家族は互いに助け合って生活していることに気付き、家族の⼀員として協⼒していこうとする態
度を育てるとともに、体には守るべき⼤切な部分（⽔着を着ると隠れる部分）があり、家庭内であ
っても、⾃分だけの⼤切なところは⾒せたり、触らせたりしてはいけないこと、嫌な触られ方をし
たときには、「いやだと⾔う」、「逃げる」、「安⼼できる⼤人に相談する」ことを確認し、被害防⽌
と被害後の対応を⾝に付けさせる。 

 
 中学年における目標 
ア 体のつくりや働きを理解するとともに、男⼥の体の違いや発育・発達の特徴を知り、互いに尊重し

合う態度を育てる。 
イ 性別にかかわらず互いの違いや良さに気付き、互いに相⼿を尊重し、性別にかかわらず仲良く協

⼒する態度を育てる。⾃分の体を⾒られたり、触られたりして嫌な気持ちになったときの対処策を
確認する。 

ウ 家庭の機能について理解し、家庭における⾃分の役割を⾃覚して⾏動する態度を育てるとともに、
性別による役割分業の固定化を招かないように留意する。また、性情報を正しく受け⽌め、適切に
⾏動しようとする態度を育てる。さらに、体には守るべき⼤切な部分（⽔着を着ると隠れる部分）
があり、家庭内であっても、⾃分だけの⼤切なところは⾒せたり、触らせたりしてはいけないこ
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と、嫌な触られ方をしたときには、「いやだと⾔う」、「逃げる」、「安⼼できる⼤人に相談する」こ
とを確認し、被害防⽌と被害後の対応を⾝に付けさせる。 

 
 ⾼学年における目標 
ア ⼼⾝の発育・発達には性別や個人によって違いがあることを知るとともに、生命の連続性や人の

誕生について理解し、⾃他の生命を尊重する態度を育てる。 
イ 性的指向は人によって違いがあることを知り、互いを尊重し、よりよい友だち関係を築こうとす

る態度を育てる。⾃分と他の人の⼤切なところ（「⽔着で隠れる部分」等）を守るルールを理解で
きるようにする。 

ウ 家庭や社会における個人の役割について考え、固定的な性役割にとらわれず、性別にかかわらず
協⼒することの⼤切さを知るとともに、性情報や性被害、エイズに関することなどについて認識を
深め、健康で安全な生活を営む態度を育てる。また、⾃⾝の性別を生まれ持った体の性別とは異な
る性別として認識する人もおり、性⾃認の多様性について理解させる。 

 

２ 性に関する発達課題と指導内容 
  小学校段階は、性に関する発達が著しく、この時期の性の学習体験が将来の性意識や性⾏動に深く

影響を及ぼすと考えられる。そこで、各発達段階における性に関する発達の特徴や児童が直⾯する課
題を明らかにし、その課題を解決するためには次のような内容が考えられる。 

 
ア 体の発育・発達に伴う性に関する指導内容 

 ＜低学年＞ 
男⼥の体の違いに気付かせ、⾃分や相⼿を⼤切にしようとする⼼情や態度を育てることが⼤切であ

る。また、人間の体にはいろいろな器官があり、それぞれが⼤切な働きをもっていること、性器は⼤
切な器官であり、清潔にすることが⼤切であることを理解させる必要がある。また、男⼥の性別によ
る「男の子らしさ」「⼥の子らしさ」などの決めつけをしないことや、そういった「らしさ」と異なる
友だちがいることもあることを理解させる必要がある。 

 
 ＜中学年＞ 
  体の発育・発達の仕方や体つきには男⼥や個人によって違いがあることを知らせ、不安を解消する

必要がある。また、⼥子に対して初経に対する⼼構えや⽉経の⼿当の仕方を習得させるとともに、生
活上の配慮について理解させる必要がある。 

 
 ＜高学年＞ 
  思春期の体つきの変化や精通、⽉経の仕組みなどについて科学的に理解させる必要がある。また、

⼼⾝の発育・発達には性別や個人によって違いがあることを理解させ、⼼理的な安定を図ることも⼤
切である。特に、⼥子の場合は、初経への対応や⽉経の周期等、⽉経に関する不安の解消についてき
め細かく指導する必要がある。また、生殖可能な体になってくることに伴う妊娠のしやすさなどにつ
いては、児童の実態に合わせて、個別指導も含めて伝えることも考えられる。 
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男子については、６年生になると精通を経験する児童もおり、⼼理的に不安定になることもあるの
で個別指導が必要な場合もある。また、男⼥の性別による「男の子らしさ」「⼥の子らしさ」などの決
めつけをしないことや、そういった「らしさ」と異なる友だちに対して、いじめたり差別したりして
はいけないことを伝える。 

  なお、第⼆次性徴で夢精や⾃慰⾏為が始まる児童もいるので、「人前では⾏わない」「性器の清潔保
持」等の知識を個別指導も含めて伝えることも考えられる。 

 
イ ⼼理的な発達に伴う性に関する指導内容 

 ＜低学年＞ 
  動物の飼育や植物の栽培を通して生命の⼤切さを知らせるとともに、⾃分は⽗親・⺟親によって生

まれ、愛情と保護によって育てられてきたことに気付かせることが⼤切である。 
 
 ＜中学年＞ 
  家族や友だちとの関係を通して⾃己を⾒つめ、他人を思いやる⼼を育てることが⼤切である。また、

⾃分の良さや他人の良さに気付かせ、他人へのいたわりや思いやりの気持ちを育てるとともに、生命
の誕生について簡単に理解させ、⾃他の生命を⼤切にしようとする態度を育てる。 

 
 ＜高学年＞ 
  ⼆次性徴の発現や思春期における⼼の変化について理解を深めさせ、不安や悩みを解消させる必

要がある。また、男⼥の体の特徴や、受精から出生までの仕組みについて理解させ、⾃他の生命を
尊重する態度を育てることが⼤切である。 
 ⼼と体には距離感があるという認識を⾝に付け、他の人の気持ちを尊重した意思決定と⾏動選択
ができるようにする。距離感が守られないときに取るべき⾏動を理解し、相談方法を⾝に付けるこ
とができるようにする。 

 

ウ 性別による⼈間関係から⾒た性に関する指導内容 
 ＜低学年＞ 

性別にかかわらず互いに仲良くし、助け合い、⾃他を⼤切にしようとする態度を育てることが重要
である。このことは、将来の恋愛的人間関係の基礎を培う上で⼤切である。 

 
 ＜中学年＞ 
  性別にかかわらず相互に理解し合い、好ましい性意識を形成していくことが⼤切である。そのため、

この時期には、性別によって体や物事に対する感じ方や考え方に違いがあるが、人間として同じであ
ることを理解させ、性別にこだわらず、互いに理解し合い仲良く協⼒していこうとする態度を育てる
ことが重要である。 

 
 ＜高学年＞ 
  思春期になると恋愛感情を持ったり、特定の人と親しくしたいという気持ちが生まれたりすること

があることを知らせるとともに、人には感じ方や考え方に違いがあることを理解させ、多くの友だち
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とのかかわりの中で、相⼿の⽴場や気持ちを尊重しながら、よりよい友だち関係を築いていくことが
⼤切なことを理解させる必要がある。なお、恋愛感情は異性に対して抱くことが多いが、同性に対し
て抱くこともあり、それは尊重されるべきことであることを伝える。 

 
エ 社会的な⾯から⾒た性に関する指導内容 

 ＜低学年＞ 
  固定的な性役割に偏ることなく、家庭には様々な役割があり、家族が助け合って生活していること

を理解させるとともに、家族の中の⾃分の役割を知り、⾃分も家族の⼀員として役割を分担していこ
うとする態度を育てることが⼤切である。また、生活の場が広がり、⾏動範囲が拡⼤し、それに伴っ
て性被害に遭う機会も増⼤するため、性被害の防⽌についての指導が⼤切である。 

児童に誘拐や性被害があることを知らせ、それを避けるための基礎的な⾏動や態度を⾝に付けさせ
る必要がある。 

 
 ＜中学年＞ 
  様々な家庭の形や、家庭によって異なる家族の役割を理解し、⾃分の家庭における家族や⾃分の役

割について考え、⾃分も家族の⼀員としての役割を果たそうとする態度を⾝に付けさせることが⼤切
である。また、マンガやテレビ、インターネットに接続できる携帯型ゲーム機等から得る性情報など
の場⾯についても考えさせ、これらに対する懐疑的な⼼や態度を育てる必要がある。 

 
 ＜高学年＞ 
  性別の役割は固定的なものではないことを理解させるとともに、互いによさを認め合い、互いがで

きる仕事を分担し、協⼒して生活していく態度を⾝に付けさせることが⼤切である。また、性被害の
実態を知らせ、被害を避けるための態度や⾏動を⾝に付けさせる必要がある。何気ない⾔動が相⼿を
傷つけることを知らせるとともに、いじめや性差別に対する人権感覚の基礎を養うことが⼤切である。 

また、家庭と協⼒しながら性の商品化や人権について、適切に指導する必要がある。特に、人権に
関してはエイズに対する偏⾒・差別が依然として存在し、社会問題となっていることから、エイズと
いう病気のあらましを理解させ、エイズについて偏⾒や差別を持つことなく、正しい判断ができる能
⼒と態度を育てることが⼤切である。  

SNS で⾒えない相⼿とつながることの危険について考え、安全な意思決定と⾏動選択ができるよう
にする。 
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中学校における性に関する指導の目標及び指導内容  

 

１ 性に関する指導の目標 
中学校段階は、⼼⾝の変化が最も激しく現れる時期であり、人格形成において⼀生の中でも重要な

位置を占める時期である。この時期にいかに⾃己を受けとめるか、生きていく上でどのような⾏動の
指針を形成するかは、⾃己の生涯に⼤きな影響を与えることになる。そして、⾃己をどのように受け
とめるか、どのような価値観を持つかということは、⾔い換えれば、男性として⼜は⼥性としての⾃
己や他者をどのように理解するかによって⼤きく左右される。 

このような中学校段階の特性を踏まえ、総論編２で示した学校教育における性に関する指導の目標
に即して、中学校の性に関する指導の目標を次のように設定することができる。 

 
ア ⼼身の発育・発達や変化など⼈間の性の成熟について科学的に理解するとともに、発達途上にあ

る⾃⼰の性を受容し、⾃他を⼤切にしようとする⼼情や態度を育てる。 
イ 性別による⼼身の特質を基に互いに相⼿を理解し、⼈格を尊重する⼼情や態度を育てる。また、望

ましい⼈間関係を築いていくため、より適切な意思決定に基づく⾏動選択ができる能⼒や態度を
育てる。 

ウ 性別にかかわらず⼈の生き方は多様であることを理解し、家庭や社会における期待される役割や
⾃⼰の将来の生き方について考えるとともに、社会における性的な事象を⾒つめて、家庭や社会の
⼀員として適切な判断や意思決定、⾏動選択ができる能⼒や態度を育てる。 

 

２ 性に関する発達課題と指導内容 
  中学校段階は、⾝体の発達が著しく、それに伴い性的な成熟が完成に向かう時期である。また、⼼

理的にも⼤きな変化が現れる。⾃我に目覚め、恋愛や性⾏動への関⼼が高まるとともに、社会に目を
向ける時期である。 

  このため、不安や悩み、葛藤が生じる時期である。したがって、⾃己の体の発育・発達や性的成熟
への適応のための支援、社会の形成者としての適切な⾏動選択の能⼒を高めるための支援は、この時
期において極めて重要である。 

  そこで、⾃⾝の性的指向や性⾃認を確認していくことを通して⾃己の存在を肯定的に受けとめ、⾃
分らしさを形成していくこと、賢明な意思決定や⾏動選択の能⼒を高めていくこと、社会に適応する
ための適切な価値観を形成し、適応のための表現⼒を⾝に付けることなどが、支援の視点として考え
られる。 

  とりわけ、中学校段階以降は、⾃己の進路や人生の展望が現実の課題となる時期である。また、体
の発育・発達とともに性衝動が発現し、性⾏動が活発化する時期でもある。このような時期に⾃己を
肯定的に受けとめ、性に関する価値観、例えば他者との性⾏動に関しては相⼿の同意を得ることの重
要性といった⾏動規範や性交・避妊等を含む生殖と性に関する健康と⾃己決定権の尊重などの人権意
識等をどのように形成するかは、重要な発達課題の⼀つである。 
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  つまり、中学校段階以前には、家族や友だち、インターネット情報等の影響を受けつつ、それぞれ
の人間観や人生観の基礎が形成されてきたが、それを⾃己の現実的な問題として再構築する時期が中
学校段階であるといえる。 

  したがって、この時期に⾃己のあるべき姿を深く追求していくことは、⼀人ひとりの豊かな人格の
形成に⼤きな意味を持つものである。生徒⼀人ひとりが、社会の⼀員としての責任ある⾏動を⾃己に
課し、役割を遂⾏しようとする態度を確⽴するとともに、⾏動を選択するに当たっての規準となる適
切な価値観や倫理観を⾝に付けていくことが、この時期の重要な課題であるといえる。 

  さらに、こういった課題を解決していくためには、いかに他人と協調しつつ、⾃己の価値観に即し
た生き方をしていくかという実践的な能⼒と態度の獲得が必要となる。この場合、性別の視点から⾒
た⾃己像及び異性像の中に、固定化された性別役割分業意識や男尊⼥卑といった偏⾒や差別観を排す
る人間尊重の精神が貫かれていることが、特に重要である。 

  また、この時期には、⾃己の性⾏動に関して、社会的な⾵潮に流されたり、周囲の仲間の⾏動の模
倣に⾛ったりすることなく、適切な情報を⾃ら選択し、⾃律的に⾏動できる⼒を獲得することが求め
られる。 

  このように、人間の性にかかわる幅広い学習を通して、⾃己の性にかかわる適切な価値観や⾏動規
範を確⽴し、人としての在り方、生き方について⾃己の考えを深めていくことが、この時期の重要な
発達課題である。 

  このような中学校段階の性に関する発達課題を的確に把握し、思春期への理解を深め、以下の内容
について適切な指導や支援を⾏う必要がある。 

 
ア 体の発育・発達に伴う性に関する指導内容 

 （ア）⼆次性徴について 
人は思春期になると成人の体へ変化していく。その男⼥の体の発育・発達には男⼥や個人によ

って違いがあることを理解させ、不安や悩みを克服させる。なお、男⼥の体の発育・発達には違
いがあって当然であり、他人を⽐較して差別的な⾔動をしたり、優劣を感じて⾃ら悩んだりする
必要はないことを明確に伝える。また、⼆次性徴の発現は⼼理的な問題に深く関係していること
から、人間関係における配慮も必要であることを理解させる。 

 
 （イ）⽉経・射精について 

中学生になるとほとんどの生徒が初経・精通を経験する。そこで、この時期に⾃己の性のみで
はなく異性についても、その生殖機能と発達の仕組みについて理解させる。それが、⾃他ともに
尊重するという人間観の基盤を築く基礎的な情報となる。また、性衝動にかかわる悩みの解消や
克服を図る必要がある。 

なお、「⽉経」については、PMS（⽉経前症候群）なども含めて、⼥性の体に起こることを男子
生徒にも理解できるように科学的に伝える。 

  
 （ウ）生殖の仕組みと生命誕生について 

生殖の仕組みと生命誕生の経過を理解することにより、⾃他の生命を尊重する態度を育てると
ともに、性⾏動についての理解を深める。なお、性⾏動については、男⼥の人間関係の問題であ
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るので、⽉経、射精、性衝動及び生命誕生の理解を深めた上で、男⼥の人間関係の題材で扱うの
が妥当である。 

また、避妊の方法や性感染症の予防については、コンドームやピルといった⼿段についての情
報を適切に提供することも考えられる。 

 
イ ⼼理的な発達に伴う性に関する指導内容 

 （ア）思春期の⼼理的特徴について 
中学校段階は、⾃我の目覚めとともに、⼼理的離乳へ向かう多様な⼼理的変化が⾒られる。保

護者や教師への反抗、承認欲求、⾃己顕示欲、⾃信と不安の輻輳
ふ く そ う

した感情、理想と現実の中での
葛藤、仲間との強い連帯感、⾃己の容姿へのこだわりや恋愛への関⼼など感情の起伏が激しく、
⼼理的安定を図る必要がある。 

⼼と体には距離感があるという認識を⾝に付け、相⼿の気持ちを尊重した意思決定ができるよ
うにする。距離感が守られないときに取るべき⾏動を理解し、相談方法を⾝に付けることができ
るようにする。 

なお、⼼理的な悩みを⾝近な人には相談できず、SNS 上で打ち明ける⾏為はよく⾒られるが、
それに付け込んだ者から「グルーミング」（てなづける）の標的にされ、性的な画像の送信要求や
それに基づく脅迫、呼び出し、性⾏為の強要といった犯罪の被害に巻き込まれるケースが後を絶
たない。インターネット上ではなく現実の人への相談が難しい場合でも、不特定多数の人が⾒る
SNS 上へのつぶやきではなく、相談できる安全な⺠間団体や相談窓口を紹介するなど、予防策を
講じることが必要である。 

 
 （イ）性にかかわる不安や葛藤について 

中学校段階は、⼼理的に不安定な状態になりがちである。よって、性に関する不安や悩みへの
対処や克服のための支援や相談活動が必要となる。 

 
 （ウ）性衝動と性⾏動について 

中学校段階は性的成熟に伴い、性衝動による異性への関⼼や接近欲が高まることを知らせ、性
に対する健康で肯定的な概念形成や社会的に適応する適切な性⾏動等について、理解を深めさせ
る必要がある。 

 
ウ 性別による⼈間関係から⾒た性に関する指導内容 

 （ア）多様な人間関係について 
人間関係は、その成り⽴ちによって多様であることに気付かせる。人の⼀生においては、友人、

恋人、サークルやクラブの仲間、職場の同僚、地域の人々など様々な人間関係があることを理解
させる。そして、それぞれにおいて豊かな人間関係を築くためには、人間尊重・誰もが平等であ
ることを基盤とした関係が重要であることに気付かせる。また、性役割における性差別等の学習
と関連させて、人間関係は相⼿との間柄やその時の状況によって様々な在り方が考えられること
を理解させる。 
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 （イ）特定の人物との関係ついて 
恋愛関係には過程があり、その過程において、互いの人格を尊重し、相互理解を深めていくこ

とが⼤切であることを気付かせる。また、そのためには、人の愛情の表現や感じ方は、相⼿との
関係や⾃己の置かれた状況によって多様であることを知らせ、⾃分勝⼿な考えや感情から相⼿に
いやな思いをさせたり、困らせたりしないことが⼤切であり、エチケットやマナーが必要なこと
を理解させる。 

性暴⼒の例や背景を理解し、デート DV、SNS で⾒えない相⼿とつながることの危険性につい
て考え、安全な意思決定ができるようにする。 

お互いの気持ちを尊重し、よりよい（望ましい）人間関係を構築しようとする態度を養う。 
 

 （ウ）性⾏動について 
人間の性⾏動が多様であることを知らせ、そこには⼼の働きが深く関わっていることを理解さ

せる。 
なお、性⾏動においては、⾏為の結果について正しい理解を促し、結果に伴う責任について

も認識させる。性⾏動における相⼿の同意を得ることの重要性、性交や避妊に関しては、個々
人が⾃ら決定権を持ち、尊重すべきものであり、真に同意が得られない場合は性交するべきで
はない、という⾏動規範や⾃らの尊厳を守ることの重要性も理解させる。 

 
エ 社会的な⾯から⾒た性に関する指導内容 

 （ア）性役割について 
旧来の固定的性役割観が今もなお、男性観、⼥性観、家庭観、職業観、人間関係等に影響を与

えている場合があるが、このような価値観は個人の選択の⾃由を狭める⼀⾯があるため、これに
とらわれることなく人生を切り開いていくことの重要性を理解させる。 

男⼥の人間関係の歴史的経緯について考えさせるとともに、家庭や学校生活における旧来の固
定的な男⼥の役割など⾝近な生活の場から⾒直し、広く社会にまで目を向けさせ、社会的視野を
育て、社会における⾃分の役割や将来の生き方について性別にとらわれない考え方を⾝に付けさ
せ、生涯にわたってよりよく生きていく上での基礎を築かせる。 

 
 （イ）性の情報環境について 

中学校段階ともなると、性についての生理学的な知識のみならず、性⾏動や避妊等についてか
なり具体的な知識を持っている。しかし、その情報はインターネットや友だち等から得たものが
多く、そこには誤った情報も多いと考えられる。 

また、この時期は性感染症としてのエイズに関する知識や理解について必ずしも正確ではない
ことから、エイズ患者等に対する偏⾒や差別につながっている場合がある。さらに、中学生は、
インターネットや SNS などで、誇張された性情報に触れる機会が多く、性別による⾃己認識や
恋愛観に歪みを生じる恐れがある。その結果、人間の性や相⼿との関係について誤ったとらえ方
をすることも考えられる。 

このように、中学生の性⼼理や性⾏動、性に関する価値観の形成等にインターネットからの情
報や社会の世相の与える影響は極めて⼤きい。 
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そこで、インターネットの性情報には営利目的の興味本位の内容が含まれていることを理解し、
相⼿の同意を得ずに⾏う性的⾏為が肯定的に描かれているものはフィクション（虚構）であって、
真似たり⼿本としたりしてはならないという適切な認識を与えるなど、情報に対する賢明な選択
能⼒と人間の性への正しい認識を深めさせることが⼤切である。 

 
 （ウ）性的な問題⾏動や被害の防⽌について 

中学校段階は性的成熟が豊かで、最近は性的対象として性被害に合うことが多くみられる。ま
た、多様な性情報に刺激されて性加害者となることもあり、性被害、性加害の防⽌について扱う
必要がある。 

特に、オンラインによる性的画像の送信要求は、近年新たに犯罪⾏為として罰則の対象となっ
ており、（交際中を含め）どのような関係であっても要求すること⾃体が犯罪に当たるという法的
な知識を与える必要がある。あわせて、そのような要求を受けた場合は、その時点で犯罪の被害
として迷わず相談するよう促す必要がある。 

また、性⾵俗産業に接近することや、いわゆる援助交際や売春など、不特定多数の者と性的⾏
為を重ねることは、性犯罪の被害や望まない妊娠、性感染症への罹患に繋がりかねない危険な⾏
為である。⼀方、「児童買春」は法的にも倫理的にも許されないことであり、この対象となること
は性的搾取の被害者となることでもある。⾏為の危険性と生徒の被害者性を理解させる必要があ
る。また、これらの⾏動の背景には、家庭の困窮や親子関係の不調、児童虐待といった家庭の問
題が存在し、問題⾏動⾃体が「SOS」である可能性も高い。そのことに気づき、傾聴し、適切な
支援に結び付けることが⼤切である。 
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⾼等学校における性に関する指導の目標及び指導内容  

 

１ 性に関する指導の目標 
高校段階は、体の発育・発達には個人や男⼥によって違いがみられるが、高校生の後期にはほぼ成

人と変わらなくなり、性機能も成熟して、⼼理的な発達も著しくなる。⾃分の生き方や社会とのかか
わり方について真剣に考え始めるのもこの時期であり、⾃分を知り、主体的な判断や⾏動ができるよ
うになることが重要である。 

  また、性的同意を得ることの重要性、妊娠・避妊・出産・人工妊娠中絶、性感染症予防、不妊、と
いった性と生殖の健康や権利に関する情報を的確に伝え、選択肢があることを示し、これを実現する
権利が個人にはあること、これらの意思決定は性的な尊厳を守るために尊重されるべきものであるこ
とを伝える。なお、指導者はパートナーと⾏う健康で幸福な性的⾏動には相⼿の同意が不可⽋である
こと、性交は高度なコミュニケーションであり、相⼿の同意を誤りなく認識し、⾃分の同意（不同意）
を的確に伝えるスキルの重要性、性に関わる意思決定には法的責任が伴うことなども踏まえて指導す
る。 

このような高校段階の特性を踏まえ、総論編２で示した学校教育における性に関する指導の目標に
即し、高等学校における性に関する指導の目標を次のように設定することができる。 
 
ア ⼼身の発育・発達や変化など⼈間の性の成熟について理解を深めるとともに、それらを科学的・総

合的に理解し、⾃他の性に対する認識を深め、⼈間としてより適切な⾏動を選択しようとする態度
を育てる。 

イ 性別による⼼身の特質と⼈間としての平等性について認識を深め、互いに⼈格を尊重する⼼情や
態度を育てる。また、将来を⾒通して、望ましい⼈間関係を築いていくため、より適切な意思決定
に基づく⾏動選択の能⼒や態度を育てる。 

ウ 社会における⾃⼰の役割と責任について⾃覚を促すとともに、将来の生き方について⾃分の考え
を確⽴する。また、性の⽂化や社会的な意味を理解するとともに、誰もが平等であること、⼈間尊
重の精神を基盤とする性の望ましい価値観を確⽴し、適切な意思決定や⾏動選択ができる能⼒や
態度を育てる。 

 

２ 性に関する発達課題と指導内容 
  高校段階になると、体の発育・発達や性的な成熟度はほぼ完成に近づくが、発育の仕方や発達の程

度には男⼥や個人によって違いがみられる。したがって、これに伴う不安や悩みを解消できるように
支援することが必要である。特に、性衝動については、⾝体的な⾯からだけではなく、社会的な性の
⾵潮による影響も考えられるので、⾃分の成⻑の過程を理解するとともに、状況を適切に⾒極める判
断⼒が必要になる。 
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ア 体の発育・発達に伴う性に関する指導内容 
体の発育・発達について科学的に理解させるとともに、個人差があることを十分に認識させる必要

がある。 
 
イ ⼼理的な発達に伴う性に関する指導内容 

  ⾃分や異性の成⻑の過程をよく知り、性別による生理的、⼼理的な違いを理解するとともに、各⾃
が性への価値観を確⽴できるよう指導する必要がある。あわせて、⼀人の人間としての在り方、生き
方を重視した指導も必要である。 

人に⾔えない悩みを SNS 上でつぶやくことにより「グルーミング」（てなづける）の標的にされ、
性的な画像の送信要求などの犯罪の被害に巻き込まれるケースが後を絶たない。安全な⺠間団体や相
談窓口を紹介するなど、予防策を講じることが必要である。 

⼼と体には距離感があるという認識を⾝に付け、相⼿の気持ちを尊重した意思決定ができるように
する。距離感が守られないときに取るべき⾏動を理解し、相談方法を⾝に付けることができるように
する。 
 
ウ 性別による⼈間関係から⾒た性に関する指導内容 

  恋愛的人間関係の在り方を考えるには、性別による相互理解が⼤切である。性別による生理的、⼼
理的な違いについて正しく理解させ、互いの人格を尊重し合わなければならないことを認識させる必
要がある。⾃分にとって性をどう受け⽌めるかが、その後の生き方や⾏動形式を左右していくことか
ら、互いに恋愛相⼿の人格を尊重し、思いやりのある態度がもてるように指導する必要がある。 

また、好ましい人間関係を築く上で、人間尊重や性別に関わらず誰もが平等であるという精神に基
づき固定的な性役割や性観念にとらわれないことも⼤切である。特に、高校段階には、恋愛感情が芽
生えて、単なる仲間というだけではなく、特定の人物と親しくなりたいという欲求が高まることがあ
る。このため、恋愛を育むには多くの過程があり、その過程が⼤切であることを理解させる必要があ
る。互いの⽴場や考えを尊重し合い、⾃分の意思を相⼿にはっきりと伝えられる⾃⽴した関係を育て
るとともに、性⾏動に対する賢明な意思決定や⾏動選択の能⼒や態度を⾝に付けさせることが重要で
ある。 

 
エ 社会的な⾯から⾒た性に関する指導内容 

近い将来、社会を担う⼀員として、結婚や次の世代を育てる場である家庭について、従来の固定的
な性役割観にとらわれることなく、パートナーの個性を理解し、人格を尊重する関係を築くことが⼤
切なことを理解させ、⾃分なりの結婚観や家庭観がもてるようにさせることが重要である。 

性と人権に関しては、人間尊重、性別にかかわらず誰もが平等であるという精神が、性にとどまら
ず、社会生活を送る上での基礎・基本であるという認識を徹底させる必要がある。 

また、セクシャル・ハラスメントなど、⾃分に意識がなくても相⼿が不快に感じれば、性の差別や
偏⾒になるということも理解させておくことが⼤切である。エイズに関しては、誤った知識や情報に
よって、エイズ患者に対する不当な偏⾒や差別が起きている現状を認識させる必要がある。エイズの
歴史的な背景や現状について認識させるとともに、感染経路や予防について正しく理解させることが
⼤切である。 
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現代は、性に関する観念やモラル、価値観が変化し、多様化している状況にあるが、インターネッ
ト上の性情報には営利目的の興味本位の内容が含まれていることを理解し、相⼿の同意を得ずに⾏う
性的⾏為が肯定的に描かれているものはフィクション（虚構）であることを認識させるなど、性情報
を適切に⾒極め、性に関する様々な社会事象に主体的な判断ができる能⼒や態度を⾝に付ける指導が
必要である。特に、オンラインによる性的画像の送信要求は、近年新たに犯罪⾏為として罰則の対象
となっており、（交際中を含め）どのような関係であっても要求すること⾃体が犯罪に当たるという
法的な知識を与える必要がある。あわせて、そのような要求を受けた場合は、その時点で犯罪の被害
として迷わず相談するよう促す必要がある。 

また、性⾵俗産業に接近することや、いわゆる援助交際や売春など、不特定多数の者と性的⾏為を
重ねることは、性犯罪の被害や望まない妊娠、性感染症への罹患に繋がりかねない危険な⾏為である。
⼀方、「児童買春」は法的にも倫理的にも許されないことであり、この対象となることは性的搾取の被
害者となることでもある。⾏為の危険性と生徒の被害者性を理解させる必要がある。また、これらの
⾏動の背景には、家庭の困窮や親子関係の不調、児童虐待といった家庭の問題が存在し、問題⾏動⾃
体が「SOS」である可能性も高い。そのことに気づき、傾聴し、適切な支援に結び付けることが⼤切
である。 

性暴⼒の例、背景、現状のデータを理解し、デート DV、SNS で⾒えない相⼿とつながることの危
険性、セクシュアルハラスメント、JK ビジネスについて考え、安全な意思決定ができるようにする。
⼆次被害の例や背景を理解し、被害者の気持ちを尊重して、⼆次被害が起きないための発⾔や⾏動が
できるようにする。 
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障がいのある児童・生徒等に対する性に関する指導の目標及び指導内容

  
１ 性に関する指導の目標 

障がいの有無に関わらず、性に関する指導の目標は同じである。しかし、その障がいの状態や程度
に応じて、障がいを克服し、共に生きる社会の⼀員としての⾃覚を高め、社会的⾃⽴を促すようにす
ることが⼤切である。このため、障がいのある児童・生徒等に対する性に関する指導の目標は障がい
の種別や状態に応じて設定する必要がある。 

なお、障がいの態様に関わらず、抵抗⼒や意思疎通において脆弱な部分があるため、どの学齢期で
あっても、体には守るべき⼤切な部分（⽔着を着ると隠れる部分）があり、家庭内外を問わず、⾃分
だけの⼤切なところは⾒せたり、触らせたりしてはいけないこと、嫌な触られ方をしたときには、「い
やだと⾔う」、「逃げる」、「安⼼できる⼤人に相談する」ことを確認し、被害防⽌と被害後の対応を⾝
に付けさせることが⼤切である。 

 

２ 性に関する発達課題と指導内容 
  性に関する発達課題は、基本的には障がいの有無に関わらず同様である。したがって、指導内容も

他の学校種に準じたものになるが、障がいの状態によっては、⾝の周りのこと等を⾃分で⾏うことが
困難であったり、判断⼒が十分に育っていなかったりすることなどから、⾃分の⼒を発揮できない児
童・生徒等もいる。障がいのある児童・生徒等に対する性に関する指導は、障がいの状態や特性及び
学校の実態に即して、各教科、特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習（探究）の時間、さらには
⾃⽴活動等の日常活動にも組み入れ、個に応じた課題が達成できるようにする必要がある。また、障
がいの種別によっては、コミュニケーションの⼿段や情報の伝達方法に工夫が必要である。加えて、
教材や教具についても障がいの種別や程度に応じて、十分に配慮する必要がある。 

 
ア ⼼身の発育・発達に伴う性に関する指導内容 

知的発達に障がいのある場合には、⾃他の性の認識が難しかったり、⾝辺⾃⽴の⾯で課題があった
りすることがある。そのことから、性について強い関⼼をもっているのではないかと誤解されたり、
性的な被害者になったりすることがある。 

これらのことを踏まえて、各学校種における指導内容を基本に、児童・生徒等の障がいの状態に応
じて指導内容を選択することが必要である。 

 
イ 性別による⼈間関係から⾒た性に関する指導内容 

各学校種の指導内容に基づいて指導を進めることとなるが、障がいの状態によって、⾃己表現がう
まくいかず、相⼿に誤解を与えたり、不適切な⾏動をとったりする児童・生徒等がみられるので指導
に当たっては配慮する必要がある。 
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ウ 社会的な⾯から⾒た性に関する指導内容 
障がいのある児童・生徒等は発達段階や障がいの程度に応じて、将来にわたって⾃己実現が図れる

よう、性別による役割や責任、生き方などについて考え、互いに尊重し合い、認め合う⼼情や態度を
育てることが⼤切である。 

  なお、障がいがあることによって、意思表示の難しさや相⼿の意図を理解することの難しさが存在
するため、性暴⼒の被害者として狙われる可能性は高いと考えられる。 

特に幼児期では、⾃分の体のどこを守るべきか、そこに触れたり⾒ようとしたりする者がいた場合
に明確に拒否することの重要性や⼤人に必ず相談することの必要性を分かりやすく伝えておくこと
が⼤切である。 

  また、相⼿の体に触れるときは、相⼿の同意を得る必要があることや、相⼿との距離感が近すぎる
と不安を感じる人もいるので、適切な「距離感」を保つように伝えることも⼤切である。 

  なお、第⼆次性徴で夢精や⾃慰⾏為が始まる児童・生徒もいるので、「人前では⾏わない」「性器の
清潔保持」等の知識を個別指導も含めて伝えることも考えられる。 

 

３ 障がい種別の特性による性に関する指導の実施上の配慮事項 
  性に関する発達課題と指導内容は先に述べたように、障がいの有無に関わらず同様であるが、性に

関する指導を実施する場合には各障がい種別の特性を十分踏まえた上で、指導内容の選択や方法を考
慮していく必要がある。 

 
ア 盲学校における性に関する指導の実施上の配慮事項 
（ア）盲学校における性に関する指導の特性 

    知識の量や質、⼼⾝の発育・発達の状態等の個人による違いが⼤きいことを念頭に置き、児童・
生徒等の実態を把握し、個に応じた指導を充実することが⼤切である。 

 
（イ）各発達段階における指導上の配慮事項 

    盲学校の児童・生徒等は、⾒える範囲であるいは⽿からの情報を頼りとして、⾃己のセクシュ
アリティーを形成している。このため、指導に当たっては、児童・生徒等の実態を十分に把握す
る必要がある。 

 
（ウ）教材選択に当たっての配慮事項 

    実物に即した、より具体的な教材の開発と工夫が⼤切である。また、盲学校では⼼の成⻑を促
す教材として、国語をはじめとした読み物を教材として用いることも有効である。 

 
イ ろう学校における性に関する指導の実施上の配慮事項 
（ア）ろう学校における性に関する指導の特性 

    障がいの程度や性に関する発達について個人差が⼤きいため、個に応じた指導が重要となる。
特に、社会には性に関する情報が氾濫しており、性について誤った意識や考えに陥ることなく、
正しい理解と判断ができるよう、⼀人ひとりの実態に応じた適切な指導が必要である。 
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（イ）各発達段階における指導上の配慮事項 
    ろう学校では、少人数で授業が進められている場合が多いので、児童・生徒等の実態を十分把

握し、個別指導を充実させることが⼤切である。 
 

（ウ）教材選択に当たっての配慮事項 
    動画資料などの視聴覚教材が有効であるが、音声によるものが多く、字幕の入った教材は少な

い。やさしい⾔葉で字幕を挿入して使用するなど、⾔葉の理解への配慮が必要になる。 
    また、地域の保健所や医療機関、⼼⾝障がい者福祉センターなどの専⾨機関から、教材につい

ての助⾔を得ることも⼤切である。 
 

ウ 知的障がい者を教育する特別支援学校における性に関する指導の実施上の配慮事項 
（ア）知的障がい者を教育する特別支援学校における性に関する指導の特性 

    知的障がいの児童・生徒等に対する性に関する指導は、児童・生徒等の障がいの状態や各学校
の実態を考慮し、人格的発達を促していくための教育活動の⼀環として、全教育活動を通じて体
系的・計画的に⾏う必要がある。特に、性に関する指導を通して、日常生活の基礎的・基本的事
項について⾝に付けさせるとともに、⾃己の性についての認識や、他者への認識を深めることが
⼤切である。さらに、児童・生徒等の⼼⾝の発育・発達に応じて、社会性や豊かな人間関係を育
て、生命の尊さに気付かせ、将来を積極的に生きていこうとする意欲や態度を育てることが重要
である。 

体には守るべき⼤切な部分（⽔着を着ると隠れる部分）があり、家庭内外を問わず、⾃分だけ
の⼤切なところは⾒せたり、触らせたりしてはいけないこと、他の人の⼤切な部分も勝⼿に⾒た
り、触ったりしてはいけないこと、嫌な触られ方をしたときには、「いやだと⾔う」、「逃げる」、
「安⼼できる⼤人に相談する」ことを確認し、加害・被害防⽌と被害後の対応を⾝に付けさせる。 

⼼と体には距離感があるという認識を⾝に付け、可能であれば、他の人の気持ちを尊重した意
思決定と⾏動選択ができるようにする。距離感が守られないときに取るべき⾏動を理解し、相談
方法を⾝に付けることができるようにする 。 

 
（イ）各発達段階における指導上の配慮事項 

    障がいの状態に応じて、重点化を図ったり、個別化を図ったりするなど指導に工夫が必要であ
る。また、学習した内容が日常生活で実際に活かせるよう繰り返し指導する必要がある。 

 
（ウ）教材選択に当たっての配慮事項 

    理解⼒に個人差が⼤きいため、個に応じた多様な教材を準備することが求められる。用語につ
いても、難解なものは避け、児童・生徒等が理解したり、イメージしたりしやすいように工夫す
る必要がある。 

また、絵図や模型、視聴覚教材などできる限り具体的な教材を用いることが⼤切である。市販
されている教材を児童・生徒等の実態に合わせて加工したり、新たに独⾃に教材を開発をしたり
することも必要である。 
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エ 肢体不⾃由者を教育する特別支援学校における性に関する指導の実施上の配慮事項 
（ア）肢体不⾃由者を教育する特別支援学校における性に関する指導の特性 

    肢体不⾃由の児童・生徒等の中には、障がいがあることによって性について、様々な不安や悩
みを抱くことがある。例えば、⾃分⾃⾝の障がいの理解と受容の程度が、⾃己の⼆次性徴を理解
したり受け入れたりすることに⼤きく影響し、そのために悩むことがある。また、⾃己の性につ
いての認識が希薄な児童・生徒等も存在する。このように、肢体不⾃由の児童・生徒等の性に関
しては実態が多様であり、⼀人ひとりの実態に即して、個々に応じた指導が必要である。 

 
（イ）各発達段階における指導上の配慮事項 

    障がいを克服し、⾃⽴を果たすことを目指すことに主眼を置くことが⼤切である。指導の過程
では、障がいがあるために生ずる児童・生徒等の悩みや葛藤を予測し、それを乗り越えるための
指導・支援をすることが必要である。 

 
オ 病弱者を教育する特別支援学校における性に関する指導の実施上の配慮事項 
（ア）病弱者を教育する特別支援学校における性に関する指導の特性 

    病気療養中の児童・生徒等の中には、⾃分⾃⾝の⾝体や性の発達、病気そのものについての不
安や悩みをもつ者が多い。 

    また、近年の医学の進歩等により、繰り返し入院しても、⼀回の入院期間の短期化が図られる
など疾病構造が⼤きく変化してきており、教育的対応もこれに応じた工夫が求められている。し
たがって、性に関する指導においても、児童・生徒等⼀人ひとりの病気の状態や発達段階等を踏
まえ、個別の指導計画のもとに学部や学年の年間指導計画に合わせながら指導を⾏うが、入退院
が多いため、個別の指導に⼀貫性を保つことが困難な場合がある。こういった場合には、発達段
階に応じた教材を各⾃にもたせ、年度途中の入退院の場合にも継続的な指導が⾏われるよう配慮
することが⼤切である。 

 
（イ）各発達段階における指導上の配慮事項 

    指導の過程では、医師や看護師など医療機関のスタッフや家族と十分な連携を保ちながら、児
童・生徒等の悩みや葛藤を考慮することも⼤切である。 

 
（ウ）教材選択に当たっての配慮事項 

    性に関する指導を年間指導計画に沿って⾏うことが重要であるが、入退院が激しい場合には、
発達段階に応じたテキストや動画資料による教材を用意し、⼀人ひとりの児童・生徒等の必要に
応じて指導を展開することも⼤切である。そのためには、短時間で指導できる教材を活用するな
どの工夫をすることも重要である。 
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５．学習指導要領における性に関する指導の取扱い 
 
１ 学習指導要領における位置付け 

  性に関する内容を含めた健康に関する指導は、児童・生徒の実態や課題に応じて、教育活動全体を通じ
た各教科等において、関連付けて指導することになっています。 
① 総則【小学校学習指導要領（平成 29 年３⽉）第 1 章 総則第１の２(3)】※中学校、高等学校においても同様 
学校における体育・健康に関する指導を、児童の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適

切に⾏うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。
特に、学校における食育の推進並びに体⼒の向上に関する指導、安全に関する指導及び⼼⾝の健康の保持増
進に関する指導については、体育科、家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活動
及び総合的な学習の時間（高等学校は総合的な探究の時間）などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に
⾏うよう努めること。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活にお
いて適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活⼒ある生活を送るための基
礎が培われるよう配慮すること。 

【小学校学習指導要領解説 総則編（平成 29 年７⽉）抜粋】 
Ⅱ 学習指導要領における性に関する指導の取扱い 
健康に関する指導については、児童が⾝近な生活における健康に関する知識を⾝に付けることや、必要な

情報を⾃ら収集し、適切な意思決定や⾏動選択を⾏い、積極的に健康な生活を実践することのできる資質・
能⼒を育成することが⼤切である。 

（略） 
さらに、⼼⾝の健康の保持増進に関する指導においては、情報化社会の進展により、様々な健康情報や性・

薬物等に関する情報の入⼿が容易になっていることなどから、児童が適切に⾏動できるようにする指導が⼀
層重視されなければならない。なお、児童が⼼⾝の成⻑発達に関して適切に理解し、⾏動することができる
ようにする指導に当たっては、第１章総則第４の１(1)に示す主に集団の場⾯で必要な指導や援助を⾏うガイ
ダンスと⼀人⼀人が抱える課題に個別に対応した指導を⾏うカウンセリングの双方の観点から、学校の教育
活動全体で共通理解を図り、家庭の理解を得ることに配慮するとともに、関連する教科等において、発達の
段階を考慮して、指導することが重要である。 

体育・健康に関する指導は、こうした指導を相互に関連させて⾏うことにより、生涯にわたり楽しく明る
い生活を営むための基礎づくりを目指すものである。 

したがって、その指導においては、体つくり運動や各種のスポーツ活動はもとより、保健や安全に関する
指導、給食を含む食に関する指導などが重視されなければならない。このような体育・健康に関する指導は、
体育科の時間だけではなく家庭科や特別活動のほか、関連の教科や道徳科、外国語活動及び総合的な学習の
時間なども含めた学校の教育活動全体を通じて⾏うことによって、その⼀層の充実を図ることができる。 

各学校において、体育・健康に関する指導を効果的に進めるためには、全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等
調査などを用いて児童の体⼒や健康状態等を的確に把握し、学校や地域の実態を踏まえて、それにふさわし
い学校の全体計画を作成し、地域の関係機関・団体の協⼒を得つつ、計画的、継続的に指導することが重要
である。 

 



41 
 

また、体育・健康に関する指導を通して、学校生活はもちろんのこと、家庭や地域社会における日常生活
においても、⾃ら進んで運動を適切に実践する習慣を形成し、生涯を通じて運動に親しむための基礎を培う
とともに、児童が積極的に⼼⾝の健康の保持増進を図っていく資質・能⼒を⾝に付け、生涯を通じて健康・
安全で活⼒ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮することが⼤切である。 
 

【中学校学習指導要領解説 総則編（平成 29 年７⽉）抜粋】※高等学校においても同様 
さらに、⼼⾝の健康の保持増進に関する指導においては、情報化社会の進展により、様々な健康情報や性・

薬物等に関する情報の入⼿が容易になっていることなどから、生徒が健康情報や性に関する情報等を正しく
選択して適切に⾏動できるようにするとともに、薬物乱用防⽌等の指導が⼀層重視されなければならない。
なお、生徒が⼼⾝の成⻑発達に関して適切に理解し、⾏動することができるようにする指導に当たっては、
第１章総則第４の１(1)の（高等学校は第１章総則第５款１）に示す主に集団の場⾯で必要な指導や援助を⾏
うガイダンスと⼀人⼀人が抱える課題に個別に対応した指導を⾏うカウンセリングの双方の観点から、学校
の教育活動全体で共通理解を図り、家庭の理解を得ることに配慮するとともに、関連する教科等において、
発達の段階を考慮して、指導することが重要である。 
 
 
２ 特別な配慮を必要とする児童・生徒への指導 

 特別な配慮を要する児童・生徒への指導について、学習指導要領には以下のように示されています。中学
校、高等学校の学習指導要領においても、同様の内容が示されています。 

【小学校学習指導要領（平成 29 年３⽉ 第１章 総則 第４の２ 特別な配慮を必要とする児童への指導）】 
(1) 障害のある児童などへの指導 
ア 障害のある児童などについては、特別支援学校等の助⾔⼜は援助を活用しつつ、個々の児童の障害の状
態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に⾏うものとする。 
イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとおり編成するものとする。 
(ア) 障害による学習上⼜は生活上の困難を克服し⾃⽴を図るため、特別支援学校小学部・中学部学習指導
要領第７章に示す⾃⽴活動を取り入れること。 
(イ) 児童の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替
えたり、各教科を、知的障害者である児童に対する教育を⾏う特別支援学校の各教科に替えたりするなど
して、実態に応じた教育課程を編成すること。 

ウ 障害のある児童に対して、通級による指導を⾏い、特別の教育課程を編成する場合には、特別支援学校
小学部・中学部学習指導要領第７章に示す⾃⽴活動の内容を参考とし、具体的な目標や内容を定め、指導を
⾏うものとする。その際、効果的な指導が⾏われるよう、各教科等と通級による指導との関連を図るなど、
教師間の連携に努めるものとする。 
エ 障害のある児童などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を⾏う関係機関との
連携を図り、⻑期的な視点で児童への教育的支援を⾏うために、個別の教育支援計画を作成し活用すること
に努めるとともに、各教科等の指導に当たって、個々の児童の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成
し活用することに努めるものとする。特に、特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童に
ついては、個々の児童の実態を的確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活
用するものとする。 
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(2) 海外から帰国した児童などの学校生活への適応等や、日本語の習得に困難のある児童への通級による指
導 
ア 海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生
かすなどの適切な指導を⾏うものとする。 
イ 日本語の習得に困難のある児童については、個々の児童の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を組
織的かつ計画的に⾏うものとする。特に、通級による日本語指導については、教師間の連携に努め、指導に
ついての計画を個別に作成することなどにより、効果的な指導に努めるものとする。 

(3) 不登校児童への配慮 
ア 不登校児童については、保護者や関係機関と連携を図り、⼼理や福祉の専⾨家の助⾔⼜は援助を得なが
ら、社会的⾃⽴を目指す観点から、個々の児童の実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を⾏うものと
する。 
イ 相当の期間小学校を⽋席し引き続き⽋席すると認められる児童を対象として、⽂部科学⼤臣が認める特
別の教育課程を編成する場合には、児童の実態に配慮した教育課程を編成するとともに、個別学習やグルー
プ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。 

 
中学校では、これらに加えて以下に該当する生徒についても配慮が必要です。 
【中学校学習指導要領（平成 29 年３⽉） 第１章 総則 第４の２ 特別な配慮を必要とする生徒への指導】

(4) 学齢を経過した者への配慮 
ア 夜間その他の特別の時間に授業を⾏う課程において学齢を経過した者を対象として特別の教育課程を編
成する場合には、学齢を経過した者の年齢、経験⼜は勤労状況その他の実情を踏まえ、中学校教育の目的及
び目標並びに第２章以下に示す各教科等の目標に照らして、中学校教育を通じて育成を目指す資質・能⼒を
⾝に付けることができるようにするものとする。 
イ 学齢を経過した者を教育する場合には、個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善
に努めるものとする。  
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６．学校における性に関する指導計画 

指導計画の作成 
学校における性に関する指導計画には… 
 

 ア その学校の包括的な教育計画の⼀環として作成される性に関する指導の全体計画 

 イ 各教科、特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習（探究）の時間等及び生徒指導の内容や指

導の機会、方法、時期などを具体的に示す年間指導計画 

 ウ １単位時間を基本とした主題ごとの指導計画 

等が考えられる。 

 
全体計画 

学校の教育目標のもとに策定された性に関する指導の全体構想に基づいて、その基本目標や方針を示
すとともに、各教科、特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習（探究）の時間等及び児童・生徒指導
における指導の全体像を示す総括的な計画である。 
 全体計画の作成に当たっては、各教科、特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習（探究）の時間等
における性に関する内容を明らかにし、相互の関連を図りつつ学校全体の性に関する指導が適切に⾏わ
れるよう計画する必要がある。 
 全体計画の内容には、次のような事項を示す必要がある。 
 
 ア 教育目標や指導の基本方針 
 イ 性に関する指導の目標 
 ウ 各教科における性に関する内容と指導に当たっての方針及び特別の教科、特別の教科 道徳、に

おける性に関する内容と指導に当たっての方針 
 エ 特別活動における性に関する内容と指導に当たっての方針 
 オ その他の時間等における性に関する内容と指導に当たっての方針 
 カ 生徒指導及び相談活動等における性に関する内容と指導に当たっての方針 
 キ 家庭、地域等との連携により実施する性に関する指導に関する事柄 
 ク 性に関する指導の研究推進組織と各教職員の役割 
 ケ 性に関する指導を進めるための情報、環境等の整備 
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年間指導計画 
全体計画に示される内容ごとに教科、特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習（探究）の時間等の

領域や単元、指導学年、指導のねらい、指導に当たっての留意点や必要な教材・教具などを具体化し、
それぞれの性に関する学習や指導が適切、円滑に⾏われるよう工夫する必要がある。 
 性に関する指導の年間指導計画に示される事柄としては、次のようなものが考えられる。 
 
 ア 各学年の基本方針 
   性に関する指導の全体計画に基づき、それぞれの学年ごとの性に関する指導の基本方針を具体的

に示す必要がある。 
 
 イ 各学年の年間を通じての指導の概要 
   各教科、特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習（探究）の時間等、その他の時間における性

に関する指導の概要を示す必要がある。 
   この場合、各教科等における指導に必要な次の事柄について、具体的に示すことが望ましい。 
    

・題材（主題）名と題材（主題）設定の理由 
   ・指導の時期 
   ・指導のねらい 
   ・指導展開の⼤要と指導、支援等の方法 
   ・教材、教具及び参考資料 
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７．各教職員の役割 
学校における性に関する指導を効果的に進めるに当たっては、全教職員がそれぞれの役割や相互の協⼒、

連携の仕方などについて理解しておくことが⼤切である。学校の規模や実態などによって異なる点もあるが、
性に関する指導における各教職員の⼀般的な役割としては、次のようなことが考えられる。 

 
ア 校⻑・副校⻑・教頭 

校⻑・副校⻑・教頭は管理職として学校全般の経営や運営に当たることから、性に関する指導の意義
や課題などについて十分理解、把握した上で、児童・生徒等の状況を踏まえながら、学校としての性に
関する指導の基本方針を明らかにするとともに､全校をあげての推進を図る役割がある｡ 

また､ 性に関する指導の推進状況等を常に把握し､ 関係組織や教職員に対して必要な指導・助⾔を与
えることや、指導のための環境や条件の整備を⾏うことも重要な役割である｡ 

さらに､ 学校を代表して家庭、地域等との協⼒や連携を図るとともに、学校経営、運営に当たっては、
学校内において男⼥平等や人権尊重の精神が醸成され､ 具体化されるように努めることも⼤切である。 

 
イ 教務担当グループリーダー 

教務担当グループリーダーは、性に関する指導が校⻑の方針に沿って全校をあげて適切に実践される
よう、その計画⽴案や他の教育活動との調整などを⾏う役割がある｡また、特別活動やその他の時間など
において、性に関する指導に必要な機会が確保できるよう努めることも⼤切な役割である。 

さらに、研究主任等とも協⼒し、校内での必要な研修を企画、実施するなど、組織的な指導⼒の向上
を図ることも期待される｡ 

 
ウ 生徒指導担当グループリーダー・教育相談担当者 

生徒指導担当グループリーダーや教育相談担当者は、児童・生徒等の意識や⾏動などの状況を的確に
把握し、主として生徒指導における性に関する指導の企画や実施の中⼼者として、集団を対象とした指
導や個別の指導、相談活動など、児童・生徒等に対する性の適応への支援や性に関わる問題⾏動などへ
の指導・支援などが適切に⾏われるよう努めることが期待される｡ 

 
エ 学校保健担当グループリーダー 

学校保健担当グループリーダーは、学校保健計画を作成し、実施するに当たっては、特に児童・生徒
等の性の健康的な発達が促されるよう努める役割がある。 

また､ 養護教諭と協⼒し､ 学校保健委員会等を通じて家庭や地域関係機関などと連携を図ったり、性
の健康に関する情報などを教職員や児童・生徒等に提供したりすることも期待される。  
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オ 養護教諭 
養護教諭は、専⾨性を生かし､ 性に関する指導の計画⽴案や教職員の研修などに積極的に協⼒するこ

とが望まれる。そのため、保健室の機能を通じて得られる児童・生徒等の性に関わる様々な情報などを
整理し、それらが学校全体で⾏われる性に関する指導や個別的な指導に適切に反映されることが期待さ
れている。 

また､ 養護教諭が⾏う健康相談活動（ヘルスカウンセリング）が重要視されていることから、児童・
生徒等の様々な訴えに対して、性に係る問題の観察、その背景の分析、解決のための支援や関係者との
連携などを進め、児童・生徒等の⼼⾝両⾯にわたる健康相談活動を実施することについて、積極的な役
割が期待される。 

さらには、担当教諭とチームを組んで性に関する指導を⾏うなどの役割も期待される。 
 

カ 研究担当グループリーダー 
研究担当グループリーダーは、年間の校内研修計画に性に関する指導に関わる教員研修を位置付けた

り、研修の内容を充実したりするなど効果的な運営に努める役割がある｡ 
 

キ 学年リーダー 
学年リーダーは、担当する学年において、計画された性に関する指導が適切かつ効果的に⾏われるよ

う､ 関係する組織や担当者との調整を図る役割がある｡ 
また､日ごろから学年の中で人間尊重や男⼥平等等､ 好ましい人間関係などが醸成されるように努め

ること、学年通信や学年保護者会などを通じて､学校と家庭、保護者等との連携､ 協⼒が進むようにする
ことなどが期待されている｡ 

 
ク 教科担任・学級担任 

教科担任や学級担任は、担当する教科や学級において､ 指導計画に基づいた指導を⾏う｡ 担当する教
科における性に関する内容の指導に当たっては､学校としての性に関する指導の方針やねらいに照らし、
効果的な指導展開がなされるよう、創意工夫を重ねることが求められる｡ 

また､ 学級経営に当たっては､ 学級の雰囲気や児童・生徒等の学校生活が、性に係る意識や⾏動の形
成に⼤きく影響するものであることを理解し､ 人間尊重､ 男⼥平等などの性に関する指導の理念が具体
化するように努めることが求められる｡ 

 
ケ その他 

学校における性に関する指導は、専⾨的、生理的な知識や避妊等の技術的な内容を指導する必要があ
る場合がある。この場合には、学校医等の専⾨家の協⼒を得ることによって効果を挙げることができる。
また、性の逸脱⾏動については、⼼の健康問題にも関係するものと考えられるものも多いことから、こ
の場合には、スクールカウンセラーや学校医などの協⼒を得ることも⼤切である。 
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８．⼈権教育 

 

⽂部科学省は、「人権教育の指導法等の在り方について〔第三次とりまとめ〕」の中で、「人権を侵害す

ることは、相⼿が誰であれ、決して許されることではない。全ての人は⾃分のもつ人としての尊厳と価値が

尊重されることを要求して当然である。このことは同時に、誰であれ、他の人の尊厳や価値を尊重し、それ

を侵害してはならないという義務と責任とを負うことを意味することになるのである。」と提示している。 

性犯罪・性暴⼒は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる⾏為であり、その⼼⾝に⻑期にわたり重⼤な悪影響

を及ぼすものであり、絶対に許されない人権侵害である。現在及び将来にわたり子どもたちの安全・安⼼を

守るためには、性被害・加害を防ぐための発達段階に応じた適切な教育・指導の充実を図るとともに、性犯

罪・性暴⼒の背景にある性差別意識の解消を図ることが重要である。 

国が令和２年に決定した「性犯罪・性暴⼒対策の強化の方針」においては、「子どもたちを加害者にも・

被害者にも・傍観者にさせない教育」を推進するために、「生命（いのち）の安全教育」を、地域の実情に

応じて段階的に教育の現場に取り入れることが求められている。 

また、平成30年（2018年）には、国連より「⼥性に対する暴⼒が生まれる背景には⼥性の人権を軽視す

る傾向がある」と指摘があった。さらに、「第５次 男⼥共同参画基本計画」の第5分野【⼥性に対するあ

らゆる暴⼒の根絶】では、「命の尊さを学び、生命を⼤切にする教育、⾃分や相⼿、⼀人ひとりを尊重する

教育をさらに推進するとともに、性犯罪・性暴⼒の加害者、被害者、傍観者にならないよう、幼児期から子

どもの発達段階に配慮した教育の充実を図る」と具体的な取組として挙げられおり、性暴⼒・性被害の背景

にある性差別意識の解消を求めている。 

このような背景を踏まえて、授業では、最初から「性暴⼒とは」と入るのではなく、「誰しも⼼と体は⾃

分のものであって、尊重されるべきである。」といった概念や、「よい人間関係とは、どういうものか。」

といった基本的概念を丁寧に学び、人と人との支配的な⼒関係やジェンダーに関する固定観念といった、性

暴⼒・性被害の背景について理解することが⼤切である。 

実際に授業を⾏うにあたっては、クラスの中に被害児童・生徒等がいるかもしれないことを想定して⾏う

必要がある。被害を受けたことがある、あるいは現在進⾏形で受けている児童・生徒等にとっては、授業の

内容そのものが⼆次被害を生む可能性もあることに留意しなければならない。 

そのため、授業の内容について周知した上で、参加したくない児童・生徒等は参加しなくてもよいこと

や、途中で退出してもよいこと等を伝えるといった配慮が必要である。 

「生命（いのち）の安全教育」は、児童・生徒等が性暴⼒・性被害の背景や構造を理解して、⾃分の問題

として、加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないための⾏動に移せるようになることが目的である。

そのためにも、授業の際には、児童・生徒等と対等な目線で伝えることを常に意識し、高圧的な表現を避

け、決めつけた指導にならないよう⼼掛けるなどの配慮が必要となる。授業の実施に当たっては、教職員が

性暴⼒の基本的な知識だけでなく、被害を受けた児童・生徒等の⼼⾝にどのような影響を与えるのか、ま

た、被害児童・生徒等への対応等についても研修を⾏う必要がある。 

また、教職員が性暴⼒の被害を受けた児童・生徒等への指導・対応をする際には、性被害・性暴⼒による
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トラウマをしっかりと理解し、被害児童・生徒等への対応等が十分配慮の⾏き届いたものとなることが重要

である。 
 

（１）児童・生徒等の発達段階等を踏まえた指導方法の工夫 
学校における人権教育への取組に際しては、児童・生徒等が⼼⾝ともに成⻑過程にあることを十分に留

意した上で、それぞれの発達段階に即した指導を展開することが重要である。 
 

【参考】発達段階に即した人権教育の指導方法 
「人権教育の指導方法等の在り方について（第三次とりまとめ）」より 

１︓幼児期 
幼児期は、⾃他の認識や⾃意識は明確ではないが、他者の存在に気付く時期であり、遊びを中⼼にし

て友達との関わり合いの中で、社会性の原型ともいえるものを獲得していく。また、相⼿との情緒的
な絆によって⾃分の存在に安⼼感を持つ傾向が認められる。幼児は、特定の友人の存在を拠り所にし
て人との関わりを広げていく。さらに、表情から他者の情緒を理解し、生活の繰り返しの中で、物や出
来事に関連させて友人を認知するため、表⾯的な理解に⽌まる傾向がある。幼児にとっては、生活の
場⾃体が学びの場であり、人権感覚の芽生えの場でもある。 

こうした幼児期の特徴を踏まえて、遊びを中⼼とする生活の場で、⾃分を⼤切にする感情とともに、
他の人のことも思いやれるような社会的共感能⼒の基礎を育むという視点が必要である。 

 
２︓小学校１〜３学年 

想像⼒、⾔葉による理解⼒、認識⼒が次第に育ってくる。抽象的な思考もできるようになる。また、
生活の場を離れて、いわば時空を越えて、他者や歴史的な事象にも思いを馳せることができるように
なってくる。ただし、まだ幼児期の特性も残っている。 

このような特性を踏まえて、人権教育においても、生活体験に基づく「気付き」から想像⼒や認識⼒
に訴えて深い理解に導くような配慮が必要である。また、絵本やお話の本などを活用することで、想
像⼒を育てることも⼤切である。 

なお、情報機器を扱い始める年齢が早まってきている状況も踏まえ、情報モラルの基礎を培うための
指導を⾏うことも必要となる。 

 
３︓小学校４〜６学年 

⾔葉の数も増え、概念を理解し、抽象的な思考が深まっていく時期である。認識⼒、分析⼒、批判⼒
等も⾝に付くようになり、⾃意識も次第に強くなる。 

この段階の児童は、そうした諸能⼒の発達の結果、人権の意義や重要性を知的に理解することができ
るようになる。しかし、その知的理解が抽象的なものに⽌まらないためにも、体験的な学習を併用し
て、具体的人権問題を直感的に「おかしい」と認知する感性の育成を図ることが求められる。 

また、書き⾔葉による不特定多数とのコミュニケーションに興味・関⼼を寄せ始める時期でもあるこ
とから、情報モラル教育の充実を図り、インターネットによる人権侵害等の課題について、理解の促
進を図ることが重要となる。 

 
４︓⻘年初期（中学校段階） 

内省的傾向が顕著になって⾃意識も⼀層強まる。⾃⽴した主体的な個であるという⾃意識と、実際に
置かれている状況や生徒⾃らの実態との乖離に悩む時期でもある。他者との関わり方、生き方につい
ての悩みも深まる。他者との関係では、特定の仲間集団の中に安息を⾒出し、仲間特有の⾔語環境で
充⾜感を覚え、排他的であることをよしとし、広く他者と意思疎通を図ることに意識が向かわない傾
向もある。 

こうした⻘年初期の特⾊を理解した上で、生徒の⾃己肯定感を育てるとともに、多様な生の在り方や
様々な価値観を持って生きる他者の存在を、知的にも感覚的にも受容できるように導く学習が求めら
れる。 

また、パソコンや携帯電話等の機器を個人で所有し、操作知識に習熟した者も多くなることから、イ
ンターネットによる人権侵害等の加害者・被害者とならないための判断⼒を⾝に付けさせるよう、情
報モラル教育の⼀層の充実を図ることも重要である。 
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５︓⻘年中期（⾼等学校段階） 
生活空間が飛躍的に広がり、それに伴って情報も生活体験も格段に拡充する。個人差はあるが、抽象

的な概念操作もできるようになり、複雑な思考も可能になる。知的にも情緒的にも人間や社会に対す
る認識が深化する可能性のある時期である。 

また、社会の⼀員として、主体的に⾃⽴した存在として生きるための方策を真剣に模索し始める。他
者の存在を寛容に受容し、多様な価値観をお互いに認め合って生きていかなければ成⽴しない⼀般社
会の在り方を、知的にも体験的にも認識できるようになる。また、法教育の観点からも、社会的規範の
相対性と「人権」の持つ普遍性を理解できるようにもなってくる。 

この時期には、様々な人権教育が可能である。しかも、多くの生徒にとって系統的・計画的な人権学
習のための最後の機会となることも考えなければならない。あらゆる場と機会をとらえて、人間とし
ての生き方を真剣に考えさせ、就労観を育成するキャリア教育等との連動も考慮に入れて、積極的に
人権教育に取り組むべきである。 

また、パソコンや携帯電話等の機器を個人で所有し、操作知識に習熟した者も多くなることから、イ
ンターネットによる人権侵害等の加害者・被害者とならないための判断⼒を⾝に付けさせるよう、情
報モラル教育の⼀層の充実を図ることも重要である。 

 
 
なお、⻘年中期より後の段階の者を対象とした学習指導においても、人権教育の推進は必要であり、そのた

めの学習指導方法の工夫改善が求められる。 
また、児童・生徒等の学習は、発達段階だけではなく、その生活の実態にも⼤きく左右されることもある。

例えば、児童・生徒等の間にいじめがあったり、経済的・社会的な問題等に由来する人権侵害を受けている児
童・生徒等がいたりする場合には、そうした⽴場にある児童・生徒等などの経験や思いを、学校や教職員及び
他の児童・生徒等が十分に受けとめ、これに配慮しつつ人権教育を進める必要がある。人権侵害を受けた児童・
生徒等が、その事実や背景を、⾃ら振り返り、考えることができるようにしたり、信頼できる教職員や他の児
童・生徒等に話して、共感と信頼を深めたりできるよう、必要な支援を⾏っていくこと等も重要となる。 

 
（２）⼈権感覚を磨く 

教職員が、児童・生徒等⼀人ひとりの⼤切さを理解し、かけがえのない個人として接するためには、教
職員⾃⾝の人権感覚を⼀層磨いていくことが⼤切である。 

学校で起こり得る「気づく」ことが必要な場⾯を次に例示した。人権を尊重するという観点から、気に
なることを考えてほしい。                    人権教育ハンドブックより⼀部抜粋 

 
男⼥は違う︖ 

例１ クラスで⽂化祭の役割分担を決める時に 
先生「⼥子が調理、男子は洗い物にしましょう。」 

例２ ⽂化祭の準備で疲れた様子を⾒せた男子生徒に 
先生「男のくせにだらしない。」 

例３ 図工の時間に 
先生「男子には⻘、⼥子にはピンクの紙を配ります。」 
観点︓男子と⼥子の役割分担を決めることは、性別による誤った固定観念であり、児童・生徒にも

習慣的に刷り込まれてしまいます。 
例４ ⼥子生徒が男子生徒に向かって 

生徒「○○君って、オネエっぽいよね。」 
観点︓テレビやラジオ等では、性的マイノリティであることを笑いのネタに使う番組があり、その

中で、性的マイノリティに対する様々な呼称が生まれています。そのような呼称を特定の個
人に使用することによって、性的マイノリティへの差別意識を助⻑するだけでなく、その個
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人に、多⼤なストレスを与えることになります。その生徒が、性的マイノリティであった場
合、取り返しのつかない⼤きな傷を与えることにもなりかねません。 

例５ 何人かの生徒との会話中、別の生徒の性的指向（恋愛や性愛の対象となる人の性）を揶揄するよう
な話題になったが、和やかな雰囲気だったので、そのまま話を続けた。 
観点︓例４とも関連しますが、性⾃認（性別に関する⾃己意識）や性的指向をからかう発⾔や差別

する発⾔を許すことはいじめにもつながります。様々な性⾃認や性的指向があることなどに
ついては、教職員が理解を深め、肯定的に捉えることを生徒に伝えていくことが⼤切です。
教職員は性的マイノリティとされる生徒がいるかもしれないことをふまえて、「今の表現はよ
くなかったね。」など、教職員が正す姿勢をとりましょう。 

例６ 委員会の役割分担をする際、⼥子生徒が委員⻑に⽴候補しようとしたら 
先生「まとめ役は男子の方がいい。⼥子は⼥房役の副委員⻑がいい。」 
観点︓明らかに性別による固定的役割分担意識による性差別です。 

 
学校生活におけるセクシュアル・ハラスメントに注意︕ 

例７ 髪型を変えた生徒に 
先生「前の髪型似合ってたのに。失恋でもしちゃった︖」 
観点︓容姿についての発⾔を不快に感じる人もいます。不快だと思われたら、それはセクハラで

す。さらに、プライベートに踏み込んだ発⾔は、⼀層相⼿を不快にさせる可能性がありま
す。そこまで⾔っても許される信頼関係があると、勝⼿に思い込んでいませんか。 

例８ 体育の授業のあと、⼥子生徒の更⾐が遅れ、次の授業の始業チャイムが鳴った。数人の⼥子生徒
が更⾐室で更⾐中であったが、「着替えるのが遅い。」と⾔いながら、男性教職員が入室した。 
観点︓指導の範疇を超えた、明らかなセクハラです。男子生徒と同室で着替えるなども、学校とし

て対応を考え、習慣的に当たり前になっていることはないか、⾒直すことが重要です。 
例９ ある教職員は、指導上特に必要もないのに、親しみの表現のつもりで、生徒の肩に⼿をかけた

り、⾝体に触れながら話をする癖がある。本人は親しみの表現のつもりなのだが、嫌がっている生
徒もいる。 
観点︓同性でも⾝体に触れられることは不快に思わせます。是非、周囲の人が注意喚起しましょ

う。 
例 10 ⾝体計測の時、ある⼥性教職員が男子生徒の⾝体計測に割り当てられ、男子生徒の⾝体をじろじ

ろ⾒ている。この学校では、必ず上半⾝裸で計測するように指導しているが、⾒られた男子生徒は
嫌な思いをしている。 
観点︓⾝体（特に裸の異性）に対する凝視はセクハラになる可能性が⼤きい⾏為です。このような

役割分担をすることは、分担をした担当者にも人権感覚が⽋けているということでもあり、
組織的な問題といえます。また、裸を⾒られることが嫌な生徒もいます。裸にならずにすむ
計測方法を工夫することも必要です。 

 
 以上の例以外にも、数多くの類例や別の形の「人権侵害」もあることが考えられる。 

校内研修・⾃己研鑽によって常に人権意識の向上を図るとともに、万⼀、「人権侵害」が発生した時に
は、その解決に迅速に努めるとともに、相互に注意し合える雰囲気づくり、人権意識の向上に結びつけられ
る職場環境づくりにも努めたい。 
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（３）多様な性に対するきめ細かな対応等の実施について 

「性同⼀性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について」 

（教職員向け）︓⽂部科学省より 

 
§ 性同⼀性障害に係る児童生徒についての特有の支援 § 
 
① 学校における支援体制について 
〇 性同⼀性障害に係る児童・生徒等の支援は、最初に相談（入学等に当たって児童・生徒等の保護者か

らなされた相談を含む。）を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であり、
学校内外に「サポートチーム」を作り、「支援委員会」（校内）やケース会議（校外）等を適時開催しな
がら対応を進めること。 

〇 教職員等の間における情報共有に当たっては、児童・生徒等が⾃⾝の性同⼀性を可能な限り秘匿して
おきたい場合があること等に留意しつつ、⼀方で、学校として効果的な対応を進めるためには、教職員
等の間で情報共有しチームで対応することは⽋かせないことから、当事者である児童・生徒等やその保
護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応を進めること。 

 
② 医療機関との連携について 
〇 医療機関による診断や助⾔は学校が専⾨的知⾒を得る重要な機会となるとともに、教職員や他の児

童・生徒等・保護者等に対する説明材料ともなり得るものであり、また、児童・生徒等が性に違和感を
もつことを打ち明けた場合であっても、当該児童・生徒等が適切な知識をもっているとは限らず、そも
そも性同⼀性障害なのかその他の傾向があるのかも判然としていない場合もあること等を踏まえ、学校
が支援を⾏うに当たっては、医療機関と連携しつつ進めることが重要であること。 

〇 我が国においては、性同⼀性障害に対応できる専⾨的な医療機関が多くないところであり、専⾨医や
専⾨的な医療機関については関連学会等の提供する情報を参考とすることも考えられること。 

〇 医療機関との連携に当たっては、当事者である児童・生徒等や保護者の意向を踏まえることが原則で
あるが、当事者である児童・生徒等や保護者の同意が得られない場合、具体的な個人情報に関連しない
範囲で⼀般的な助⾔を受けることは考えられること。 
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③ 学校生活の各場⾯での支援について 
〇 全国の学校では学校生活での各場⾯における支援として次の表に示すような取組が⾏われてきたところであり、

学校における性同⼀性障害に係る児童・生徒等への対応を⾏うに当たって参考としてほしい。 

項目 学校における支援の事例 

服装 ⾃認する性別の制服・⾐服や、体操着の着用を認める 

髪型 標準より⻑い髪型を⼀定の範囲で認める（⼾籍上男性） 

更⾐室 保健室・多目的トイレ等の利用を認める 

トイレ 職員トイレ・多目的トイレの利用を認める 

呼称の工夫 
校内⽂書（通知表を含む）を児童・生徒等が希望する呼称で記す⾃認する性

別として名簿上扱う 

授業 体育⼜は保健体育において別メニューを設定する 

⽔泳 
上半⾝が隠れる⽔着の着用を認める（⼾籍上男性） 

補習として別日に実施、⼜はレポート提出で代替する 

運動部の活動 ⾃認する性別に係る活動への参加を認める 

修学旅⾏等 
1 人部屋の使用を認める 

入浴時間をずらす 

「性同一性障害に係る児童⽣徒に対するきめ細かな対応の実施等について」  

平成 27 年４⽉ 30 日 ⽂部科学省初等中等教育局児童⽣徒課⻑通知より 

 

〇 学校においては、性同⼀性障害に係る児童・生徒等への配慮と、他の児童・生徒等への配慮との均衡
を取りながら支援を進めることが重要であること。 

〇 性同⼀性障害に係る児童・生徒等が求める支援は、当該児童・生徒等が有する違和感の強弱等に応じ
様々であり、また、当該違和感は成⻑に従い減ずることも含め変動があり得るものとされていることか
ら、学校として先入観をもたず、その時々の児童・生徒等の状況等に応じた支援を⾏うことが必要であ
ること。 

〇 他の児童・生徒等や保護者との情報の共有は、当事者である児童・生徒等や保護者の意向等を踏ま
え、個別の事情に応じて進める必要があること。 

〇 医療機関を受診して性同⼀性障害の診断がなされない場合であっても、児童・生徒等の悩みや不安に
寄り添い支援していく観点から、医療機関との相談の状況、児童・生徒等や保護者の意向等を踏まえつ
つ、支援を⾏うことは可能であること。 

 
④ 卒業証明書等について 
〇 指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき⾏いつつ、卒業後に法に基づく⼾籍上の性別の変更

等を⾏った者から卒業証明書等の発⾏を求められた場合は、⼾籍を確認した上で、当該者が不利益を被
らないよう適切に対応すること。 
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⑤ 当事者である児童・生徒等の保護者との関係について 
〇 保護者が、その子どもの性同⼀性障害に関する悩みや不安等を受容している場合は、学校と保護者と

が緊密に連携しながら支援を進めることが必要であること。保護者が受容していない場合にあっては、
学校における児童・生徒等の悩みや不安を軽減し問題⾏動の未然防⽌等を進めることを目的として、保
護者と十分話合い可能な支援を⾏っていくことが考えられること。 

⑥ 教育委員会等による支援について 
〇 教職員の資質向上の取組としては、人権教育担当者や生徒指導担当者、養護教諭を対象とした研修等

の活用が考えられること。また、学校の管理職についても研修等を通じ適切な理解を進めるとともに、
学校医やスクールカウンセラーの研修等で性同⼀性障害等を取り上げることも重要であること。 

〇 性同⼀性障害に係る児童・生徒等やその保護者から学校に対して相談が寄せられた際は、県教育委員
会として、例えば、学校における体制整備や支援の状況を聞き取り、必要に応じ医療機関等とも相談し
つつ、「サポートチーム」の設置等の適切な助⾔等を⾏っていくこと。 

 
⑦ その他留意点について 
〇 以上の内容は、画⼀的な対応を求める趣旨ではなく、個別の事例における学校や家庭の状況等に応じ

た取組を進める必要があること。 
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ジェンダー平等と男⼥共同参画社会について 

 
性犯罪・性暴⼒の根絶のためには、ジェンダー平等の実現が望まれる。ジェンダー平等に向けては、あら

ゆるレベルでの意思決定において⼥性と男性が同等の機会を享受するための男⼥共同参画社会の推進が不可
⽋である。このように性犯罪・性暴⼒の根絶と SDGs の掲げるジェンダー平等の実現及び男⼥共同参画社会
の推進は密接な関係にある。 
 令和２年 12 ⽉ 25 日に閣議決定された「第５次 男⼥共同参画基本計画〜全ての⼥性が輝く令和の社会へ
〜」では、ジェンダー平等の視点が明確に盛り込まれており、その⼀部を次に示す。 
 
第５次 男⼥共同参画推進基本計画 本⽂ 第１部 基本的な方針 はじめに  
２ 社会情勢の現状、予想される環境変化及び課題 より 
（６）国内外で高まる⼥性に対する暴⼒根絶への問題意識 
〇 性犯罪・性暴⼒や、配偶者等からの暴⼒、セクシュアル・ハラスメント等の⼥性に対する暴⼒は、重⼤

な人権侵害であり、決して許される⾏為ではない。 
〇 平成 29（2017）年度の内閣府の調査によると、無理やりに性交等された被害経験のある⼥性は約 13 人

に１人に上っており、また、約７人に１人の⼥性が配偶者からの暴⼒を複数回経験しているなど、依然と
して深刻な状況である。 

〇 世界的にも SNS を中⼼にセクシュアル・ハラスメントや性暴⼒などの性被害の経験を告発する⼤規模な
社会運動が起こるなど、⼥性に対する暴⼒に関する問題の根深さが改めて浮き彫りになり、これらの問題
の根絶を求める声も高まっている。 

〇 ⼥性に対する暴⼒の背景には、人権の軽視や社会的・経済的な男性の優位性がある。また、暴⼒の被害
者は、その後も⻑期にわたる⼼⾝の不調から就労が困難となったり、離婚後に経済的な苦境に陥ったりす
るなど、貧困等生活上の困難と暴⼒被害が複合的に発生している場合もある。 

〇 さらに、情報通信技術（ICT）の進化や SNS などの新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、
⼥性に対する暴⼒も⼀層多様化している。 

〇 こうした状況を踏まえ、性別に起因する暴⼒の多様な被害者に対する必要な支援の充実を図るとともに、
⼥性に対するあらゆる暴⼒の根絶に向けて強⼒に取り組む必要がある。 

（８）SDGｓの達成に向けた世界的な潮流 
〇 男⼥共同参画社会基本法第７条では、我が国の男⼥共同参画社会の形成は、国際的協調の下に⾏わなけ

ればならないとされている。こうした中、平成 27（2015）年９⽉に国連で持続可能な開発目標（SDGｓ）
を含む「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、我が国も賛同し、「誰⼀人取り残さない」
社会を目指し、国際社会が⼀致して取組を進めている。 

〇 同アジェンダでは、前⽂において「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての⼥性と⼥
児のエンパワーメントを達成することを目指す」とうたっている。そして、ゴール５として「ジェンダー
平等とすべての⼥性・⼥児のエンパワーメント」を掲げるとともに「ジェンダー平等の実現と⼥性・⼥児
の能⼒強化は、すべての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである」
とし、あらゆるレベルでの意思決定において⼥性と男性が同等の機会を享受するべきこと、国・地域・グ
ローバルのそれぞれでジェンダー平等と⼥性のエンパワーメントを推進する組織への支援を強化すること、
⼥性と⼥児に対するあらゆる形態の暴⼒の廃絶していくことなどが掲げられている。その上で、アジェン
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ダ全体の実施において「ジェンダーの視点をシステマティックに主流化していくことは不可⽋である」と
している。 

〇 我が国においても、SDGs 実施指針において、日本の「SDGs モデル」の確⽴に向けた取組の８つの柱の
⼀つに「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現」を掲げている。 

〇 ジェンダー平等及びジェンダーの視点をあらゆる施策に反映（ジェンダー主流化）し、政府機関、⺠間
企業や若者を含めた市⺠社会など全てのステークホルダーが連携して⼀層の取組を進める。これにより、
国際社会と協調して我が国の責務を果たし、ゴール５を含む SDGs 全体の達成など、国際的な取組の推進
に貢献する。 

３ 第 5 次計画における基本的な視点と取り組むべき事項等 より 
〇 以上より、これからの男⼥共同参画に係る課題を、社会全体にとっては、「持続可能かつ国際社会と調和

した経済社会の実現に不可⽋な、国⺠⼀人ひとりの尊重、能⼒発揮、意思決定への参画」として、個人に
とっては、「性別にとらわれることなく⾃らの選択によって⻑い人生を設計することができる環境の整備」
として、２つに要約することができる。 

〇 これらはいずれも社会全体⼜は個人の持続可能性と関係しており、男⼥共同参画を推進していくことは、
国⺠⼀人ひとりが個性と能⼒を十分に発揮できる、持続可能な活⼒ある社会にとって不可⽋の前提である
と考えられる。 

〇 諸外国のジェンダー平等に向けた取組のスピードは速く、我が国は国際的に⼤きく差を拡げられている。
まずは諸外国の⽔準に追いつけるよう、これまでの延⻑線上にとどまらない強⼒な取組を進め、法制度・
慣⾏を含め、⾒直す必要がある。 

〇 ここで取組が進まない場合、個人はもちろん、社会全体にとっても重⼤な懸念すべき状況が生じかねな
い。個人にとっては、⾃らの意欲・能⼒が十分に活かせない、⾃ら人生設計することが難しく、生きづら
い、幸福が感じられないといった状況になりかねない。社会全体にとっても、個人が生きづらい社会や地
域、さらに組織には良い人材は集まらず、多様な発想が⽋けることでイノベーションが生まれにくくなる
ことになりかねない。これは、我が国が世界的な人材獲得競争において不利な状況に陥るということでも
ある。多様な人材を生かせずして社会の持続可能性はありえない。また、地方においても、男⼥共同参画
の取組が不十分な地域は、特に⼥性を中⼼として人材流出が続く可能性がある。 

〇 したがって、今が、国⺠⼀人ひとりの幸福（well-being）を高めるとともに、我が国の経済社会の持続
的発展を確保することができるか否かの分岐点である。こうした認識の下、男⼥共同参画に強⼒に取り組
む必要がある。「⼥性活躍加速のための重点方針」の毎年の策定・フォローアップのプロセスは、毎年度の
予算編成と連動した PDCA サイクルとして⼀定の役割を果たしてきたと考えられるものの、これまでの基
本計画においては、成果目標の達成状況や取組の進捗状況の点検は必ずしも十分であったとは⾔えない。
このため、５次計画においては、EBPM の観点を踏まえ、成果目標の達成状況や取組の進捗状況の点検を
充実させるとともに、それに基づいて更なる取組を促すことが重要である。 

〇 上記並びに「１ 男⼥共同参画基本計画の目指すべき社会」及び「２ 社会情勢の現状、予想される環
境変化及び課題」を踏まえ、５次計画は、男⼥共同参画社会の実現に向けた取組を⼀段と加速させていく
とともに、支援を必要とする⼥性等が誰⼀人取り残されることのないことを目指すことを旨とし、以下の
基本的視点及び取り組むべき事項に留意しながら策定する。なお、ここで「⼥性」には⼥児や若年⼥性が
含まれることは⾔うまでもなく、あらゆる年代の⼥性の支援や必要な保護の視点が重要である。また、性
的指向・性⾃認（性同⼀性）に関することについては、現在広く議論が⾏われているところ、こうしたこ
とを含め、多様性を尊重することが重要であることは当然である。 
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（１）基本的な視点及び取り組むべき事項 
 ① 男⼥共同参画・⼥性活躍は、分野横断的な価値として不可⽋であり、あらゆる分野において男⼥共同   

参画・⼥性活躍の視点を常に確保し施策に反映することが必要である。それが、持続可能な開発目標
（SDGs）の実現にも不可⽋である。また、若年世代を主体とした取組と連携し、時速可能な活⼒ある我  
が国経済社会を次世代に引き継ぐことが重要である。 

 ② 指導的地位に占める⼥性の割合が 2020 年代の可能な限り早期に 30％程度となるよう目指して取組
を進める。さらに、その⽔準を通過点として、指導的地位に占める⼥性の割合が 30％を超えて更に上昇
し、2030 年代には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがな
いような社会となることを目指す。そのため、国際的⽔準も意識しつつ、男⼥共同参画社会基本法第２
条第 2 号に定められている積極的改善措置（ポジティブ・アクション）も含め、人材登用・育成や政治
分野における取組を強化する必要がある。 

 ③ 男⼥共同参画は、男性にとっても重要であり、男⼥が共に進めていくものである。特に、男⼥共同参
画や⼥性活躍の視点を企業組織のみならず、家庭や地域など生活の場全体に広げることが重要となる。
その際、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が男⼥どちらかに不利に働かないよう、メデ
ィアとも連携しながら幼少期から⼤人までを対象に広報啓発等に取り組む必要がある。 

 ④ 人生 100 年時代を⾒据えて、男⼥が健康な生活を実現し、学び続け活躍し続けられる環境の整備、仕
事と家事・育児・介護などが両⽴できる環境の整備に取り組む必要がある。 

 ⑤ AI、I0T 等の科学技術の発展に男⼥が共に寄与するとともに、その発展が男⼥共同参画に資する形で
進むよう取り組む必要がある。 

 ⑥ ⼥性に対する暴⼒をめぐる状況の多様化に対応しながら、⼥性に対するあらゆる暴⼒の根絶に向けて
取組を強化する必要がある。 

 ⑦ 多様な困難を抱える⼥性等に対するきめ細かな支援を⾏うことにより、⼥性が安⼼して暮らせるため
の環境整備を進める必要がある。 

 ⑧ 頻発する⼤規模災害等の経験も踏まえ、男⼥共同参画の視点による防災・復興対策を浸透させる必要
がある。特に、防災・復興の政策・意思決定段階や現場レベルでの⼥性の参画について進める必要があ
る。 

 ⑨ 地域の実情・特性を踏まえた主体的な取組が全国各地で展開されるよう、男⼥共同参画センター等と
の連携を含め、地域における様々な主体が連携・協働する推進体制をより⼀層強化する必要がある。 

 ⑩ ①〜⑨の各視点に沿って男⼥共同参画社会の形成を牽引する人材を育成するための教育や研修が重要
となる。 

 
「第５次 男⼥共同参画基本計画」では、あらゆる分野における⼥性の参画拡⼤が述べられており、各分

野及びそのポイントを次に示す。 
 

【第１分野】政策・方針決定過程への⼥性の参画核拡⼤のポイント 
 〇政党に対し、政治分野における男⼥共同参画の推進に関する法律の趣旨に沿って⼥性候補者の割合を高

めることを要請 
 〇地方議会における取組の養成（議員活動と家庭生活の両⽴、ハラスメント防⽌） 
 〇最高裁判事も含む裁判官全体に占める⼥性の割合を高めるよう裁判所等の関係方⾯に要請 
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【第２分野】雇用分野、仕事と生活の調和におけるポイント 
 〇男性の育児休業取得率の向上 
 〇就活セクハラの防⽌ 
【第３分野】 地域におけるポイント 
 〇地域活動における⼥性の活躍・男⼥共同参画が重要 
 〇固定的な性別役割分担意識等を背景に、若い⼥性の⼤都市圏への流出が増⼤。地域経済にとっても男⼥

共同参画が不可⽋ 
 〇地域における⼥性デジタル人材の育成など学び直しを推進 
 〇⼥性農林⽔産業者の活躍推進 
【第４分野】 科学技術・学術におけるポイント 
 〇若⼿研究者ポストや研究費採択で、育児等による研究中断に配慮した応募要件 
 〇⼥子生徒の理工系進路選択の促進 
【第５分野】 ⼥性に対するあらゆる暴⼒の根絶のポイント 
 〇「性犯罪・性暴⼒対策の強化の方針」に基づき、今後３年間を「集中強化期間」として取組を推進 
 〇「生命（いのち）を⼤切にする」「性暴⼒の加害者にならない」「被害者にならない」「傍観者にならない」

ことを教える教育 
 〇新型コロナウイルス感染症に対応するため、ＤＶ相談支援体制を強化 
【第６分野】 貧困等生活上の困難に対する支援と多様性の尊重のポイント 
 〇ひとり親家庭への養育費の支払い確保 
 〇高齢者、障害者、外国人等が安⼼して暮らせる環境の整備 
【第７分野】 生涯を通じた健康支援のポイント 
 〇不妊治療の保険適用の実現。それまでの間、現⾏の助成制度の⼤幅な拡⼤。仕事との両⽴環境の整備 
 〇緊急避妊薬について検討 
 〇「スポーツ団体ガバナンスコード」に基づく各中央競技団体における⼥性理事の目標割合（40％）の達

成に向けた取組 
【第８分野】 防災・復興等のポイント 
 〇⼥性の視点からの防災・復興ガイドラインに基づく取組の浸透、地方公共団体との連携 のポイント 
【第９分野】 各種制度等の整備のポイント 
 〇税制や社会保障制度をはじめとする社会制度全般について、経済社会情勢を踏まえて不断に⾒直し 
 〇各種制度において給付と負担が世帯単位から個人単位になるよう、マイナンバーも活用しつつ、⾒直し

を検討 
 〇第３号被保険者については、縮小する方向で検討  

〇旧姓の通称使用拡⼤ 
 〇夫婦の⽒に関する具体的な制度の在り方に関し、国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断

も踏まえ、さらなる検討を進める 
【第 10 分野】 教育・メディア等を通じた意識改⾰、理解の促進のポイント 
 〇校⻑・教頭への⼥性の登用 
 〇医学部入試について、男⼥別合格率の開示促進 
【第 11 分野】 男⼥共同参画に関する国際的な協調及び貢献のポイント 
 〇我が国が国際会議の議⻑国となる場合、ジェンダー平等を全ての⼤臣会合においてアジェンダとして取
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り上げる 
 

次表は、第５次 男⼥共同参画基本計画 用語解説から参考となる用語について抜粋したものである。 
用語 解説 
ジェンダー 「社会的・⽂化的に形成された性別のこと。人間には生まれついての生物学的性別

（セックス/sex）がある。⼀方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げ
られた「男性像」、「⼥性像」があり、このような男性、⼥性の別を「社会的・⽂化
的に形成された性別」（ジェンダー/gender）という。「社会的・⽂化的に形成され
た性別」は、それ⾃体良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われて
いる。 

ジェンダー統計 男⼥間の意識による偏り、格差及び差別の現状並びにその要因や現状が生み出す影
響を客観的に把握するための統計のこと。 

ジェンダー主流化 あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため、全ての政策、施策及び事業につ
いて、ジェンダーの視点を取り込むこと。 

ジェンダー予算 政策策定、予算編成、執⾏、決算、評価など予算の全過程に男⼥共同参画の視点を
反映し、男⼥共同参画を促進するようにしていくこと。男⼥共同参画社会の形成に
影響を与え得る全ての施策が対象となり得る。「ジェンダー予算」に定まった⼿法
は確⽴されておらず、各国で多様な取組が⾏われている。 

固定的な性別役割分
担意識 

男⼥を問わず個人の能⼒等によって役割の分担を決めることが適当であるにもか
かわらず、「男は仕事・⼥は家庭」、「男性は主要な業務・⼥性は補助的業務」等の
ように、男性、⼥性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

持続可能な開発のた
めの 2030 アジェン
ダ（持続可能な開発
目標︓ＳＤＧｓ 

「平成 27（2015）年 9 ⽉に国連で採択された、平成 28（2016）年から令和 12
（2030）年までの国際目標。「誰⼀人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・
社会・環境をめぐる広範な課題に総合的に取り組むため、先進国を含む国際社会全
体の目標として、2030 年を期限とする包括的な 17 の目標（Sustainable 
Development Goals:SDGs）を設定。ゴール５ではジェンダー平等の達成と全て
の⼥性及び⼥児のエンパワーメントが掲げられており、すべての目標とターゲット
における進展において死活的に重要な貢献をするものとされている。 

⼥ 子 差 別 撤 廃 条 約
（⼥子に対するあら
ゆる形態の差別の撤
廃に関する条約 

昭和 54 年（1979 年）に国連総会で我が国を含む 130 か国の賛成によって採択さ
れ、昭和 56 年（1981 年）に発効。我が国は昭和 60 年（1985 年）に批准。⼥子
に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、具体的には、⼥子に対する
差別を定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係等あらゆる分野
での男⼥の平等を規定する。なお、同条約第１条において、「この条約の適用上、
「⼥子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除⼜は制限であって、政治的、経
済的、社会的、⽂化的、市⺠的その他のいかなる分野においても、⼥子（婚姻をし
ているか否会を問わない。）が男⼥の平等を基礎として人権及び基本的⾃由を認識
し、享有し⼜は⾏使することを害し⼜は無効にする効果⼜は目的を有するものをい
う。」と規定されている。 

性的指向・性⾃認（性
同⼀性） 

性的指向（Sexual Orientation）とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうの
かを示す概念である。性⾃認（Gender Identity）とは、⾃分の性をどのように認
識しているのか、どのような性のアイデンティティ（性同⼀性）を⾃分の感覚とし
て持っているかを示す概念である。性的指向と性⾃認の頭⽂字を取った「SOGI」
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という用語もある。なお、性的指向については、例えば、レズビアン（同性を恋愛
や性愛の対象とする⼥性）、ゲイ（同性を恋愛や性愛の対象とする男性）、バイセク
シュアル（同性も異性も恋愛や性愛の対象とする人）等の呼称、性⾃認について、
例えば、トランスジェンダー（出生時の⼾籍上の性とは異なる性⾃認を有する人）
等の呼称があり、これらの頭⽂字を取った「LGBT」という用語が、性的少数者（セ
クシュアルマイノリティ）を表す⾔葉の⼀つとして使われることもある。 

ダイバーシティ 「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が⼒を発揮し、
共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。 

無 意 識 の 思 い 込 み
（アンコンシャス・
バイアス） 

誰もが潜在的に持っている思い込みのこと。育つ環境、所属する集団の中で無意識
のうちに脳にきざみこまれ、既成概念、固定観念となっていく。 

リプロダクティブ・
ヘルス/ライツ（性と
生殖に関する健康と
権利） 

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、平成６年（1994 年）
の国際人口開発会議の「⾏動計画」及び平成７年（1995 年）の第４回世界⼥性会
議の「北京宣⾔及び⾏動綱領」において、「人間の生殖システム、その機能と（活
動）過程の全ての側⾯において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、⾝体
的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされている。また、
リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全てのカップルと個人
が⾃分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって⾃由に決定
でき、そのための情報と⼿段を得ることができるという基本的権利、並びに最高⽔
準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされている。な
お、妊娠中絶については、「望まない妊娠の防⽌は常に最優先課題とし、妊娠中絶
の必要性をなくすためにあらゆる努⼒がなされなければならない。」とされている。
定義の詳細については、第４回世界⼥性会議 ⾏動綱領（1995）のパラグラフ 94、
95、106（ｋ）を参照。 

指導的地位 「政策・方針決定過程への⼥性の参画の拡⼤に係る数値目標（「2020 年 30％」の
目標）のフォローアップについての意⾒」（平成 19 年 2 ⽉ 14 日男⼥共同参画会議
決定）においては、「国連のナイロビ将来戦略勧告及びジェンダー・エンパワーメ
ント指数（ＧＥＭ）の算出方法等を踏まえ、①議会議員、②法人・団体等における
課⻑相当職以上の者、③専⾨的・技術的な職業のうち特に専⾨性が高い職業に従事
する者とするのが適当と考える」との意⾒が出されている。 

エンパワーメント ⾃ら主体的に⾏動することによって状況を変える⼒をつけること。 
積極的改善措置（ポ
ジティブ・アクショ
ン） 

男⼥が、社会の対等な構成員として、⾃らの意思によって社会のあらゆる分野にお
ける活動に参画する機会に係る男⼥間の格差を改善するため必要な範囲内におい
て、男⼥のいずれか⼀方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう（男⼥共
同参画社会基本法第２条第 2 号）。また、同法第８条は、国の責務として、国が、
男⼥共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。）を総合的
に策定し、及び実施する責務を有する旨、規定している。男⼥間において形式的な
機会の平等が確保されていても、社会的・経済的な格差が現実に存在する場合には、
実質的な機会の平等を担保するために積極的改善措置（ポジティブ・アクション）
の導入が必要となる。 
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（世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」参考） 

日本のジェンダー平等に関する状況について 

ジェンダー・ギャップ指数 
世界各国のジェンダー平等の程度を

指数にしたもの。１が完全平等。政治参
画・経済参画・教育・健康の４つの分野
で判断される。 
 100 点満点としたとき、日本は 66 点。
世界 156 か国中 120 位（2021 年） 
 教育分野 98 点 健康分野 97 点 
 経済分野 60 点 政治分野  ６点 
 分野別の順位では、経済（117 位）、
教育（92 位）、健康（65 位）政治（147
位）である。 
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～コラムコーナー～   

  ジェンダーとＳＤＧｓについて 

  ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）では、前文に、「すべての人々の人権を実現 
し、ジェンダー平等とすべての⼥性と⼥児のエンパワーメントを達成することを 
目指す」という部分があり、ジェンダー平等の実現は、ＳＤＧｓ全体の目的であ 
ることがわかる。「ジェンダー平等」とは、性別に関わらず、平等に責任や権利や 
機会を分かちあい、あらゆる物事を一緒に決めていくことを意味している。 

目標５「ジェンダー平等を実現しよう」では、次のターゲットが示されている。 
① あらゆる場所におけるすべての⼥性及び⼥児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 
② 人⾝売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての⼥性及び⼥児に対する、公共・私的

空間におけるあらゆる形態の暴⼒を排除する。 
③ 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び⼥性器切除など、あらゆる有害な慣⾏を撤廃する。 
④ 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内に

おける責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 
⑤ 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な⼥性の参画及び

平等なリーダーシップの機会を確保する。 
⑥ 国際人⼝・開発会議（ＩＣＰＤ）の⾏動計画及び北京⾏動綱領、ならびにこれらの検証会議の成果

文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。 
次の目標においても、ジェンダー平等が関係している。 

 目標 ターゲット 
目標 3 
 
 

すべての人に健康と福祉を 「性と生殖に関する保健サービスをすべての人々
が利⽤できるようにする」 

目標４ 質の高い教育をみんなに 「すべての⼥児及び男児が、適切かつ効果的な学習
成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教 
育及び中等教育を修了できるようにする」 

目標８ 
 

働きがいも経済成⻑も 「若者や障害者を含むすべての男性及び⼥性の、完
全かつ生産的な雇⽤及び働きがいのある人間らし
い仕事、ならびに同一価値の労働についての同一賃
⾦を達成する」 

目標 16 
 
 

平和と公正をすべての人に 「あらゆる場所において、すべての形態の暴⼒及び
暴⼒に関連する死亡率を⼤幅に減少させる」 

日本のジェンダー平等に関する状況を世界各国と比較する際にもちいられる数値にジェンダー・ギャッ 
プ指数（世界経済フォーラムが作成）がある。日本のジェンダー・ギャップ指数は世界 156 か国中
120 位（2021 年）であり、今後、スピード感を備えた推進が必要である。 
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第２章 実 践 編 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ここでは… 
 具体的な指導事例について記載しています。 

（１）幼稚園における展開例 
（２）⼩学校における展開例 
（３）中学校における展開例 
（４）⾼等学校における展開例 
（５）特別⽀援学校における展開例 
                    です。 
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指導事例の活⽤に当たって 

 
 性に関する指導は、人間尊重、性別に関わらず誰もが平等であるという精神に基づき人格の発達を目指す
指導であり、人間としての在り方、生き方に直接に係る教育活動である。 
 近年では、児童・生徒等の性意識・性感情の形成や性⾏動の低年齢化・活発化、あるいは社会における性
情報の氾濫や性の価値観の多様化、複雑化などにより、性に関する指導における課題も多様になってきてい
る。 
 
 そのため、学校における性に関する指導は、常に児童・生徒等の実態等を的確に把握し、社会
の変化などにも十分対応しつつ、特定の教科や領域としてではなく、学校教育活動全体を通じて
効果的に進められるようにすることが⼤切である。 
 
  
 各教科、特別の教科 道徳、特別活動の内容には体の発育・発達や性に関する事柄が含まれているが、そ
れらは、必ずしも性に関する指導の目標を実現するために選択されたものとはいえない。 
 そのため、学校における性に関する指導を計画的、体系的に実施するためには、各学校の性に関する指導
の目標を実現するために必要な内容を適切な学年や時期に位置付けるなど、それらの指導学年や時期なども
検討した上で、各教科、特別の教科 道徳、特別活動等の内容と関連付け、学校の教育課程に位置付けるこ
とが必要となる。 

 
その際、児童・生徒等が自ら学び、考えることによって自己の生き方を築いていくためにふさわしい、す

なわち「生きる⼒」の育成に役⽴つような内容に精選することが求められる。学校における性に関する指導
を生涯学習の一環として位置付け、児童・生徒等が学校における性に関する学習を生涯にわたる重要な課題
の一つと捉えさせるとともに、各発達段階において解決すべき課題に気付かせ、解決に必要な事柄を考えさ
せることによって、解決のための実践的な能⼒や資質を⾝に付けさせることが重要である。 
 
 
 

なお、本⼿引きに掲載している指導事例については、あくまでも例であり、各学校、各クラス等の実態に
合わせて、子どもたちにとって深い学びにつながるよう、指導内容について計画していただきたい。 
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幼稚園における展開例 

４歳児・５歳児「じぶんのからだは、とってもだいじ」     
（就学前教育） 

 
１．題材名  じぶんのからだは、とってもだいじ 
 
２．幼児期におけるねらい 
〇自分と相⼿の体を⼤切にできるようにするために、以下について、幼児の発達段階に応じてできるように
していく。 
・自分の体は自分だけのものであり、⼤切にすること。 
・自分だけの⼤切なところ（「⽔着で隠れる部分」等）は、⾒せたり、触らせたりしてはいけないことを意識
すること。（⽔着で隠れる部分は、「プライベートゾーン」、「プライベートパーツ」といわれることもある。） 
・自分の体を⾒られたり、触られたりして嫌な気持ちになったときの対応方法を⾝に付けること。 
・自分の体と同様に、相⼿の体も⼤切にすること。 
・相⼿の⼤切なところを⾒たり、触ったりしてはいけないことを意識すること。 
 
３．題材について 
 幼児期の教育は生涯の人格形成の基礎を培う重要なものである。そのため、園での生活や他の幼児とのか
かわりを通して、自分自⾝を⼤切にすること、相⼿を尊重する気持ちを育んでいくことが⼤切である。そし
て、これらを基盤に、自分と相⼿の⼤切なところを守るルール、自分の体を⾒られたり、触られたりして嫌
な気持ちになったときの対応方法について、遊びや日常生活を繰り返し伝えることが重要である。 
 また、異性の体の違いに気付き、興味をもち始める幼児もいる。幼児を性暴⼒の加害者・被害者にしない
ためにも、「自分だけの⼤切なところ」という⾔葉を知らせ、「自分の体は自分で守る」という意識を育てる
ようにするとともに、相⼿の体も⼤切にできるようにすることが⼤事である。 
 そこで、この題材では、「自分の体も相⼿の体も⼤切にしよう」という気持ちを育むとともに、自分の体を
⾒られたり、触られたりして嫌な気持ちになったときの対応方法について教材を紙芝居形式にして伝える。
ただし、幼児期は遊びや生活を通して学ぶ時期であることから、紙芝居の活用のみではなく、園での生活の
中で機会を捉えて指導することが⼤切である。その際は、紙芝居をテーマごとに切り分けて使用する。例え
ば、プール等、一⻫に着替える場⾯があるときに、「じぶんだけのだいじなところ」のテーマの部分を用いて、
自分だけの⼤切なところについて伝えるなど、効果的な場⾯を捉えて指導する。 
 
４．活動内容  

テーマ 内容 指導上の留意点 教材等 
じぶんのからだ 
 
 
 
 

〇自分の体は自分だ
けの⼤切なものであ
ることに気付く。 
〇相⼿の体も⼤切で
あることを理解す
る。 

・自分の体を⼤切にするためにできることが何かを考え
させる。 
・自分自⾝を⼤切にすること、相⼿を尊重する気持ちを育
むことを基盤に、幼児の疑問や気付きを⼤切にすること
で、幼児なりにその必要性を理解できるようにする。 
・けがをしたときや⾏事等でも「自分の体も相⼿の体も⼤
切にしよう」という気持ちを育むようにする。 

教材 P.1~6 
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５．展開例「いやなきもち」 
（１）本時の目標 ・嫌な気持ちになる触り方について考え、対応方法を知る。 
（２）展開     ︓発問・指⽰など 

 
（３）資料等 ・⽂部科学省ホームページ「生命の安全教育教材（幼児期）」 
 

じぶんだけの 
だいじなところ 
 
 
 
 
 
 
 

〇自分だけの⼤切な
ところ（「⽔着で隠れ
る部分」等に気付く。 
〇自分だけの⼤切な
ところは⾒せたり、
触らせたりしてはい
けないことを理解す
る。 
〇相⼿の⼤切なとこ
ろを⾒たり、触った
りしてはいけないこ
とを理解する。 

・⽔着で隠れる部分だけではなく、口や顔、その他の部分
を含め、どのような場所が⼤事か、具体的な場⾯を思い起
こさせながら、自分の体は全てが⼤切であることを伝え
る。 
・実際の性暴⼒においては、⽔着で隠れる部分への接触だ
けでなく、体をなでる、顔にキスをするといった⾏為が多
いことを念頭に、「⽔着で隠れる部分」のみが⼤事である
という伝え方にならないよう注意する。 
・家族や⾝近な人から性暴⼒被害を受けている幼児がい
る可能性があることを意識した上で、指導する必要があ
る。 
・性暴⼒被害を受けた、もしくは受けている可能性がある
幼児がいれば、特に注意深く様子を⾒守ったりするなど配
慮する。また、必要に応じて⽀援をする。 

教材 P.８〜12 

いやなきもち 〇嫌な気持ちになる
触り方について考
え、対応方法を知る。 

・日常生活で起こり得る、急に抱きついたり、着替えをじ
ろじろ⾒たりするような場⾯を通して、自分の体に触られ 
て嫌や気持ちになったり、びっくりしたりする触り方が 
嫌な触り方であることに気付かせる。 
・嫌な触られ方をしたときに相談する「安心できる⼤人」
について考えさせ、例として、園の教職員や家族等がいる
ことを伝える。 
・嫌な触られ方をしたときの対処法について考えさせ、も
し嫌な触られ方をしたときにはどうしたらよいか、具体例 
をもとに確認する。 

教材 P.13〜18 

主な活動 ○指導上の留意点  
 

 
 

〇日常生活での場⾯を通して、自分の体に触られて 嫌や
気持ちになったり、びっくりしたりする触り方があること
に気付かせる。 
〇遊びの中でも嫌がるのを無理に誘ったり、自分にされて
嫌なことを他の幼児にもしたりしないことを確認する。 
〇性的ないじめにつながるスカートめくりやズボン下ろ
し等も嫌な触られ方であることを伝える。 
 
もし嫌な触られ方をしたときには、 
「いやだという」、「逃げる」、「安心 
できる⼤人に言う」ことを確認する。 
 
〇「安心できる⼤人」について考えさせ、園の教職員や家
族等がいることを伝え、すぐに相談することも確認する。 
〇相談のシミュレーションをするなど、より具体的な伝え
方について練習できるとよい。 

みんなで遊んでいるとき、びっくりしたり、いやな
きもちになったりするさわられかたをしたことがあ
るかな。どんなときかな。 

いきなりさわられたり、じろじろみられたりした
ら、びっくりしたり、いやなきもちになるよね。 

じぶんだけのたいせつなところさわられていや 
なきもちになったら、どうすればいいかな。 
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６．保護者への対応 
〇家庭との連携を⼗分に図り、保護者への「性に関する指導」や「生命の安全教育」に関する理解が深まる
よう、配慮する。 
〇保護者から相談が寄せられた場合は、状況に応じて専⾨機関の紹介を⾏うなど、対応を事前に検討してお
く必要がある。 
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小学校における展開例 

低学年「じぶんのからだ」（特別活動）   
 
１．題 材 名 「じぶんのからだ」 
   ※⽂部科学省ホームページ「性犯罪・性暴⼒対策の強化について」教材等より 
 
２．教育課程上の位置づけ 

特別活動 学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成⻑及び健康安全 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
３．指導の目標 
（１）自分の体の⼤切さに気付くとともに、他の人の体も⼤切にしようとすることができるようにする。 
（２）自分の体を⾒られたり、触られたりして嫌な気持ちになる場合について考え、このような場⾯で⾝を

守る対応方法を⾝に付けることができるようにする。 
 
４ 本時の指導 
（１）指導のねらい 
  〇低学年の児童にとって、⾝体的な痛みや不快感といった感覚は気付きやすく、その対策も経験の中か

ら⾝に付けている場合が多いが、普段から自分の体を⼤切に守ろうという意識を持つのは難しい。本
時を通して、自分の体を⼤切に守るということや、そのために取るべき対策を考え始め、日常生活で
実践する契機としたい。 

（２）学習方法 
  〇けがをした時の対応をイメージする。（友達がけがをした場合の対応も考える。） 
  〇自分の体（特に人には⾒せない部分）を⼤切にすることをイメージする。 
  〇体のことで嫌な気持ちになったり、させてしまったりする場⾯を考え、対応を学ぶ。 
（３）評価規準 
  〇自分の体を⼤切にする方法や、いやな気持ちになる場合の対応について考え、判断している。 
（４）指導上の重点・配慮事項 
  〇友だちからのいじめや虐待等の経験がある児童を事前に把握できている場合には、事前に保護者等へ

情報提供したり、個別⾯談を⾏ったりしたうえで授業を⾏う。 

イ より良い人間関係の形成 
 学級や学校の生活において互いのよさを⾒付け、違いを尊重し合い、仲よくしたり信頼し合ったりして生
活すること。 

ウ 心⾝ともに健康で安全な生活態度の形成  
現在及び生涯にわたって心⾝の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から⾝を守り安全に⾏動

すること。 
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５．授業展開例 
   ︓発問・指⽰など 

※参考資料等 
 ① ⽂部科学省 生命の安全教育 指導の⼿引き（⼩学生低・中学年） 
 ② 同 ⼩学生（低・中学年）向け 教材例  
 
６．他教科等との関連 
 生活科 （２）家庭生活を⽀えている家族のことや自分でできることなどについて考え、自分の役割を積

極的に果たすとともに、規則正しく健康に気を付けて生活することができるようにする。 
 特別の教科 道徳 ［節度・節制］・［生命の尊さ］ 

 主な学習内容・学習活動 ○指導上の留意点  

主
な
学
習
内
容
・
学
習
活
動 

・自分の体は自分だけの⼤切なものであることを理解す 
る。 

 
・他の人の体も⼤切であることを理解する。 
 
 

自分の体を⼤切にするためにできることを考えよう。 
 

〇日常生活の場⾯のイラストを⽰して、自分の体は
自分だけのもので⼤切であることを伝える。例えば、
けがをしたときは、痛くなくなるようにしたり、け
がが治るようにしたりすることで、自然と自分の体
を⼤切にしていることを伝える。同様に、他の人の
体も⼤切であることを伝える。 
 
〇自分の体を⼤切にするためにできることは何かを
考えさせる。（例 食べる、寝る、運動する等） 

 
 
 
・自分だけの⼤切なところ（「⽔着で隠れる部分」等）を 

知る。 
・自分だけの⼤切なところは、人に⾒せたり、触らせたり 

してはいけないことを理解する。 
・他の人の⼤切なところを、⾒たり、触ったりすることも 

いけないことを理解する。 
 
 
 
 

〇⽔着で隠れる部分だけでなく、どのような場所が
⼤切か考えさせる。（口、顔、頭…など考えを広げる。） 
 
〇日常生活の場⾯のイラストを⽰して、自分だけの
⼤切なところを守るためのルールを伝える。 
〇日常生活の場⾯のイラストを⽰して、他の人の⼤
切なところを守るためのルールを伝える。 
〇自分の体を触られてびっくりしたり、嫌な気持ち
になったりする場⾯について考えさせる。 
〇嫌な触られ方をしたときに相談する「安心できる
⼤人」について考えさせ、例えば学校の先生や養護
教諭、家族等がいることを伝える。 
〇もし、嫌な触られ方をしてしまっても、「触られた
人が悪いわけではないよ」ということを伝える。 
〇加害経験がある児童を個人的に責めるような発⾔
をしてはいけない、という指導が必要である。 
 
嫌な触られ方をしたときの対処 
方法を考え、全体で確認する。 
 
 

 
 
・学習のふり返りを記入する 

 
 

自分の体を触られて嫌な気持ちになる場⾯について 
考え、対応方法を考えよう。 
 

考えた対応方法を発表しよう。 

自分の体を⼤切にするためにできることを考えよう。 
 

⾃分のいのちや体を⼤切にするために、⾃分がで
きることを考えるようにする。 
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小学校における展開例 

第１学年「がっこうだいすき」（生活科）    
 
１．単 元 名 「がっこうだいすき」 学習指導要領 内容（1） 
 
２．単元の目標 

学校生活に関わる活動を通して、学校の施設の様子や学校生活を⽀えている人々や友だち、通学路の様子
やその安全を守っている人々などについて考えることができ、学校での生活は様々な人や施設と関わってい
ることが分かり、楽しく安心して遊びや生活をしたり、安全な登下校をしたりしようとする。 
 
３．単元について 
 性暴⼒の被害者を防ぐという視点から、入学間もない児童に、安全な登下校について指導することは重要
である。この単元での学校生活に関わる活動とは、学校の施設に加え、通学路にあるものを⾒付けたり、そ
こにいる人と触れ合ったりするなどして安心して学校生活を送ることができるようにすることである。その
ために学校の中を探検する活動に加えて、通学路を歩いて様々な発⾒をする活動を⾏うことが考えられる。 
 この単元では、児童が、学校の施設の様子、学校生活を⽀えている人々や友だち、通学路やその安全を守
っている人々の存在を知り、自分とどのように関わっているかを考えていく。児童を取り巻く環境が変化す
る中、登下校も含めて、楽しく安心で安全な生活ができるようにすることが課題となっている。ここでは、
人通りの少ないところや⾞が多い道など、危険な個所を確認するとともに、子ども 110 番の家を確認するこ
とや、児童の安全を⾒守る地域ボランティアの人などとの関わりを持つことなども考えられる。また、危な
いことや困ったことがあったときに、助けを求めることができる場所や人を⾒付けることも考えられる。 
 こうした活動を通して、学校での生活は様々な人や施設と関わっていることが分かり、楽しく安心して遊
びや生活をしたり、自分で自分の⾝を守り、安全な登下校をしたりしようとすることを目指していく。 
 
４．単 元 計 画（スタートカリキュラムとして関連する教科等と横断的に扱う） 
時間 学習項目 目標 学習活動 
第１〜4 時 

 

学校のことを
知ろう 

・友達と教室や学校を⾒て回り、園の施設と
同じところや違うところを探しながら、学校
の施設の場所や使い方に気付き、安心して学
校生活ができるようにする。 

〇学校での過ごし方や、教室や施設
の使い方を考える。 
〇友達と自己紹介をしたり、遊んだ
りする。 
〇校庭や学校の中を歩いてめぐり、
⾒つけたものや出会った人について
絵カードに書いて掲⽰する。 
〇友達と校庭の遊具や生き物を探し
て遊んだり学校を探検したりする。 

第５〜７時 みんなと仲良
くなろう 

・友達や学校生活を⽀える人と関わり、友達
の存在やよさに気付き、安心して学校で遊び
や学習をすることができるようにする。 

第８〜10 時 学校を探検し
よう 

・友達のもっている施設の情報と自分の思い
を照らし合わせて、学校の中で探検したい場
所を選び、実際に探検して学校の施設の特徴
に気付くことができるようにする。 
 

○掲⽰した絵カードをヒントに班ご
とに学校探検に⾏く。 
〇出会った人、⾒付けた物、ことに
ついて伝え合い、知りたいことを話
し合い、別の場所へ学校探検に⾏く。 
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第 11〜13 時 学校にいる人
と仲よくなろ
う 

・学校にいる人を⾒付けることや話しかける
ことを通して、学校にいる人々の働きや役割
に気付き、繰り返し関わろうとすることがで
きるようにする。 

〇出会った人について気付いたこと
を話し合い、出会った人は何のため
にどんな仕事をしているのか、観察
したりインタビューしたりする。 

第 14〜15 時 ⾒付けたこと
を伝え合おう 

・学校を探検して⾒付けたことを友達と伝え
あい学校生活は様々な人や施設に⽀えられて
いることに気付き、安心して学校生活ができ
るようにする。 

○学校探検で出会った人、⾒付けた
物から伝えたいことを決め、絵や実
物、画像、動画等を使って発表し合
い、気付いたことを話し合う。 

第 16〜19 時 通学路を歩こ
う 

・みんなで通学路を歩き、自分の登下校の様
子を思い起こしながら、安全を守るための
110 番の家や地域ボランティアの人に気付く
ことができるようにする。 

○通学路にある安全を守るための物
や人について話し合い、学校周辺の
通学路のコースをみんなで歩く計画
を⽴て、実際に歩いてみる。 

第 20 時 ⾒つけたこと
を伝え合おう 

・通学路を歩いて⾒付けたことを友達と伝え
あい、登下校は様々な人に⽀えられているこ
とに気付き、安心して学校生活ができるよう
にする。 

○通学路で出会った人、⾒付けた物
を、画像、動画等を使って発表し合
い、気付いたことを話し合う。 

 
５．展 開 例（20／20） 
（１）本時の目標 
  ・通学路を歩いて⾒付けたことを友だちと伝えあい、登下校は様々な人や施設に⽀えられていることや、

危ないことや困ったことがあったら助けを求めることができることに気付き、安心して登下校ができ
るようにする。（知識及び技能の基礎） 

 
（２）展開     ︓ねらい      ︓学習内容      ︓発問・指⽰など 
 

 主な学習内容・学習活動 ○指導上の留意点 ◆評価 

 
 

 
主
な
学
習
内
容
・
学
習
活
動 

・通学路を歩いたことについて思い出し、どのよう
な発⾒があったか学級全体で共有する。 

○前時にみんなで歩いた通学路について思い出し、出会
った人、⾒付けた物についていくつか思い出す。 

・本時のめあてを確認する。 
 
 
 
・出会った人や⾒つけた物、場所などについて、グル

ープの友だちと話しながら振り返る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
○⾒付けた物や場所について、グループの中で順番に紹

介するよう声かけする。 
○発⾔ができない子には、写真や動画などを活用して振

り返りながら発⾔するよう促す。 
 
・地域の安全を守る人 
・安全に登下校できるように⾒守る人 など 
・会うとあいさつをしたり、笑顔で⾒送ってくれたりし

てくれる 
・交番 
・「子ども 110 番の家」  
・ピーガルくんのステッカー など 
 

通学路で⾒つけたことを伝え合おう。 

みんなは通学路で、どんな人と出会いました
か。また、どんな物を⾒つけましたか。グルー
プの友達といっしょに思い出してみましょう。 
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（３）資料等 

スタートカリキュラムスタートブック ⽂部科学省 国⽴教育政策研究所 教育課程研究センター 平成 27 年 1 月 

発達や学びをつなぐスタートカリキュラム ⽂部科学省 国⽴教育政策研究所 教育課程研究センター 平成 30 年３月 

 

６．他教科等との関連 
スタートカリキュラムとして、教科等横断的に扱う︓国語、算数、⾳楽、図⼯、体育、道徳、学活 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 〇交番や「子ども 110 番の家」の他にも、お店やコン
ビニ、スーパー、児童館、幼稚園など、たすけをもと
めるところについて出し合う。 

 
危ないことや困ったことがあったら、 
⾃分から声を出したり、安心して逃げ 
られる場所を知っておいたりするなど、 
具体的に⾏動できるようにしておく。 
 
 
 
 
◆通学路には自分たちの安全に関わっている人や場所

がたくさんあることに気付いている。（知識及び技能
の基礎）（発⾔） 

 
 
 
 
 
 
 
・自分たちが毎日通る通学路で新しい発⾒があった

らカードに絵を描いて教室の発⾒コーナーに掲⽰
することを確認する。 

○グループで話し合った内容をいくつか紹介する。 
〇必要に応じて、画像、動画等を使って発表する。 

例︓人通りが少ない場所にも「こども 110 番の家」
があって、安心した。 
困ったときには、児童館に助けを求めることができ
るとわかった。 

 
 
 

通学路には自分たちの安全を守ることに関わっている人や場所がたくさんあることに気付く。 

通学路で危ないことや困ったことがあったら、
みんなはどうしますか。グループの友だちと考
えてみましょう。 

通学路で出会った人、⾒付けた物を⾒ながら、

話し合ったことをグループごとに紹介してくだ

さい。 
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小学校における展開例 

第２学年「どきどき わくわく まちたんけん」（生活科）
    
１．単 元 名 「どきどき わくわく まちたんけん」 
 
２．単元の目標 

地域の様々な場所を訪問したり利用したりする活動を通して、地域の場所と自分との関わりを⾒つけ、
地域には様々な場所があり、様々な人がいることに気付くとともに、地域の場所や人に親しみを持ち、
適切に接したり、安全に気を付けて生活したりしようとすることができるようにする。 

 
３．単元について 

２年生となった児童は、成⻑とともに、学校や家庭を中心とした生活から、友だちや地域の人々、⾝
の回りの環境などとのかかわりを通して、自分たちの地域へと生活の場を広げていく。地域で友達と遊
んだり、買い物をしたり、子ども会の活動に参加したりするなどして、様々な人々や場所と関わって生
活するようになっていく。 

地域とのかかわりをさらに深めていくために、実際に地域にでかけ、地域で生活したり働いている人々
の姿を⾒たり話を聞いたりするなどして、地域の物や場所、地域の人、それらが自分とどのように関わ
っているかを考えることを体験させたい。その中で、自分の⾝の回りには、様々な場所があり、様々な
人たちが生活していること、そこには様々な仕事があり、それらの仕事に携わっている人たちがいるこ
と、それらの関係や自分との関わりに気付く必要がある。 

さらに、性暴⼒の被害の防止という視点からも地域での子どもたちの安全な生活に向けては、児童自
⾝が事故やけがなどがなく、安全に生活できると同時に、安全で安心な場所としての地域の一員になる
ことが⼤切である。そのためには、安全に気を付けながら、遊んだり場所や物を使ったり、人々と接し
たりすることが必要となる。地域の人々や場所や実際に関わることを通して、より安全な遊び方や場所・
物の使い方、人との接し方を児童自⾝が⾝に付けるようにしていくことが望まれる。 

 
４．単 元 計 画 
時間 学習項目 目標 学習活動 
第１時 まちのことをは

なそう 
・友達と⾝近な地域のことを話す中で、自分
の知っている場所やまだ知らない場所など
いろいろな場所があることに気付き、地域
に探検に⾏きたいという思いを⾼めること
ができるようにする。 

○地域で、自分のお気に入りの場所
や興味のある場所、不思議に思って
いる場所などについて話し合う。 

第２時 たんけんの計画
を⽴てよう 

・⾏ってみたい場所や⾒て⾒たいものを思
い描きながら、友達や自分の生きたい場所
や時間に応じて、探検する場所を調整した
り、順番を変えたりして、探検の計画を⽴て
ようとすることができるようにする。 

○探検に⾏きたい場所について話し
合い、探検先ごとのグループをつく
る。 

第３時 ○グループごとに探検の計画を⽴
て、計画表に記入する（探検する順
番や通る道、役割、持ち物、探検の
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ルールやマナーなど） 

第４時 ○探検の計画や、探検のルール・マ
ナーを確認し、探検にでかける準備
をする。 

第５〜７時 まちたんけんを
しよう 

・定められた時刻を守って地域を探検する
中で、⾒付けた物や場所について自分の生
活と結びつけながら地域の人に質問し、そ
れらの場所や物が自分の生活と関わってい
ることに気付くことができるようにする。 

○グループごとに探検に⾏く。 

第８時 ⾒つけたことを
つたえ合おう 

・探検で⾒付けたことを交流する中で、地域
には自分たちの安全な生活や楽しい生活に
関わっている場所がたくさんあることに気
付き、それらを自分たちの生活に取り入れ
ようとすることができるようにする。 

○探検で⾒付けたことをグループご
とに振り返り、気付いたことを記録
カードにかく。 

第９時 ○⾒付けたことの中で、いちばん伝
えたいことを付箋にかき絵地図に貼
る。 

第 10 時 ○絵地図を⾒ながら、自分たちが⾒
つけたことやわかったことなどを発
表する。 

 
 
５．展 開 例（８／10） 
（１）本時の目標 
  ・探検で⾒付けたことを交流する中で、地域には自分たちの安全な生活や楽しい生活に関わっている場

所がたくさんあり、危ないことや困ったことがあるときに助けてくれる施設があることに気付く。（知
識及び技能の基礎） 

 
（２）展開     ︓ねらい      ︓学習内容      ︓発問・指⽰など 
 

 主な学習内容・学習活動 ○指導上の留意点 ◆評価 
 

 
 

主
な
学
習
内
容
・
学
習
活
動 

・まちたんけんに⾏ったことについて思い出し、ど
のような発⾒があったか学級全体で共有する。 

○前時に⾏った、まちたんけんについて思い出し、⾒つけ
て「すごいな」と思ったことを中心にいくつか共有する。 

・本時のめあてを確認する。 
 
 
・⾒つけた物や場所について、グループの友だちと
話しながら振り返る。 

 
 

 
 
 
 
・わたしのまちの「すてきなところ」、「自分たちの
生活に関係しているところ」、「新しく発⾒したこと」
などを「⾒つけたよカード」にまとめる。 

 
 
 
○⾒付けた物や場所について、グループの中で順番に紹介
するよう声かけする。 
○発⾔ができない子には、たんけんの計画書を⾒て、振り
返りながら発⾔するよう促す。 

 
 
 
 

○「⾒つけたよカード」にまとめる際の視点を⽰す。 
□すてきなところ 
 ・自然公園 

まちたんけんで⾒つけた物や場所について、グループごとに振り返ろう。 

みんなはまちたんけんで、どんな物を⾒つけま

したか。また、どんな場所を⾒つけましたか。

グループの友達といっしょに思い出してみまし

ょう。 
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（３）資料等 

○見つけたよカード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  ・川沿いの桜並木 
  ・花畑       など 
□自分たちの生活に関係しているところ 
 ・交番 
 ・こども 110 番の家 
  ・児童館      など 
□新しく発⾒したこと 
  ・ツバメの巣がある建物 
  ・レンゲの花が咲く空き地 
  ・⼤きなおまんじゅうのあるお菓子屋さん  など 
 
 
 

◆地域には自分たちの安全な生活や楽しい生活に関わっ
ている場所がたくさんあることに気付いている。【知・技
の基礎】（⾏動観察・⾒つけたよカード） 
 
地域には⾃分たちの安全を守ってくれて 
いる人や、困ったことがあるときには助 
けてくれる施設があることに気付かせる。 
 

・「⾒つけたよカード」に書いたことを学級全体で紹
介し合う。 

 
 
 
 
 
 

・次回は、「⾒つけたよカード」をもとに、学級の「ま
ちたんけんマップ」を作ることを知る。 

○「すてきなところ」、「自分たちの生活に関係していると
ころ」、「新しく発⾒したこと」などのそれぞれの視点に分
け、「⾒つけたよカード」に書いた内容をいくつか紹介し
てもらう。 
例︓自分たちの生活に関係しているところ 

「こども 110 番の家が、いろいろなところに、たくさ
んあった。」 

 
○⾒つけた物や場所についてまとめる「まちたんけんマッ
プ」のもと（⽩地図）を⾒せる。 

 

地域には自分たちの安全な生活や楽しい生活に関わっている場所がたくさんあることに気付く。 

「まちたんけん」見つけたよカード 名前 

すてきなところ 

 

生活にかんけいしているところ 

 

あたらしくはっけんしたところ 

 

みんながまちたんけんで⾒つけてきた物や場所
について、このまちの「すてきなところ」「自分
たちの生活に関係しているところ」「新しく発⾒
したこと」に分けながらまとめましょう。 

「⾒つけたよカード」にまとめた、このまちの

「すてきなところ」「自分たちの生活に関係し

ているところ」「新しく発⾒したこと」をグル

ープごとに紹介してください。 
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小学校における展開例 

第２学年「⼤きくなるっていうことは」（生活科）   
 
１．単 元 名 「⼤きくなるっていうことは」 
 
２．単元の目標 

自分自⾝の生活や成⻑を振り返る活動を通して、自分のことや⽀えてくれた人々について考えることがで
き、自分が⼤きくなったこと、自分でできるようになったこと、役割が増えたことなどが分かるとともに、
これまでの生活や成⻑を⽀えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成⻑への願いを持って、意欲
的に生活しようとする。 
 
３．単元について 
 自分の成⻑を実感し、その喜びを感じ、感謝の気持ちを持つことは、夢や希望を持って、前向きに生活し
ていくために⼤切なことである。 

この単元では、自分自⾝の生活や成⻑を振り返る活動を通して、自分のことや⽀えてくれた人々について
考えることができ、自分が⼤きくなったこと、自分でできるようになったこと、役割が増えたことなどが分
かるとともに、これまでの生活や成⻑を⽀えてくれた人々に感謝の気持ちを持ち、これからの成⻑への願い
をもって、意欲的に生活できるようにすることを目指している。 

体が⼤きくなるなどして心も体も成⻑したこと、技能が習熟し様々なことができるようになったこと、自
分の役目が増え役目を果たすことができるようになったことに加え、優しい気持ち、他者への思いやり、我
慢する心など内⾯的な成⻑に気付きを深めていくことも⼤切である。それぞれの児童が自分の成⻑を多⾯的
に振り返るとともに、自分の成⻑を⽀えてくれた人々との関わりを意識していくことが⼤切である。 
 
４．単 元 計 画 
時間 学習項目 目標 学習活動 
第１〜３時 

 

⼤きくなった自分の
ことを振り返ろう 

・これまでの作品などを⼿がかりに、
過去と現在の自分を比較しながら、自
分の成⻑について振り返る中で、自分
でできるようになったことや⼤きく
なったことに気付き、もっと自分のこ
とについて調べることができるよう
にする。 

〇クラスで掲⽰物や写真を⼿がか
りに、入学からの 2 年間を振り返
る。 
〇自分の作品などを⾒て、2 年間の
成⻑を振り返る。 
〇それぞれの振り返りをまとめ、
グループで話し合う。 

第４〜９時 ⼤きくなった自分の
ことを調べよう 

・自分のことを知りたいという思いを
もち、振り返ったことや聞き取ったこ
とをもとに自分の成⻑について調べ
る中で、優しさや思いやり、我慢する
心など、内⾯の成⻑に気付くことがで
きるようにする。 
 

〇友達との関わりを振り返り、互
いのステキなところを交換し合
う。 
〇お世話になった人に自分の成⻑
についてインタビューする。 
〇これらを⼿がかりに、自分の成
⻑について考え、グループで話し
合う。 
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第 10〜18 時 ⼤きくなった自分の
ことをまとめよう 

・自分の成⻑についてまとめたいとい
う思いをもち、最も表現したいことを
選ぶ中で、自分自⾝のよさや可能性に
気付くことができるようにする。 

○調べたことをもとに、何につい
て、どのように⼯夫して表現する
か決め、まとめていく。 
〇友達と紹介し合い、振り返る。 

第 19〜27 時 ⽀えてくれた人にあ
りがとうの気持ちを
伝えよう 

・自分の成⻑と、それを⽀えてくれた
人を関連付け、感謝の気持ちを伝える
中で、自分はたくさんの人に⽀えられ
て成⻑していることに気付き、これか
らも意欲的に生活しようとすること
ができるようにする。 

〇自分の成⻑についてのまとめを
発表する会に招待したい人を決
め、発表会の計画を⽴て、準備を
し、発表会を開く。 
〇発表会を振り返り、話し合う。 
 

 
５．展 開 例（４／27） 
（１）本時の目標 
  ・友だちとの関わりを振り返る活動を通して、友だちのよいところに気付くとともに、自分のよいところやできる

ようになったことに気付くことができるようにする。（知識及び技能の基礎） 
 
（２）展開     ︓ねらい      ︓学習内容      ︓発問・指⽰など 
 

 主な学習内容・学習活動 ○指導上の留意点 ◆評価 

 
 

 

主
な
学
習
内
容
・
学
習
活
動 

・普段の生活の中で気付いた、友だちのよいところ
について発⾔する。 
・自分のよいところについても発⾔する。 

○数名の児童の気付きを取り上げ、「よいところ」とそ
のことに気付けた発表者を認める。 
○自分のよいところについて、気付いたことを発⾔する
ように促す。（多く出てこないことについて触れ、自分
のよいところ探しは難しいことを確認する。） 

・本時のめあてを確認する。 
 
 
 
 
 
 
・普段の生活などを振り返りながら、活動班の友だ
ちのよいところについて、自由にカードに書く。 
 
 
 
 
 
 
・カードに書いたことを読みながら、友だちによい
ところを伝える。 
・互いのカードを交換し合う。 
 
 
 
 

 
 
 
○子どもたちの書き進め方を⾒守りながら、具体の場⾯
などをイメージするよう声をかける。 
○相⼿のよいところだけでなく、自分の気持ちも書き足
すとより伝わりやすくなることをアドバイスする。 
○活動班の友だちのよいところを書き上げた子には、他
の活動班の友だちのよいところについても書くように
促す。 
◆【友だちのよいところについて気付いている。】（知
識・理解の基礎） 
○カードに書いたことを、友だちに読んで聞かせてから
渡すよう伝える。 
○カードの交換の様子を⾒守りながら、交流が進まない
児童に声をかける。 
○事前に担任が書いておいたカードも、子どもたちに渡
していく。 
 
○何枚のカードを書いてもらったかではなく、書いても
らった内容が⼤切であることを伝える。 
 

友だちのよいところ、自分のよいところやできるようになったことに気付こう。 

「ここがいいねカード」に、友だちのよいとこ

ろを書きましょう。 

「ここがいいねカード」に書いたことを、友だち
に伝えましょう。 

友だちからもらった「ここがいいねカード」を 
⾒直しましょう。 
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６．他教科等との関連 
・発表会の準備について教科横断的に扱う︓国語、⾳楽、図⼯、道徳、学活 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・友だちからもらったカードを⾒直し、自分のよい
ところやできるようになったことについて考える。 
 
 

○一人ひとりがもらったカードを一緒に⾒ながら共感
する。 
 
「⼒もち、⾷べるのが速い」のような 
⾝体の成⻑に関する発言が出たら、体 
の発育には個人差があること、一人ひ 
とりの違いを認め合うことなどを全体 
で確認する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・振り返りシートに感想を記入する。 

 
○友だちからカードをもらって、どのような気持ちにな
ったかを書くように声かけする。 
◆【自分のよいところやできるようになったことについ
て気付いている。】（知識・技能の基礎） 
 

自分にはどのようなよいところがあるか、また

どのようなことができるようになったかを、具

体的に考える。 

友だちと「ここがいいねカード」を交換して、感じ 
たことを、振り返りシートに書きましょう。 
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小学校における展開例 

第３学年「個人情報について考える」（特別の教科 道徳）   
 
１．教材名 「動画を無断でアップロードしたら…」 
 
２．ねらい（本時の目標） 
 情報の扱いについて、人に流されることなく、善悪を判断し、適切な⾏動をとろうとする実践意欲と態度
を育む。 
    
３．内容項目について（小学校学習指導要領（平成 29 年告⽰）解説より一部抜粋） 
 児童が性暴⼒の加害者、被害者、傍観者とならないようにするためにも、人として⾏ってよいこと、社会
通念として⾏ってはならないことをしっかりと区別したり、判断したりする⼒は、児童が幼い時期から徹底
して⾝に付けていくべきものである。よいこと、正しいことについて、人に左右されることなく、自ら正し
いと信じるところに従って、誠実かつ謙虚に⾏動することは、人として重要なことである。特に、価値観の
多様な社会を主体的に生きる上での基礎を培うために、よいことと悪いこととの区別が的確にできるように
指導しておくことは重要である。 
 
４． 内容項目の指導の観点（小・中学校学習指導要領（平成 29 年告⽰）より抜粋） 

 小学校 
第 1 学年及び第 2 学年 

小学校 
第 3 学年及び第 4 学年 

小学校 
第 5 学年及び第 6 学年 

中学校 

 
 

 
善
悪
の
判
断
、
自
律
、
自
由
と
責
任 

よいことと悪いことと
の区別をし、よいと思う
ことを進んで⾏うこと。 

正しいと判断したこと
は、自信をもって⾏うこ
と。 

自由を⼤切にし、自律的
に判断し、責任のある⾏動
をすること。 

自律の精神を重んじ、
自主的に考え、判断し、
誠実に実⾏してその結
果に責任をもつこと。 

指導に当たっては、積
極的に⾏うべきよいこと
と、人間としてしてはな
らないことを正しく区別
できる判断⼒を養うこと
が⼤切である。また、よい
と思ったことができたと
きのすがすがしい気持ち
を思い起こさせるなどし
て、⼩さなことでも遠慮
しないで進んで⾏うこと
ができる意欲と態度を育
てる指導を充実していく
ことが⼤切である。また、
⾝近な事例を踏まえ、人
としてしてはならないこ
とをしないことについ

指導に当たっては、正し
いことを⾏えないときの
後ろめたさや、自ら信じる
ことに従って正しいこと
を⾏ったときの充実した
気持ちを考え、正しいと判
断したことは自信をもっ
て⾏い、正しくないと判断
したことは⾏わないよう
にする態度を育てる必要
がある。特に、正しくない
と考えられることを人に
勧めないことはもとより、
人から勧められたときに
きっぱりと断ったり、正し
くないと考えられること
をしている人を止めたり

指導に当たっては、自由
と自分勝⼿との違いや、自
由だからこそできることや
そのよさを考えたりして、
自由な考えや⾏動のもつ意
味やその⼤切さを実感でき
るようにすることが⼤切で
ある。また、自由に伴う自
己責任の⼤きさについて
は、自分の意志で考え判断
し⾏動しなければならない
場⾯やその後の影響を考え
ることなどを通して、多⾯
的・多⾓的に理解できるよ
うにすることが重要であ
る。そのことが、自らの自
律的で責任のある⾏動につ

中学校ではまず、自己
の気⾼さに気付かせ、何
が正しく、何が誤りであ
るかを自ら判断して望
ましい⾏動をとれるよ
うにすることが⼤切で
ある。日常のどのような
⼩さな⾏為においても、
自ら考え、判断し、自分
の自由な意志に基づい
て決定し、それに対して
責任をもたなければな
らないことを実感させ
る必要がある。 

自由を放縦と誤解し
てはならず、自らを律
し、自分や社会に対して
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５．展 開 例（１／１） 
（１）展開  

 

 

 

て、一貫した方針をもち、
毅然とした態度で指導し
ていくことが重要であ
る。 

できるように指導するこ
とが⼤切である。 

いてのよさの理解を一層深
めることにつながる。 

常に誠実でなければな
らないことを自覚し、人
間としての誇りをもっ
た、責任ある⾏動がとれ
るように指導すること
が⼤切である。 

 主な学習内容・学習活動 ○指導上の留意点 ◆評価 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
な
学
習
内
容
・
学
習
活
動 

【導入】 
〇YouTube 等、オンライン上の動画を⾒たことがありますか。 

・ICT 等を活用した事前アンケートの結果を発表。 
〇自分の動画を YouTube 等で公開したいと思いますか。 
 ・ICT 等を活用しアンケートを実施、結果を発表。 
 ・アンケートの結果をもとに、⼩グループで意⾒交換。 

 
〇自分自⾝の動画が掲載されることについ
て、様々な考え方があることに気づく。 

【展開】 
〇「え、個人情報だよ」と⾔われたとき、Ａさんはどんなこと
を思ったでしょう。 
 
〇Ｃさんは、どのような気持ちで、「削除したほうがいい 
と思うよ」と答えたのでしょうか。 

 
〇⼩グループでの話し合いを中心に、様々な
⽴場の考え方に触れ、人として⾏ってよいこ
と、社会通念として⾏ってはならないことを
しっかりと区別できるようにする。 
 
〇正しいと判断したことは自信をもって⾏
い、正しくないと判断したことは⾏わないよ
うにする態度を育む。 
◆自分だったらこうする。こうしたいと思っ
ても中々できないかもなど、今までの自分を
⾒つめ、自分事として考えている。 
 
「個人情報」についての内容 
を確認し、個人を特定される 
情報の書き込みはしないこと 
もおさえる。 
 
 
 

【終末】 
〇今日の授業を通して考えたこと。また、自らを信じ、 
正しいと思って⾏動したことについて書く。 

 
◎自ら信じることに従って正しいことを⾏っ
たときに、充実した気持ちなった経験を共有
する。 
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（２）資料等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．他教科等との関連 
  〇「情報モラル」については、学級活動で、「スマホ・携帯電話の使い方」について話し合うなど、全教

科で関連づけた学びを⾏うことが⼤切である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨日の○○君の動画、オン

ラインに上げたら閲覧数が

増えたよ ！！ 

え、個人情報だよ！ 

○○君は歌がじょうずだか

ら、みんなに紹介してあげ

ただけだよ。 

削除したほうがいいと思うよ！ 

⽂字だけのやり取りだと、気持ちの 
すれ違いが起きるかもしれないね。 

動画を勝⼿にオンラインに上げること
は、危険だと思うけど、どうやって削除
するように伝えたらいいか悩むよ。 

友達の動画を無断でアップロード A さん。 
「えっ、個人情報だよ」と⾔われたとき、 
A さんはどんなことを思ったか考える。 

 
 C さんは、どのような気持ちで「削除した  

  ほうがいいと思うよ」と答えたのか考える。 
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小学校における展開例 

第４学年「体の発育・発達」（体育科 保健領域）   
 
１．単 元 名 「体の発育・発達」 
 
２．単元の目標 
（１） 体の発育・発達について、課題の解決に役⽴つ基礎的な事項を理解することができるようにする。  

（知識及び技能） 
（２） 体がよりよく発育・発達するために、課題を⾒付け、その解決に向けて考え、それらを表現すること

ができるようにする。 （思考⼒、判断⼒、表現⼒等） 
（３） 体の発育・発達について関心を持ち、健康の⼤切さに気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組

もうとすることができるようにする。 （学びに向かう⼒、人間性等） 
 
３．単元について 

本単元では、思春期の体つきの変化や初経・精通について⼤人の体に近づく具体的な現象として捉えさせ、
近い将来起こったときに不安にならないよう指導する。また、体つきに変化が現れていない児童は実感がな
く、変化し始めている時期の児童は恥ずかしいと思いがちである。したがって、自分の体の変化や個人によ
る発育の違いなどについては、自分のこととして実感させるとともに肯定的に受け止めさせるよう配慮する
ものとする。さらに、単元最後に思春期の体の発育・発達には、適切な運動、食事、休養及び睡眠などが必
要であることについて、学んだことを自分の生活と関連付けて考えることで、現在における自己の健康の保
持増進に進んで取り組もうとすることができるようにするものである。 

 
４．単 元 計 画 
 ◆学習項目 知 思 態 〇おもな学習内容 ・学習活動 
第１時 ◆体の発育・

発達 

○   

○体は、年齢に伴って変化すること。 
○体の発育・発達には個人差があること。 
・⾚ちゃんの頃の服や靴を⾒る。 
・学習のねらいを知る。 
・毎年の⾝⻑の伸びを⽰した紙テープを学習カードに貼り、友達と比較して
話し合う。 
・⾝⻑が急に伸びる時期や量は個人差があることを知るとともに、体重も同
様に増えていくことを知る。 
・学習のまとめをする。 

第２時 
(本時) 

◆ 思 春 期 の

体の変化① 

○ 

    

 

○  

○思春期になると次第に⼤人の体に近づき、体つきに変化が起こり、男⼥の
特徴が現れること。 
○思春期には変声や発毛が起こること。 
○変化の起こり方は、人によって違いがあること。 
・後姿クイズを⾏い、男⼥の体つきの違いについて考える。 
・学習のねらいを知る。 
・思春期に起こる男⼥の体つきの変化について、話し合う。 
・体の変化が起こる時期や起こり方について知る。 
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・学習のまとめをする。 
・体の発育・発達に不安を感じている児童の事例を用い、学習カードにアドバ
イスを記入し、発表する。 

第３時 ◆ 思 春 期 の

体の変化② 

○   

○思春期には初経や精通が起こること。 
○異性への関心も芽生えること。 
○個人差はあるものの、⼤人の体に近づく現象であること。 
・思春期に起こる変化を知る。 
・学習のねらいを知る。 
・思春期には、初経、精通が起こることを知る。 
・事例を基に、思春期には、異性への関心が芽生えることを知る。 
・学習のまとめをする。 
・学習したことから、将来の自分へのアドバイスを考え、発表する。 

第４時 ◆体をよりよ
く発育・発達
させるための
生活 

○ ○ ○ 

○体をよりよく発育・発達させるためには、適切な運動、食事、休養及び睡眠
などが必要であること。 
・体の成⻑に必要なことについてブレインストーミングをする。 
・学習のねらいを知る。 
・発育・発達と運動の関係について知り、よりよい発育のための運動、食事、
睡眠について考える。 
・学んだことを自分の生活と関連付けて学習カードに記入する。 
・学習のまとめをする。 

 
５．展 開 例（2／4） 
（１）本時の目標 
  ・ 思春期になると人によって違いがあるものの、次第に⼤人の体に近づき、体つきに変化が起こり男⼥

の特徴が現れることや変声や発毛が起こることなどについて、⾔ったり、書いたりすることができる
ようにする。（知識及技能） 

  ・ 思春期の体の変化について、学習したことを、自己の体の発育・発達と結び付けて考えることができ
るようにする。 （思考⼒、判断⼒、表現⼒等） 

  ・ 体の発育・発達について関心をもち、健康の⼤切さに気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組
もうとすることができるようにする。 （学びに向かう⼒、人間性等） 

（２）展開     ︓ねらい      ︓学習内容      ︓発問・指⽰など 
 

 主な学習内容・学習活動 ○指導上の留意点 ◆評価 

 
 

 

主
な
学
習
内
容
・
学
習
活
動 

１ 後姿クイズを⾏い、男⼥の体つきの違いについて
考える。 
どちらの写真が男子か、⼥子かわかるかな︖ 
＜予想される反応＞ 
・１年生の時は、後ろ姿だと男⼥の区別が分かりにく
い。 
・中学生だと分かりやすい。 
 
思春期とは、どういうことか覚えていますか︖ 

○体つきの変化が分かるように、⼩１の男⼥及び中３
の男⼥の後ろ姿の写真を用意しておく。 
○気付いた理由についても触れて聞く。 
 
「⼤人に近づくにつれて、男⼥の体つき 
には特徴のある変化が起こるようだね」 
と投げかけ、本時のねらいにつなげま 
しょう。 
 
○前時の⾝⻑の伸びの学習を想起させ「発育が盛んな
時期」を思春期であると学習したが、「⼤人の体に変化
していく時期」も「思春期」の特徴であることを伝え、
本時のねらいにつなげる。 
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２ 学習のねらいを知る。 
 
 
３ 思春期に起こる男⼥の体の変化について話し合
う。 
①  班に配られた用紙に、男子の変化に当てはまる
カードは男子のスペースに、⼥子の変化に当てはまる
カードは⼥子のスペースに、両方の変化に当てはまる
カードは両方のスペースに置いていく。 
 

 

男子 両方 ⼥子 
   

 
② ⿊板に班の考えを貼り全体で確認する。 
 
思春期には、体つきに変化が起こり、男⼥の特徴が 
現れること。思春期には変声や発毛が起こること。 
 
４ 体の変化が起こる時期や起こり方について知る。 
変化の起こり方は、人によって違いがあること。 
 
 
 

 
 
 
○恥ずかしさを軽減するため、ゲーム性を持たせ、思
春期になると、体つきや体にどのような変化があるの
か、自分の生活を基に班で話し合うよう指⽰する。 
 
○それぞれの班が考えた変化カードの結果を⿊板に
貼りに来させ、正答の多いところから全体で確認して
いく中で、意⾒が割れたところはなぜそう思ったのか
理由を聞きながら進める。 
○発毛については、男⼥両方に起こる発毛や男子に起
こるひげなどの発毛があることを伝える。 
○全体の確認後、思春期は、⼤人の体に近づくことで
体つきに変化が起こり男⼥の特徴が現れることや変
声や発毛などが起こることなどを押さえる。 
○思春期の体つきの変化が起こる時期は、前時の⾝⻑
の時と同じように一般的に男⼥差があり、人それぞれ
違うことを伝える。 
○男性のひげを例に、目⽴つ人がいたり、そうでない
人がいたりするように、変化の起こり方も人それぞれ
違うことを知らせる。 

５ 学習のまとめをする。 
・学習カードに思春期に起こる体の変化について記入 
し、発表する。 
これから、みなさんも思春期を迎えます。思春期を迎 
えた自分の体はどのように変化していきますか︖今 
日学習した思春期に起こる変化を学習カードにまと 
めましょう。 
 
６ 体の発育・発達に不安を感じている児童の事例を
用い、学習したことを生かし、アドバイスを学習カー
ドに記入し、発表する。 
体の発育・発達に不安を感じている友達に、今日学ん 
だことや自分の成⻑を想像しながら、学習カードにア 
ドバイスを書いてみましょう。 
 
＜予想される反応＞ 
・その気持ち、分かるよ。でも、⼤人に近づいている
証拠だし、起こる時期や起こり方は人それぞれ違うか
ら、早いからといって気にすることないよ。 
・気にしなくて⼤丈夫だよ。授業でも勉強したじゃな
いか。⼤人の体になってきているのだから、恥ずかし
いことじゃないよ。 
 

○学習カードにこれからの自分の体の変化を想像さ
せ、思春期に起こる男⼥の体の変化や、起こる時期、
起こり方は人それぞれ違うことなどを、自分の⾔葉で
まとめるよう促す。 
 
○友達の意⾒を聞いて、自分の考えに新たな視点が生
まれたり、考えが深まったりしたことを学習カードの
「つけ足し」部分に記入するよう助⾔する。 
 
◆【知識・技能】 
 思春期になると、人によって違いがあるものの次第
に⼤人の体つきに近づき、体つきに変化が起こり男⼥
の特徴が現れることや変声や発毛が起こることにつ
いて、⾔ったり、書いたりしている。（観察・学習カー
ド） 
 
○本時の学習を生かしたり、自分の発育・発達と結び
つけたりして、アドバイスを考えるよう助⾔する。 
 
 
 
 
 

⼤人に近づくにつれて体は、どのように変わっていくのだろう。 
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（３）資料等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
思春期の体の変化について、学習したことを、自己 
の体の発育・発達と結び付けて考えること。 
 
７ 教師の話を聞く。 
・教師の話 
・次時の予告  
 
 

最後に教師は、児童の発表を通じ 
て、⾃分や他の人を⼤切にする気 
持ちを育てる観点から、個人差は 
あるものの体つきの変化は⼤人に 
なるための現象であることや発 
育・発達の違いなどについて、肯 
定的に受け⽌めることが⼤切であ 
ることの話をしましょう。 
 
 

 
◆【思考・判断・表現】 
 思春期の体の変化について、学習したことを、自己
の体の発育・発達と結び付けて考えている。 （観察・
学習カード） 
 
○発表で足りない部分がある場合は、教師の話で補足
する。 
○学習をしてみて質問したいこと、不安や心配ごとが
あったらいつでも相談してよいことを伝え、保健指導
につなげる。 
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６．他教科等との関連 
（１）特別活動との関連 
   本単元は、年齢に伴う変化及び個人差、思春期の体の変化などについて課題を⾒付け、それらの解決を

目指して基礎的な知識を習得したり、解決の方法を考え、それを表現したりできるようにすることがねら
いである。本時の学習を踏まえて、特別活動においては、学級活動（２）「ウ 心⾝ともに健康で安全な生
活態度の形成」及び「エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」と関連を図ることが
できる。例えば、心⾝の発育・発達や発育・発達によい生活習慣、よりよく発育・発達するための望まし
い食習慣などの指導につなげていくことも有効である。 

 
（２）総合的な学習の時間との関連 
   保健の学習を踏まえて、例えば、現代的な諸課題に対応する横断的・総合的な課題として「生命」に焦

点を当て、「生命」の尊さを考える総合的な学習の時間の単元構成を考えることができる。人の生命のはじ
まりから奇跡的な自分の生命の誕生について気付くとともに、自分はかけがえのない存在であることに気
付くことで、自他の生命の⼤切さを考えさせる。また、かけがえのない生命は、多くの人に⽀えられ存在
することを理解させ、未来の自分につながっていることに気付く等、自分史を作成させることを通して考
えさせることも可能である。 

 
出典︓改訂「生きる⼒」を育む⼩学校保健教育の⼿引 

⽂部科学省 
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小学校における展開例 

第５学年「けがの防⽌」（体育科 保健領域）  
 
１．単 元 名 「けがの防止」 
 
２．単元の目標 
（１） 交通事故や⾝の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には、周囲の危険に気付き、的

確な判断の下に安全に⾏動すること、環境を安全に整えることが必要であることを理解できるように
する。また、速やかなけがの⼿当の必要性について理解し、自分でできる簡単な⼿当ができるように
する。（知識及び技能） 

（２） けがの防止やけがの⼿当について、課題を⾒付けたり、解決の方法を考えたり、判断したりしたこ
とを表現できるようにする。（思考⼒、判断⼒、表現⼒等） 

（３） けがの防止やけがの⼿当について資料を調べたり、進んで課題解決に取り組もうとしたりすること
ができるようにする。（学びに向かう⼒、人間性等） 

 
３．単元について 

本単元は、けがの防止について交通事故や⾝の回りの生活の危険などを取り上げ、それらの課題を⾒付
け、その解決を目指した活動を通して、交通事故や⾝の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防
止について理解するとともに、課題を解決するために、危険の予測や回避の方法を考え、それらを表現で
きること。また、自分でできる簡単なけがの⼿当ができることを目指している。「けがの⼿当」は、けがの
悪化を防ぐために、その種類や程度の状況をできるだけ速やかに把握して処置することや近くの⼤人に知
らせることが⼤切であることを理解できるようにする。また、「すり傷」、「鼻出血」、「やけど」や「打撲」
などを適宜取り上げ、実習を通して簡単なけがの⼿当ができるようにする。その際、子どもにとって⾝近
な場所でのけがについて取り上げたり、保健室にある実際のデータを用いたりすることで、より実践的に
理解できる⼯夫を⾏っていく必要がある。 
 

４．単 元 計 画 

 ◆学習項目 知 思 態 〇おもな学習内容 ・学習活動 
第１時 ◆ け が の 発

生 

○   

○ 毎年多くの交通事故や⽔の事故が発生し、けがや死亡する人が少なくないこ
と、けがや事故は人の⾏動と環境が関わって発生していること。 
・⾝の回りで起こる事故について資料を基に現状を考える。 
・事故はどのようにして起こるのか、メカニズムを探る本時のねらいをつかむ。 
・事故やけがは人の⾏動と環境が原因で起こり、人の⾏動は心の状態や体の調
子が関係していることについて、事例に当てはめて考える。 
・自分が体験したけがについて人の⾏動と環境から振り返り、再発防止策を話
し合うことで、学習のまとめをする。 

第２時 
 

◆ 交 通 事 故

に よ る け が

の防止 
○ ○ 

 ○ 交通事故によるけがの防止には、周囲の危険に気付いて、的確な判断の下に
安全に⾏動することが必要であること。 
・交通事故について資料を基に、隠れた危険を探す。 
・なぜ事故がなくならないのか本時のねらいをつかむ。 
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児童の⾃由な発想を⼤切にし
ながら、様々な状況について考
えられるようにしましょう。 

・様々な安全施設や一時停止などの規則がなぜあるのかについて事例や自動⾞
の特性からその理由や役割について考える。 
・交通事故に関わるヒヤリ体験について振り返り、再発防止策を話し合うこと
で、学習のまとめをする。 

第３時
(本時) 

◆ 犯 罪 被 害
の防止 

○ ○  

○ 犯罪被害の防止には周囲の危険に気付いて的確な判断の下に⾏動すること、
環境を安全に整えることが必要であること。 
・地域の隠れた危険について資料を基に現状を知る。 
・犯罪から⾝を守るにはどうしたらよいか本時のねらいをつかむ。 
・犯罪の起こりそうな場所の原因や解決方法を考え、犯罪を防止するための方
策について話し合う。 
・犯罪から⾝を守ることについて考え、学習のまとめをする。 

第４時 ◆ ⾝ の 回 り
の 生 活 が 原
因 と な っ て
起 こ る け が
の防止 
◆ け が の ⼿
当 ○  ○ 

○ 学校生活の事故には周囲の危険に気付いて的確な判断の下に⾏動すること、
環境を安全に整えることが必要であること。 
○ けがの状況をできるだけ速やかに把握して処置することと近くの⼤人に知
らせることが⼤切であること 
○ 自分でできる簡単なけがの⼿当をすること。 
・学校や地域の隠れた危険について資料を基に現状を知る。 
・事故から⾝を守るにはどうしたらよいか本時のねらいをつかむ。 
・事故が起こりそうな場所の原因や解決方法について考える。 
・⼤きなけがが起きたときの対処について確かめ、正しい⼿当を⾏うことの必
要性を考える。 
・軽いけがをしたときの自分でできる簡単な⼿当について実習を⾏う。 
・実習したけがの⼿当を基に他のけがが起きた時の対処に当てはめることで、
学習のまとめをする。 

 
５．展 開 例（３／4） 
（１）本時の目標 
・⾝の回りの生活の危険が原因となって起こる犯罪の防止には、周囲の危険に気付き、的確な判断の下に安

全に⾏動することを理解できるようにする。（知識及び技能） 
・危険の予測や回避の方法について、課題を⾒付けたり、解決の方法を考えたり、判断したりしたことを表

現できるようにする。（思考⼒、判断⼒、表現⼒等） 
 
（２）展開     ︓ねらい      ︓学習内容      ︓発問・指⽰など 
 

 主な学習内容・学習活動 ○指導上の留意点 ◆評価 

 
 

 

主
な
学
習
内
容
・
学
習
活
動 

１ 地域の隠れた危険について資料を基に考える。 
 
誘拐や暴⼒などの犯罪の危険がかくれているのは、ど 
んな場所でしょうか。 
 
＜予想される反応＞ 
 ・物かげ 
 ・エレベーター内 
 ・駐⾞場や人気のない公園 など 
 

○資料を基に個人で考え、その後、それぞれの考え
を全体で共有する。 
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（３）資料等 
   教科書の資料を活用する。 

参考︓改訂「生きる⼒」を育む⼩学校保健教育の⼿引 
⽂部科学省 

 

２ 学習のねらいを知る。 
 
 
３ 犯罪が起こりやすい場所について知る。 
犯罪が起こりやすい場所に特徴はあるかな。 
 ・周囲から⾒えにくい場所 
 ・人気のない場所 
 ・暗い場所 
 
 
４ 犯罪被害から⾝を守るための⾏動について知る。 
これからどんなことに気を付けたらよいかな。 
 
＜予想される反応＞ 

・危険な場所には⾏かない。 
 ・1 人にならない。 
 ・遅くまで遊ばない。 
犯罪被害から⾝を守るために、犯罪が起こりやすい場所
をさけること。 
 
５ 犯罪から⾝を守るための方策について話し合う。 
次のケースにおいて、それぞれの危険を予測して自分た
ちが正しいと思う安全な⾏動について、グループで多く
の方法を出し合いましょう。 
 〇ケース１ 

「学校からの帰り道、知らない人があとをつけてきま
す。」 

 〇ケース２ 
  「1 人でエレベーターに乗っていて、ドアが閉まる直 

前知らない人が乗ってきました。」 
 〇ケース３（予備用） 
  「インターネットで、知らない人からメッセージがき

ました。」 
学習したことを活用し、危険の予測や回避の方法につい
て考えたり、伝えたりすること。 
 

 
 
 
○導入で挙げられた場所を基に、その特徴につい
て考えるようにする。 
 
○自分の生活する地域にも、同様の場所があるこ
とについても目を向け、理解できるようにする。 
 
 
 
○心の状態や体の調子が的確な判断や⾏動に影響
を及ぼすことについても触れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ケースごとに区切りながら進める。 
○短冊に記入し、⿊板に掲⽰することで、全体に共
有ができるようにする。 
○各ケース、様々な状況について想定し、話し合う 
活動を⾏うことで、危険を予測する⼒、そして状況 
に応じた対応⼒について⾼めていく。 
○犯罪に巻き込まれそうになったら、すぐに助け
を求めたり、⼤声を出したり、近くの家に逃げ込ん
だりすることなど、回避する方法にも触れる。 
 
◆【思考・判断・表現】 
 危険の予測や回避の方法について、課題を⾒付
けたり、解決の方法を考えたり、判断したりしたこ
とを他者に伝えている。 
（観察・学習カード） 

６ 犯罪から⾝を守ることについて考え、学習のまとめ
をする。 

◆【知識・技能】 
⾝の回りの生活の危険が原因となって起こる犯

罪の防止には、周囲の危険に気付き、的確な判断の
下に安全に⾏動することについて、理解したこと
を⾔ったり書いたりしている。 
（観察・学習カード） 

犯罪被害から⾝を守るには、どのようにすればよいのか考えよう。 

児童の⾃由な発想を⼤切に
しながら、様々な状況につい
て考えられるようにしまし
ょう。 
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小学校における展開例 

第６学年「病気の予防」（体育科 保健領域）   
 
１．単 元 名 病気の予防 
 
２．単元の目標 
（１） 病気の予防について、課題を⾒付け、その解決に役⽴つ基礎的な事項を理解することができるように

する。（知識） 
（２） 病気の予防をするために、課題を⾒付け、その解決に向けて思考し、判断するとともに、それらを表 

すことができるようにする。（思考⼒、判断⼒、表現⼒等） 

（３） 病気の予防について関心を持ち、学習活動に進んで取り組もうとすることができるようにする。  
（学びに向かう⼒、人間性等） 

 
３．単元について 

本単元では、病原体が主な要因となって起こる病気や生活⾏動が主な要因となって起こる病気を取り上
げ、病気の起こり方の四つの要因とその解決のための基礎的事項を理解させる。そして、それに関わる課
題を⾒付け、その解決の方法を考え、適切な方法を選び、それらを友達に説明できるようにするとともに、
生涯にわたって自己の健康を保持増進するために進んで取り組む態度につながる資質・能⼒を⾝に付けさ
せたい。 

また、学習指導要領の内容の取扱いにおいて、「各領域の内容については、運動領域と保健領域との関連
を図る指導に留意すること」と記述されていることから、特に全⾝を使った運動を日常的に⾏うことが、
⼤人になってからの病気の予防方法としても重要であること、各運動領域で学習したことを基に日常的に
運動に親しむことの関連を具体的に考えさせたい。 

さらに、個人の健康と地域社会のつながりに関わって、地域の様々な保健活動の取組について理解させ、
⼩学校の保健領域のまとめとして、中学校の保健分野への橋渡しとなるような指導を⾏いたい。 
 

４．単 元 計 画 

 ◆学習項目 知 思 態 〇おもな学習内容 ・学習活動 
第１時 ◆病気の起

こり方 ○ ○  

○ 病気は、病原体、体の抵抗⼒、生活⾏動、環境が関わり合って起こること。 
・今までに自分や家族がかかった病気 や、知っている病気を発表する。 
・病気は、病原体、体の抵抗⼒、生活⾏動、環境などが関わりあって起こることを
知る。 

第２時 
(本時) 

◆ 病 原 体 が
主 な 要 因 と
な っ て 起 こ
る 病 気 の 予
防 

○  

 ○ 病原体が主な要因となって起こる病気には、インフルエンザや結核、風疹などが
あること。 
○ その予防には、病原体が体に入るのを防ぐことや病原体に対する体の抵抗⼒を⾼
めることが必要であること。 
・病原体が主な要因となって起こる病気には、インフルエンザや結核、麻疹、風疹
などがあることを知る。 
・その予防には、病原体の発生源をなくすこと、病原体が体内に入るのを防ぐこと、
体の抵抗⼒を⾼めておくことが必要であることを知る。 
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病気のほとんどは一つの
原因だけではなく，いく
つかの原因が重なってお
こることを確認する。 

第３時 ◆生活⾏動

が主な要因

となって起

こる病気の

予防① 

○   

○ 生活⾏動が主な要因となって起こる病気には、心臓や脳の血管が硬くなったりつ
まったりする病気があること。 
○ その予防には、日常的な運動習慣と望ましい生活習慣を⾝に付ける必要があるこ
と。 
・生活⾏動が主な要因となって起こる病気には、心臓や脳の血管が硬くなったりつ
まったりする病気があることを知る。 
・その予防には、日常的な運動習慣と望ましい生活習慣を⾝に付ける必要があるこ
とを知る。 

第４時 ◆ 生 活 ⾏ 動
が 主 な 要 因
と な っ て 起
こ る 病 気 の
予防② 

○ ○  

○ 生活⾏動が主な要因となって起こる病気には、むし⻭や⻭ぐきの病気があるこ
と。 
○ その予防には、望ましい生活習慣を⾝に付ける必要があること。 
・自分の生活の経験から、むし⻭や⻭ぐきの病気が起きる原因ついて考える。 
・その予防の仕方を知り、学習したことをもとに、自分の生活に当てはめてみる。 

第５時 ◆ 喫 煙 と 健
康 

○ ○  

○ 喫煙は、健康を損なう原因となること。 
・喫煙による健康への影響について調べる。 
・受動喫煙により周囲の人々の健康にも影響を及ぼすこと、低年齢からの喫煙は害
が特に⼤きいこと、法律で禁止されていることを知る。 
・好奇心や周りの人からの誘いなどがきっかけで喫煙を開始する場合があることを
知る。 

第６時 ◆ 飲 酒 と 健
康 

○   

○ 飲酒は、健康を損なう原因となること。 
・飲酒による健康への影響について調べる。 
・低年齢からの飲酒は、害が特に⼤きいこと、法律で禁止されていることを知る。 
・好奇心や周りの人からの誘いなどがきっかけで飲酒を開始する場合があることを
知る。 

第７時 ◆ 薬 物 乱 用
と健康 

○ ○  

○ 薬物乱用は、健康を損なう原因となること。 
・薬物乱用による健康への影響について考える。 
・１回の乱用でも死に至ること、乱用を続けると止められなくなること、その結果、
心⾝の健康に深刻な影響を及ぼすことを知る。 
・薬物の乱用は、法律で厳しく禁止されていることを知る。 

第８時 ◆ 地 域 の
様 々 な 保 健
活動の取組 
 

○  ○ 

○ 地域では、保健にかかわる様々な活動が⾏われていること。 
・地域には、人々の病気を予防するために保健所や保健センターがあることを知る。 
・そこでは、健康な生活習慣にかかわる情報提供や予防接種などの活動が⾏われて
いることを知る。 
・病気を予防するために、地域で⾏われている様々な保健活動の例について調べる。 

５．展 開 例（２／８） 
（１）本時の目標 
  病原体が主な要因となって起こる病気の予防には、病原体が体に入るのを防ぐことや病原体に対する体 

の抵抗⼒を⾼めることが必要であることを理解できるようにする。（知識及び技能） 
（２）展開     ︓ねらい      ︓学習内容      ︓発問・指⽰など 

 主な学習内容・学習活動 ○指導上の留意点 ◆評価 

主
な
学
習
内
容
・
学
習
活
動 

１ 前時に学習した、病気が起こる４つの原因を確認する。 
 ・病原体、体の抵抗⼒、生活⾏動、環境 
 病原体がもとになっておこる病気には、どんなものが 

あるかな。 
＜予想される反応＞ 
 ・インフルエンザ、新型コロナウイルス、風疹 等 
 
 

○病気の原因について振り返りを⾏いながら、病
気の予防について本時の学習につなげる。 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 
（３）資料等 
   教科書の資料を活用する。 
 

参考︓改訂「生きる⼒」を育む⼩学校保健教育の⼿引 
⽂部科学省 

 
 
 
 
 
 
 
 

２ 感染症の意味について知る。 
感染症とは病原体がもとになって起こる病気のこと。 
 

３ 感染症の種類について知る。 
 ・主に空気を介してうつる 
  インフルエンザ、結核等 

・飲食物などに混じって口から入る 
ノロウィルス、O－157 等 

 ・血液や粘液等介してうつる 
  ＨＩＶ 

 
 
 
○指導上の配慮事項として、最近は治療法も進歩
し、薬によってエイズの発症や、進⾏をおさえる
ことができるようになってきていることも伝え
る。 

４ インフルエンザを例に感染症の予防について理解する。 
 
 
 インフルエンザの予防法について考えよう。 
＜予想される反応＞ 
 ・⼿洗い ・うがい ・マスク ・適度な温度、気温 

・予防接種 ・運動 ・好き嫌いしないで食べる 等 
 
 みんなで考えた予防法について、グループ分けをしよう。 
 ・病原体が体に入るのを防ぐこと 
 ・体の抵抗⼒を⾼めること 
 ・その他            の３つに分けていく 

 
 
 
〇まずは個人で考え、その後グループ協議にて、
それぞれの考えを共有する。 
〇グループ協議で出た考えをカードに記入し、⿊
板に掲⽰し、全体で共有する。 
〇重複する考えは一つにまとめていく。 
〇児童の考えを尊重しながら、最終的に「病原体
が体に入るのを防ぐこと」「体の抵抗⼒を⾼める
こと」「その他」にまとめていく。 

５ 学習のまとめを⾏う。 
病原体が主な要因となって起こる病気の予防には、病原体
が体に入るのを防ぐことや病原体に対する体の抵抗⼒を
⾼めることが必要であること。 

 
 今後、実践していきたいことを学習カードに記入しよう。 
 
 

 
◆【知識・技能】 

病原体が主な要因となって起こる病気の予防
には、病原体が体に入るのを防ぐことや病原体に
対する体の抵抗⼒を⾼めることが必要であるこ
とについて理解したことを、⾔ったり書いたりし
ている。（観察・学習カード） 
 
 

インフルエンザの予防法を考えよう。 

ＨＩＶについては、教科
書内の資料等で触れる。 


