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包括的性教育と学校での「生命（いのち）の
安全教育」をより良いものに
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日本の現在地
•2022年世界幸福度ランキング

５４位

１人当たり国内総生産（GDP）

社会的支援の充実（社会保障制度な
ど）

健康寿命

人生の選択における自由度

他者への寛容さ（寄付活動など）

国への信頼度

•最下位アフガニスタン

•日本の平均年収433万円
OECD加盟国35か国中22位

•韓国は19位。2018年の時点
ですでに国内の18歳未満の
子どもの貧困率は15.7％を
記録G7で最悪の値

•母子家庭世帯の約半数が貧
困世帯

•60歳以上高齢者の約20％が
貧困状態



日本の現在地

•報道の自由度71位

問題あり56－70点分類さ
れ67点 鳩山政権11位

・2021年の合計特殊出生
率は1.30に低下。2022年
１～10月の出生数も66.9
万人、過去最少だった
2021年の81.1万人を大き
く下回る可能性。

•２０２２年
世界男女格差報告日本
（146国中116位 2006年80位 ス
コア６５％
経済121位（56.4％）
政治139位（6.1％）衆9.7％

・G7で同性婚制度なしは日本だ
け 世論6～８割賛同
21年衆院選当選自民議員12％超
・夫婦同姓強制は日本だけ
・包括的性教育普及遅れる



チェンジオルグ：更迭だけで終わらせない！ #岸田政権に
LGBTQの人権を守る法整備を求めます より G7国比較



日本のジェンダー平等の遅れの主要因は政治

政治的バックラッシュ 世界統一家庭連合（旧統一協会）の関連が
1997年「日本会議」と同「国会議員懇談会」結成
右派改憲勢力が政権中枢となる2000年代初頭
「ジェンダーフリー」「性教育」バッシング加熱
2005年3月自民党｢過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチーム｣
発足安倍晋三座長

21年5月20日にあった「性的少数者理解増進法案」自民党審査会では、「生物学上、種
の保存をしなければならず、LGBTはそれに背くもの」、「道徳的にLGBTは認められない」
などと、耳を疑うような発言が報道

「日本の歴史的伝統」の偽名のなか放置された
「ケア労働＝女性」「非正規低賃金」「雇用の調整弁」
「（性）教育を受ける権利」「ジェンダー平等」「性の多様性」



女性の権利 進まぬ日本

低用量ピル認可 1999年 国連加盟国ラスト

緊急避妊ピルの市販化、無料・低額化遅れ

中絶：未だに｢かき出す中絶｣が行われている日本の謎
英米では｢消えた術式｣がまだ主流に

多様な避妊法と経口中絶薬の認可遅れ 「認可後１０万円に」？

若年妊娠出産子育て支援の遅れ
学びつつ育てられる環境不備 負の連鎖 非正規シングルマザー

働く女性：雇用の調整弁 「学徒勤労動員」から一貫して



２０２２年
世界経済フォーラム世界男女格差報告
4分野（健康医療、教育、政治、経済）で比較

日本（146国中116位 2006年80位） スコア６５％
経済121位（56.4％）、政治139位（6.1％） 衆院9.7％

教育１位（100％）、健康63位（97、3％）

女性の低い地位は 貧困や性暴力の温床
低位男性も格差で貧困 性的逃避と排除

この不平等の改善が性暴力抜本的防止のカギ

1位「アイスランド」でスコアは９０．８％ 完全平等まだ
2位「フィンランド」 3位「ノルウェー」

4位「ニュージーランド」 5位「スウェーデン」
女性首相が多い



家庭教育支援条例の策動
（地方自治研究機構調べ、２２年９月３日現在）
特徴：「愛情による絆で結ばれた家族」「早寝・早起き・朝ごはん」「虐
待いじめも家庭責任」「自助（家庭・母）責任強調」「伝統的家族観」
自治体名 公布年 提案者

都道府県

• 熊本県 2012年 議員

• 鹿児島県 2013年 議員

• 静岡県 2014年 議員

• 岐阜県 2014年 議員

• 徳島県 2016年 議員

• 宮崎県 2016年 議員

• 群馬県 2016年 議員

• 茨城県 2016年 議員

• 福井県 2020年 議員

• 岡山県 2022年 議員

市町村

• 石川県加賀市 2015年 市長

• 長野県千曲市 2015年 議員

• 和歌山市 2016年 市長

• 鹿児島県南九州市 2016年 市長

• 愛知県豊橋市 2017年 議員

• 埼玉県志木市 2018年 市長



１９９２年からの性教育ジェンダー平等バッシング
起点は旧統一協会・世界平和統一家庭連合
性教育ネグレクトという最大数被害の人権侵害 暴力

•92年性教育ブーム。協会は霊感商
法・集団結婚など社会的批判浴び、
存在誇示のために発したのが「新
純潔宣言」と性教協バッシング。
「過激性教育」というラベリング
をすることで、子どもの性的権利
は置き去りにされ、後の大規模性
教育バッシングに。自民党に、性
教育政策の転換を求められていた
のにもかかわらず、党内右派改憲
勢力が逆流をつくることに利用し、
教育現場を管理する口実にしてき
た

•この国で今なお改善のみられな
い学校教育に対する性教育バッ
シングや非科学的な「歯止め規
定」、つまり教育に対する不当
な政治的介入は、疑う余地もな
い子どもたちの性的自己肯定観
や性的自己決定能力の習得を阻
害するものであり、学習権の侵
害・剥奪にほかなりません。

（セクシュアリティ１０３号より）



みんなの未来を選ぶためのチェックリスト
-参議院選挙2022- 基本〇×で回答依頼と、詳細説明

問： 文部科学省が推進する「生命（いのち）の安全教育」では、性交や妊娠経過について教えないなどといった
「はどめ規定」があり、性に関する知識と理解が十分に得られない内容になっています。
「はどめ規定」を撤廃し、人権尊重と科学的根拠に基づく包括的性教育を推進しますか？

• 自民党（×）：性教育は児童生徒の発達段階を考慮しながら、学校全体の共通理解を図り、保護者や地域の
理解を得ることが必要です。不適切な性教育やジェンダーフリー教育などは行わせません。

• 公明党（△）：中学校１年生の保健体育科の授業においては、「心身の機能の発達と心の健康」について学
習する中で、思春期には生殖機能が発達し、妊娠が可能となることを理解できるようにするため、主に多くの
生徒が直面する思春期の体の変化について学ぶこととしています。平成１０年の学習指導要領改訂時の背
景として、この内容について指導を行う場合に、生徒の発達の段階を踏まえない、いわゆる過激な性教育
（性行為をイラストで示すなど）が行われており、行き過ぎた指導にはどめをかけるため、当該規定を設け、
その扱いを継続しているものです。子どもたちを性犯罪・性暴力から守るための「生命の安全教育」について
は、より多くの教育現場で実施されるよう推進します。

• 国民民主党（その他）：授業内容、性教育、生理教育等、学校生活全体を通じて、人権が尊重され、学校と
地域が協力して子どもの成長に伴走する環境を創ります。



他の政党は全て（〇）：歯止め規定撤廃で包括的性教育を推進

立憲民主党（〇）：学校教育や社会教育で、男女ともに性暴力の加害者や被害者にならない
ように、性についての正しい知識を身に付けられる人権としての包括的性教育を推進し、生
に対する正しい知識と理解とともに、子どもたちへの犯罪を根絶します。

日本共産党（〇）：1992年改訂の学習指導要領で小学生から「性」を教える転換がはかられ
ました。しかし、1998年改訂の学習指導要領で妊娠の過程を扱わないとする「はどめ規定」
がもうけられ、2003年に都立七生養護学校での性教育に自民党都議などが介入し、自民党

国会議員なども加わる性教育バッシングがおき、学校現場の性教育は委縮・後退しました。
その結果、多くの子どもたちが性についての知識をもたないまま、互いの心身を傷つけてし
まう多くの悩みや問題をかかえています。国連子どもの権利委員会は日本政府に「思春期
の女子および男子を対象とした性と生殖に関する教育が学校の必修カリキュラムの一部とし
て一貫して実施されることを確保すること」を勧告しています。「はどめ規定」をなくし包括的
性教育をすすめることが強く求められていると考えています。

日本共産党は党綱領で「ジェンダー平等社会の実現」をかかげている政党です。人権と
ジェンダーの平等を大事にしながら、人間の生理や生殖や避妊についての科学的知識、性
の多様性、互いを尊重しあう人間関係を築く方法、自分の心や体を傷つけるものから身を守
るすべを学ぶなどの包括的な性教育の推進を提案しています。



社会民主党（〇）：「性交」の説明なくして、子どもたちが性に関する知識や性暴力や性被害
についてしっかりと理解できません。平等・人権の視点を入れた包括的性教育の推進が不可
欠です。

日本維新の会（〇）：「はどめ規定」撤廃が適切かどうかは検討を要するが、性教育について
は今よりも踏み込んだ対応が必要である。

れいわ新選組（〇）：“性交”や妊娠経過を説明せずして、性暴力や性被害というのが何なの
か、ということは子どもたちは理解できません。すでに2009年にユネスコが「国際セクシュアリ
ティ教育ガイダンス（2018年に改訂）」を出しており、ヨーロッパの国々はガイダンスを踏まえ
て性交や避妊方法を小学校高学年・中学校で教えています。

＊他にもジェンダー平等・性教育関係資料あり。参考にしてください。
バッシングを引き継ぎ、やっぱり遅れてる自民党が一目瞭然です。



生命(いのち)の安全教育とは （『季刊セクシュアリティ』103号より）

「性犯罪・性暴力対策」のために文科省が政府から割り当てられた課題
2020年6月12日に発表された「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(以下
『強化の方針』)に述べられている政策課題(＝性犯罪・性暴力対策)推進の
ために構想されたのが「生命の安全教育」です。

教育の側から構想されたのではなく、政策課題の推進のために政府から
要請され、それにもとづいて構想された取り組みであるという点は、「生命
の安全教育」を理解する上でしっかりと押さえておく必要があります。

【2022年度】指導モデルを複数の他地域へ展開し、内容を改善
【2023年度】全国の小中高の各学校において教育の開始(幼障が明記され
ていないが含まれるはず)
ネーミングは上川陽子前法務大臣
「『性教育』を連想させる命名だと要らぬ議論を喚起する恐れ」考慮



「強化の方針」には5つの課題と方針 （『季刊セクシュアリティ』103号より）

1.刑事法に関する検討とその結果を踏まえた適切な対処【法務省・関係省庁】
2.性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実 【法務省】
3.被害申告・相談をしやすい環境の整備 【警察庁】
4.切れ目のない手厚い被害者支援の確立 【内閣府・関係省庁】

5．教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防
①生命(いのち)の安全教育の推進 【文科省】

②学校等における教育や啓発の内容の充実 【文科省・内閣府・警察庁・関係省庁】
③学校等で相談を受ける体制の強化 【文科省・厚労省・関係省庁】
④わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分 【文科省・厚労省・関係省庁】
⑤社会全体への啓発 【内閣府・警察庁・文科省・関係省庁】

消極的で道徳規範的抑制的、子どもは権利の主体ではなく指導管理の対象



統一協会関連団体 一般社団法人平和政策研究所提言 https://ippjapan.org/archives/556
道徳教育の教科化に伴う「性的自己抑制教育」導入の提言２０１４年 ２０２２年更新

要約
１．文科省は、道徳教育の教科化にあたって、自己規律を重視する米国「人格教育（Character 
Education）」の成果を取り入れよ。

注：「人格教育」では社会的問題をすべて個人の人格の問題に還元してしまい、集団や制度の問題、
公的問題として捉え解決する視点を弱めてしまう。対極の「シティズンシップ教育」「包括的性教育」
２．文科省は、道徳の学習指導要領見直しにあたり、「性的自己抑制の重要性」「結婚と家庭の価値尊
重」「宗教心の尊重」の視点を導入せよ
３．文科省は、大学を人格教育研究の拠点とし、「性的自己抑制教育」の内容を教員養成課程に取り入
れよ
４．政府は、家庭教育および社会教育での「性的自己抑制教育」を推進し、結婚教育講座の開設や小冊
子の作成・配布を促せ

重要部分：「性的自己抑制」は、子供たちの心身の健康を守るとともに、結婚のための内外の準備とな
ることを子供たちに伝えることが大きな目標となる。そのためには「結婚と家庭の価値」を明確に教え
なければならない。

また、自己抑制やセルフコントロールの力を養うには、節制や足ることを知るといった欲望の制御が
求められ、歴史的に見て宗教心が欲望の制御に重要な役割を果たしてきた。従って、「宗教心の尊重」
の視点も重要となる。

こうした点から見て、道徳の学習指導要領を見直すにあたり、「性的自己抑制の重要性」「結婚と家
庭の価値尊重」「宗教心の尊重」の視点を導入すべきである。

https://ippjapan.org/archives/556
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水着でかくれる部分は、

自分だけの大切なところで、

ほかの人に見せたり、さわらせたり

しないようにしよう
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同じように、ほかの人の水着で

かくれる部分も大切で、見たり、

さわったりしないようにしよう
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人とのきょり感って何だろう？

体のきょり感 心のきょり感

自分の体は自分のものだから、
自分とほかの人とのきょりは

自分で決めていい

自分の気持ちや考え方は自分
のものだから、どんな気持ち
をもって、どんな考え方をす
るのかは自分で決めていい



実例から
「生命（いのち）の安全教育」の研究指定校になった障害児学校

「距離をとることばかりが強調された文科省教材」実践の結果

「近寄るな！」と強い口調で言ったり、仲良い二人が急に「距離を
とらんとダメ」と言ったりすることになってしまったそうです

文科省「生命（いのち）の安全教育」実践ポイント
＊からだ・性の肯定的な面をしっかり含める
＊禁止や望ましい行為の強制ではなく、自己決定力を育む
＊自他のバウンダリーを尊重する同意の大切さを交流する
＊性をポジティブによい関係を目指すための性暴力防止教育



ユーチューブ動画：タイトルConsent for kids （日本語版）
初めに「これはきみのからだ、きみのからだをどうするかはきみが決める」



生命（いのち）の安全教育 文科省HP 「改善推奨｝

「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、子供たちが性
暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、全国の学校にお
いて「生命（いのち）の安全教育」を推進することになりました。こ
のたび、文部科学省と内閣府が連携し、有識者の意見も踏まえ、
生命（いのち）の安全教育のための教材及び指導の手引きを作
成しましたので、積極的な活用をお願いします。
児童生徒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、教育課程内外の様々な活動を通じて本教材を活用す
ることが可能です。また、教材の内容については各学校や地域
の状況等に応じて適宜内容の加除や改変を行った上での使用も
可能です。



主な改善ポイント『セクシュアリティ』103号参考

① 包括的な学びの保障。性をポジティブに伝える。ウェルビーイン
グ保障のため、性暴力防止は目標達成の初期段階。
② 性のウェルビーイング保障の人権教育として位置付ける。
③ からだの権利保障の教育にする。からだの機能や重要性を学び
プライベートの意味を伝える。一人ひとりの固有の権利。
④ よい関係を築くための同意とバウンダリー尊重。道徳的に「心と
体の距離感を保つ」という「心がまえ」の問題にしない。
⑤ ジェンダーの平等と多様性尊重を基盤にする。不備は温床。性
暴力の例示をステレオタイプにしない。誰もが加害や被害に！
⑥ 大前提として被害にあった子を責めない、加害の背景を探る。
⑦ 継続的共同的取り組みを実現する。 多忙を解消、みなで研修し
十分な時間をとって家庭地域とも力合わせ多面的に実践する



性は人権『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』2009、2018
ユネスコ(UNESCO)などが作成した性教育指針 世界のスタンダード化

『ガイダンス』は、質の高い包括的なセクシュアリティ教育を提唱し、健

康と福祉を促進し、人権とジェンダー平等、性の多様性を尊重し、子ど
もや若者が健康で安全で生産的な生活を送ることができるようにする
ことを目的としています。

人権を基盤に、性についてのポジティブなイメージを育てて欲しい、
というのがこのガイダンスの考え方です。

重要：実施した学校や大人は信頼し相談できる存在になって、
性的自立を保障できる 効果実証：より慎重に！より安全になる！
『ガイダンス』によるとおよそ20％の女性、5～10％の男性が、子ども時
代に性的暴力の被害経験がある。



性は人権SRHRセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ新定義2018

① 自分の身体は自分のものであり、プライバシーや個人の自主性が尊
重されること

② 自分の性的指向、ジェンダー自認、性表現を含めたセクシュアリティ
について自由に定義できること

③ 性的な行動をとるかとらないか、とるなら、その時期を自分で決めら
れること

④ 自由に性のパートナーを選べること
⑤ 性体験が安全で満ち足りたものであること
⑥ いつ、誰と、結婚するか、結婚しないかを選べること
⑦ 子どもを持つかどうか、持つとしたらいつ、どのように、何人の子ども

を持つかを選べること
⑧ 上記に関して必要な情報、資源、サービス、支援を生涯にわたって

得られ、これらに関していついかなる時も差別、強制、搾取、暴力を
受けないこと （IPPF国際家族計画連盟）



性は人権 『性の権利宣言』2014年改訂版 世界性の健康学会

セクシュアリティは、生涯を通じて人間であることの中心
的側面をなし、セックス（生物学的性）、ジェンダー・アイデ
ンティティ（性自認）とジェンダー・ロール（性役割）、性的
指向、エロティシズム、喜び、親密さ、生殖がそこに含ま
れる。（略）性の健康には、セクシュアリティや性的関係に
対する肯定的かつ敬意あるアプローチと同時に、強要・
差別・暴力を被ることなく、楽しく、安全な性的経験をする
可能性をもつことが求められる



性教育は幸せで心地よ
い人間関係・社会を築く

１肯定 大切に
ウェルビーイング

２科学真実事実

３多様性 全員
百人いれば幸せも
百通り

みんな違って、みんな平
等で、みんなハッピー



性の自立・幸せ 到達目標

①自分の心身・性を大切にできる。
②他の人の心身・性を大切にできる。

③性情報ウソを見抜き正確な情報で判断できる。
④自他の安全に配慮できて衝動にながされない。
⑤性の多様性・個別性・平等性を尊重できる。

⑥困ったときに相談できる人 場所がある。
「助けて」言えて支援があるのが自立

⑦他の人の悩みトラブル解決の支援ができる。



性犯罪規定、大幅見直しへ 強制性交罪や性交同意年齢
法制審要綱案2023年2月3日朝日新聞デジタル.ＮＨＫオンラインニュース



性の学びに役立つウェブサイトの紹介
https://kids.yahoo.co.jp/sei/ ココカラ学園

#つながるBOOK (jfpa.or.jp)
https://www.jfpa.or.jp/tsunagarubook/

セクソロジーSEXOLOGY：https://sexology.life/
国際セクシュアリティ教育ガイダンス
https://sexology.life/world/itgse/

“人間と性”教育研究協議会： https://www.seikyokyo.org/
セイシル：ティーンの性にこたえる：https://seicil.com/
ピルコン悩み学びサイト：https://pilcon.org/help-line

動画サイト
AMAZE＜性教育動画＞ | 活動内容 | PILCON

https://pilcon.org/activities/amaze
動画活用ガイド

b1bde1debb313aabe37824488431b470.pdf (pilcon.org)

https://kids.yahoo.co.jp/sei/
https://www.jfpa.or.jp/tsunagarubook/
https://www.jfpa.or.jp/tsunagarubook/
https://sexology.life/
https://sexology.life/world/itgse/
https://pilcon.org/activities/amaze
https://pilcon.org/activities/amaze
https://pilcon.org/wp-content/uploads/2020/03/b1bde1debb313aabe37824488431b470.pdf


おとな子ども共学の本



学びを深める 思春期から



こんなときは相談しよう 相談先紹介
#つながるBOOK (jfpa.or.jp)より

電話で相談DV相談ナビ（内閣府）#8008

LINEで相談デートDV110番相談室@まっしゅるーむ

もしも、性暴力の被害に遭ってしまったら性暴力被害
相談の全国共通短縮ダイヤルへ ＃早くワン（ストッ
プ）#8891

https://www.jfpa.or.jp/tsunagarubook/


相談先案内続き
よりそいホットライン
https://www.since2011.net/yorisoi/ 悩み相談窓口
LGBTｓの相談もしています。

NPO法人ぱっぷす（ポルノ被害と性暴力を考える会）https：

//paps.jp（ライトハウス引き継ぐ）

妊娠かも？
一般社団法人全国妊娠SOSネットワーク
https://zenninnet-sos.org/contact-list

https://www.since2011.net/yorisoi/


プロフィール

◇関口久志 （セキグチ ヒサシ）
◇役職
“人間と性”教育研究協議会 幹事
季刊『セクシュアリティ』誌（エイデル研究所）編集委員

立命館大学非常勤講師、京都教育大学非常勤講師、元京都教育大学教授、元京都府立高校教諭

◇専門 人権に基づくセクシュアリティ教育・ジェンダー教育、包括的性教育

◇メール 個人：sekihisa727@gmail.com 大学：sekihisa@kyokyo-u.ac.jp

◇１９５４（昭和２９）年7月27日 兵庫県篠山市生まれ 京都教育大学卒業。
◇１９７８年より京都の府立高校で２５年間の勤務中､「性」をテーマに生徒の交流を重視した数多い教
育実践
を行う。２００３年3月自主退職。

◇２００３年４月より千葉大学、都留文科大学、横浜国立大学などの非常勤講師として「性・ジェン
ダー」

の講義を受け持つ。全国の学校・自治体などで性・ジェンダーに関わる講演を多数行う。
２０１０年１０月より 京都教育大学准教授 ２０１４年４月より教授
2015年4月より教育支援センター長を兼務。 2020年3月定年退職。

◇“人間と性”教育研究協議会幹事、思春期学会正会員、スポーツとジェンダー学会正会員
◇著書に「改訂 性の幸せガイド」（エイデル研究所）「性教育の壁 突破法」（十月舎）、

「性教育の輪 連携法」（十月舎）、共著「ハタチまでに知っておきたい性のこと」編集、
「人間と性の教育 性と生の主体者としての学習」編集代表（大月書店）ほか共著多数。
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