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平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度「「「「生生生生とととと性性性性ののののカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム」」」」授業実践報告授業実践報告授業実践報告授業実践報告

１ 学級活動年間計画での性に関する指導の位置づけについて

【平成２３年度】

その他：学年の実態に応じて１時間から２時間設定している。（小－２校、中－１校）

１・２年は２時間、３年生は５時間)設定している。（中－１校）

【平成２２年度】

２ 実施状況について

・実施月は、２～３学期が多い。

３ 実施後の感想等

小小小小１１１１（（（（生生生生））））

・毎年セルフディフェンスコミュニケーション開発の方に授業をしてもらっている。分か

りやすい内容で年々工夫して指導してもらえてとてもよい。(複数）

・“自分で自分を守る”という意識がもてたと思う。外部講師の方から実技も交えて教え
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ていただき良かった。

・学校全体で夏休み前の７月に実施。（市のセルフディフェンスは１１月）

知らない人からの不審な誘い、わざと心配させるような誘い、楽しい誘いにはきちんと

断ることを考えさせ、対処方法を動作化し、どうしたらよいかを指導した。

小小小小１１１１（（（（性性性性））））

・公開日に実施した。子ども、保護者、担任で講義を受けたが、盛りだくさんの内容でと

てもためになった。保護者は誕生の日の喜びを再認識し、感動していた。

・保健センターの方に来ていただき、保護者も参観する授業を行った。「いのちの始まり

から成長」そして「待ち望んで生まれた大切な命」の話をしていただいた。子どもたち

は命が大事だということが分かったようだ。子どもはもとより保護者のみなさんも感動

され、素晴らしい授業だったとお礼を言っておられた。

・保健師さんにきていただけ、また保護者の方にも参加していただいたので大変良かった。

内容も良かった。

・保健センターの方に来ていただき実施したので、資料や教具が揃っていて児童はよく理

解できたと思う。

・男女の違いは、「命の元がある場所が違う」で押さえている。だから水着で隠れる「プ

ライベートゾーン」は大事で、見せたり見られたりしてはいけないところ、清潔に保つ

ところ、けがから守るところなんだという話に素直に反応した。

・小学生になって初めての学習なので、とてもハイテンションになって少し困った。授業

参観だったため後半は落ち着いて取り組めた。

・養護教諭が身体測定時にミニ性指導を実施後、担任がより細かい指導を行った。

・身体測定時に、養護教諭から、体の仕組みや働きについて、分かりやすく指導してもら

った。全学年、いのちに関する学習の指導をしてもらえて良かった。

・資料や教具がそろっていて、教師がすぐに授業に取り組むことができありがたかった。

・導入や体のつくりを教えるところを担任が行い、衛生指導的な内容を養護教諭にゲスト

ティーチャー的に登場してもらって説明してもらった。良かった。

・最初は裸の男女の絵を見て、「キャー」という声があがったり顔を手で覆う児童がいた

りして落ち着かなかったが、将来「赤ちゃんのもとが通る」「赤ちゃんが生まれる時に

通る道」と話が進むにつれて静かになり、「男の人も赤ちゃんの誕生に関わるんだ」「性

器は大事にしなきゃいけないんだ」という意識がもてた。

・「プライベートゾーン」という言葉を初めて聞いてとても印象深く分かりやすいようだ

った。また､見せたり見られたりしてはいけないところということが分かりやすかった

ように思う。

トイレの入り方、お風呂の入り方などをあまり知らない児童がいることが分かった。

小小小小２２２２（（（（生生生生））））

・紙芝居を使い被害に遭わないためにどうしたらよいか、自分で自分の身を守る大切さを

学んだ。担任からも、紙芝居は２年生にとてもあっている良い教材であると評価された。

１年のセルフディフェンスで学んだいろいろな技を思い出しながら動作化した。

・最近、不審者情報も多く、子どもたちも身近なものと感じたようだ。被害に遭わないた

めにも自分で身を守る大切さを学んでいた。命の大切さを知るにもとてもよかったと思
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う。

小小小小２２２２（（（（性性性性））））

・保健センターの方に来ていただき学校公開日に実施した。資料や教具がそろっており、

とても分かりやすく興味を持って学習できた。特に、おぎゃあ体験は低学年だったので

母子ともに照れずにできてよかった。（多数）

・保健センターの保健師・助産師による授業（11/6）。工夫された教材・教具で児童も感

動した。三学期の方が生活科のカリキュラムとリンクできたかもしれない。話される声

がやや小さく、聞き取りにくいときもあった。（マイクがあった方がと要請されたが、

比較的狭い会場だったので無しで行ったため）

・保健センターの方の授業は親にも子どもにも心に響いたようだ。「命の始まりのカード

をとても大切に持ち帰り何度も見ていた」という家庭からの報告があった。また、体験

も各クラス５～６名の児童と母親が実施できたこと、 全員にだっこの宿題をいただい

たことで、親子の会話が生まれ、親の心にも残る授業になった。

・学校公開で実施。担任が教室で導入をし、これから多目的室で何を学ぶかを押さえたこ

とやふり返りを教室に戻って実施したことで、保健センター任せでなく、担任にもきち

んと考えて指導してもらうことができた。

・１、２年は学校公開日に実施し保護者にも参観してもらった。「家に帰ってからも、親

子で命の話ができて効果的であった」という感想が複数あった。また、１、２年の担任

からは、資料が豊富で、子どもたちも興味深く授業に参加できて良かったという感想が

聞けた。

・保健センターの方に来ていただき、学校公開日に実施した。赤ちゃん人形など子どもの

目をひく教具があり、子どもたちは引き込まれていた。保護者も 一緒にいたため、自

分が生まれた時のことを保護者に直接聞く場面もあり良かった。当日参加できなかった

保護者用にレジュメもあり、家庭で親子の会話につながったようだった。

・保健センターの方に実施していただいた。「いのち」について考え、いのちの始まりか

ら成長を見る学習で、クイズや体験を通して、児童は「大切ないのち」について理解す

ることができた。

・妊娠されているお母さんに胎児の心音などを実際に聞かせていただくことができ、心に

残る体験ができた。

・センターの方の授業は子どもたちの心に響いたようだ。針の穴ほどの大きさから大きく

なったこと、赤ちゃん自身が生まれようと頑張っていること、へその緒でお母さんとし

っかりつながっていたことを子どもたちは命の大切さを強く感じていた。準備がしっか

りされていてすばらしい授業だった。

・生活科の「あしたへのジャンプ」にもつながり良かった。

・「おへそのひみつ」を養護教諭が実施した。いのちのはじまりの大きさのカードを各自

に配布したり、エプロンシアターで胎児の成長の様子や胎盤とつながるおへその様子を

示したり、話だけでなく視覚にも訴える内容でとても理解できたようだ。また、生活科

で「大きくなったじぶんをたしかめよう」で子どもたちは自分が生まれた頃の写真を見

たり母親にインタビューしたりしたので、自分がおへそで母親とつながり大切にされて

いたことを実感したようだ。
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■「おへそのひみつ」は生活科の学習ともつながりもあり、教具（へその緒など）があれ

ばいいなと思った。

小小小小３３３３（（（（生生生生））））

・ゲームやテレビのやり過ぎについて、新しい指導案と資料で実施した。一人、ペア、グ

ループなど、いろいろな形をとり入れて考え、話し合ったので、最後まで真剣に取り組

むことができた。児童作文を紙芝居にして見せたが、児童の反応もよく、集中して聞く

ことができた。

・ゲームやテレビのやり過ぎを考えることができた。

■「ゲームとわたし」ということで、情報モラルのサイトを一例として行ったが、子ども

には、まだまだ身近な内容でなかった。

小小小小３３３３（（（（性性性性））））

・いのちをつなげていくためにはどんなものが必要かというＧＷＴはいろいろな考え方が

出てきて、思考の幅が広がった。

・資料の絵カードを使い、自分たちで黒板に貼りながら、目で見て命のつながりが理解で

きた。ダイヤモンドランキングも真剣に考えて、話し合うことができた。命をつなげて

いくために大切なもの、考えや価値を話し合う内容なので、クラス経営とグループワー

クの体験によって深まりが違うと思うが、どのクラスも自分が大切だと思うことをしっ

かり伝え、聴き合っている様子がみられ、児童の満足度も高く、とてもよかったと担任

もふり返っていた。

・「未来にいのちをつなげるため」を６月の授業参観に行った。自分の命が先祖からつな

がってきたものであり、これからも未来につなげていかなければならない大切なものだ

ということが、３年生なりに理解できたように思う。内容の深いいい指導案なので、こ

のまま実施してもよいし、自分流にアレンジしてもよいと思う。

・資料（子ども・両親・祖父母の絵カード）があったので、目で見て命のつながりが理解

できた。ダイヤモンドランキングもいろいろな考えが出てよかった。

・祖父、父、自分、三代の小学生時の生活、世相を学びながら「命のバトン」について考

えた。

・養護教諭が身体測定の時間に導入部分を指導し、その後を引き継いで担任が指導した。

ワークシートを使って、命のダイヤモンドについて、グループで話し合ってから学級全

員で話し合った。命を守るために大切にしたいものが一人一人違っていて、子どもたち

は多様な考えを聴き合うことができた。また、自分の命は、一人だけのものでないこと

を実感できたようである。

・いのちは、谷川俊太郎の「しんでくれた」からカリキュラムに載っていた「いのちのま

つり！」シリーズの本につなげて、土曜日の学校公開日に保護者も一緒に考える形式で

行った。

■指導案の導入は、母子家庭や父子家庭もあり、少し考えた方がいいと思った。

小小小小４４４４（（（（生生生生））））

・授業を通して、男女、仲間の良さを再認識することができた。

・男女間の理解が少しできたと感じた。

・生きることを３．１１を題材にして考えさせた。
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小小小小４４４４（（（（性性性性））））

・養護教諭に来てもらい実施した。資料や教具がそろっていて、児童は良く理解した。初

めての体の変化について、暑い最中の教室でも集中して学習していた。

・自分たちの命が親から受け継がれてきたことを踏まえ、思春期に起きる体の変化は、大

人になるための大切なことであることを理解し、初経や精通を肯定的にとらえる児童が

多かった。

・資料が効果的で意欲的に児童が取り組んでいた。体の変化についてよく分かり体を大切

にしようとする意識をもつことができた。

・いのちの学習は、1 学期に行った保健の学習内容と共通する部分が多かったが、半年経

って児童がしっかり覚えておらず、この時期に学活で取り上げて良かった。（１月実施）

・保健学習の後に実施。朝の会でブレインストーミングを取り入れ、「子どもと大人の違

い」について考えさせ、まとめた上で授業をした。体の変化について、まじめに考え個

人差について理解することができたと思う。自分の体を大切にし、大人に変化していく

ことへの希望や期待が感じられるふり返りがあり、保健学習とタイアップでよい学びが

できたと思う。

・保健の授業につなげて実施した。恥ずかしい気持ちもあり、変な反応をしてしまうこと

もあったが、授業後は体の変化についてのタブー感が減り、自分の体の変化について話

をする子どももいた。

・体の変化について考えるのに照れる雰囲気があったが、だんだんとしっかり考えられる

ようになった。個人差について理解することができたと思う。男女の違いについて考え

たことで異性への思いやりの気持ちが大切だということも少し考えられたと思う。

■保健学習と兼ねて実施した。重複する内容なので…。

■保健学習と内容がほぼ重なるので、他のアプローチで考えさせられるとよいと思う。

小小小小４４４４（（（（生生生生・・・・性性性性））））

・保健の授業とリンクさせて実施した。思春期の成長のスピードは個々に違うことを指導

することで「他人を認める」ことも考えさせることができた。

小小小小５５５５（（（（生生生生））））

・「共に生きる 福祉体験作文集」から１編を印刷し、中学生部門最優秀賞の作文から、

親友が障害者になってしまい、始めは「かわいそう」と思っていたことから、自分と人

とは違って当たり前、他人を受け入れようということを考えてみた。

・「ちがいのちがいを考えよう」の資料を使い、差別・人種について考えた。

・性別のこだわらず、お互いを尊重することが大切であることに気がついたようだ。

・総合学習でも福祉について取り組んでいるので、自分のできることで役に立てることは

ないかと考えることができた。

・いのちの学習は学校保健委員会として、８０分の授業となったが、児童はとても集中し

て受けていた。授業後のアンケートでも子どもたちがいろいろな思いを持てたことが分

かり、とてもよかった。（自分が大切にされていること・親への感謝など）

・子どもが関心を持てるような授業内容であり、さらに自己肯定感を持てるよう工夫され

ていた点がとてもよかった。子どもの心に残る授業だった。
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小小小小５５５５（（（（性性性性））））

・理科「人の誕生」の学習とあわせて指導。３㎏の砂を袋につめて、赤ちゃんのだっこの

仕方を学んだり、受精の瞬間や育つ様子をビデオで見たりして「いのち」について考え

てみた。

・理科の授業「人のたんじょう」と関連づけて行った。生命の力強さを感じることや母体

とのつながりを感じてくれたと思う。

・理科の授業で映像や胎児の人形を使って行った。初めは恥ずかしがっていた児童が、授

業を進めていくうちに真剣に聞き、自分の将来がどうなのかなどの想いをもつようにな

った。また、男子については、出産に当たって「自分の力も必要だ」といった、自分も

進んで関わろうとする意識を持つことができた。女子の中には、自分が子どもを生むの

が楽しみという感想もあった。

・理科と絡めて実施（市の指導案とは別）した。ＤＶＤがあると指導しやすい。

・理科の「人のたんじょう」という単元を学習したが、いのちの学習と関連させてできて

よかった。

・人の母体内での子どもの成長を学んだ。子どもの疑問もたくさん出て興味深く取り組ん

でいた。

・「胎内で羊水を飲む…」のところは、なるほどと納得したようだった。

・生命が誕生するしくみを学び、家族から生まれた時の話を聞くことによって、生命の尊

さを考えることができた。

・４年生でも学習済みの内容であるが、繰り返し話をしないと忘れているので、大切な機

会であった。

小小小小６６６６（（（（生生生生））））

・便利な携帯電話だが、悪用しようとする人たちがいて、気をつけないと被害にあうとい

うことを考えるよい機会になった。自分の身を守るにはどうしたらよいかを考えること

ができた。

・情報モラルについて、ゲストティーチャーを招いて学習することができた。身体測定の

時間を利用して、再度、情報モラルについて話してもらった。

・携帯電話のパスワードを６文字以上で考えると被害に遭いにくいことが、児童に理解さ

れた。

・実際に不審者メールや身近に聞く出会い系の話題から身を守ることの大切さと、慎重な

行動の必要性を感じることができた。

小小小小６６６６（（（（性性性性））））

・初めてエイズについて「エイズを正しく知ろう(共生を考える)」を行った。子どもたち

は初めて「知っている」と今ひとつ真剣さに欠けていたが、正しく知ることにより、真

剣に話を聞いたり、考えたりすることができた。内容は自分でクラスの実態に合わせ、

① HIV とエイズについて正しく知る②エイズの感染経路について③エイズの子と友達

になるかの話し合い④エイズ患者 M くん(17 歳で死)の告知～死、そして訴えの過程で

行った。30 年前までは、エイズという病気はなかったのに、今では 18000 人(HIV 感染

者含む)、20 代 ～ 30 代の感染者が多いそうなので、今後中学生、高校生と必ず実施す

べきだと思った。
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・「エイズ」という病気そのものも知らない児童が多かった。どのようにしたら感染する

のか、差別しないということもすんなり理解できたようだ。

・「エイズ」の資料では、具体的な数も表され子どもたちには驚きとともに認識が深まっ

たようだ。パワーポイントで分かりやすかった。

・エイズの病気について、正しく理解したり、正しい接し方について真剣に考えることが

できた。

・自分たちの生活とかけ離れた出来事ような感覚であったのが、身近にある事実として受

け止め、真剣に考えることができた。

・エイズ学習では特別な先入観の様子があり、１０年前に比べ、病気の一つというイメー

ジでとらえている感じがした。

・生きることを３．１１を題材にして考えさせた。

・東北大震災についてじっくり考えることから、「いのち」の尊さや大切さについて感じ

ることができているように思う。（複数）

・カリとは違う内容で、保健センターから妊婦体験セットを借りて実施した。「0.1ミリか

ら未来へ」と題し、命の始まりカードを見てから胎児の成長、そして、今の身長と比べ

て、どれだけ大きくなったっのか、と実感できたようだ。オラウータンと違い、人間の

出産は一人では生めない、だからこそ協力していく遺伝子が始めから備わっている。出

産から子育てをしていく、命をつないでいくためには、人との協力がとても大切。だか

ら学校で学びあい、人と関わりあっていくことが大事なんだと伝えた。また、ここまで

大きく育ててくれた両親に感謝し、１０年後には自分たちも親になっていくことを踏ま

えて、妊婦体験をした。親になっていく時、一人では大変だからパートナーとなる人と

の協力、男子は自分の生活習慣が女子や子どもに影響を与えることを知って、健康な生

活習慣が大切なことを押さえた。ふり返りでは、男子は自分は関係ないことだと思って

いたが、違っていた。親に感謝したい。女子では親への感謝とともに、命をつないでい

くことの大切さを実感できたようだ。卒業を前にして、最後の身体測定で実施したが、

命や生活習慣、人との関わり合うことの大切さを考えさせることができたと思う。

・修学旅行に向けて男女の相互理解と協力を中心に学習した。

特別支援学級特別支援学級特別支援学級特別支援学級におけるにおけるにおけるにおける生生生生とととと性性性性のののの指導 養護教諭指導 養護教諭指導 養護教諭指導 養護教諭によるによるによるによる授業授業授業授業（（（（３３３３時間時間時間時間））））をををを実施実施実施実施

☆「大切な命」をテーマに模擬体験学習を入れて行った。

１限目：妊婦体験では、妊婦さんになって教室や階段などの昇降を体験した。

また、赤ちゃんが子宮の中で成長していく様子を教具を使って学習し、

更に実際の赤ちゃんと同様の重さの人形を抱くことで重さを理解でき

た。

２限目：出産体験では、手作りの袋で、赤ちゃんが子宮から産道を通る体験を

畳の上で行った。いずれも初めての学習で、子どもたちは全員が楽し

く参加できた。模擬体験により、母親の苦労や、感謝する気持ちなど

を持つことができた。

３限目：命のつながりでは、たくさんのカードを黒板に貼って学習した。
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カードをたくさん貼ったことで視覚から捉えることができ、自分や両

親や祖父母以外に、限りなくたくさんの人たちの存在がわかり、自分

とつながっていることが分かった。一人でも欠ければ今の自分がいな

いことが分かると、健康で生きていくことがいかに大切かが理解でき

た。また、元気に生きるために、今自分ができていることと、できな

いことをカードでふり返り反省した。カードを使うことで時間も短縮

され、子どもたちにもふり返りがしやすかった。中には、今まで野菜

が嫌いで食べなかった子が、この日から頑張って少し野菜を食べるよ

うになったのは、大きな成果かも知れない。

中中中中１１１１（（（（生生生生））））

・セルフディフェンス講座で実施（全校）

中中中中１１１１（（（（性性性性））））

・授業を通して、生徒たちに、良い・悪い両方の自分を受け入れることが自分らしさと受

け取り、授業をした。

・①学年集会：「思春期橋をわたろう！」をテーマに、学年、養護教諭で実施。思春期の

３つの出会い（大人の体、自分の心、異性）について学んだ。生徒は、悩みや不安は誰

にでもあることだと安心したようだった。

②学級活動：「異性とのつきあい方」をテーマに担任が実施。性行動の男女差は、個人

差があり早いかとも思われたが、今後を見据えて考える機会となった。（一部の生徒で

男女間のトラブルがあったため、学級活動も行った。）

■授業の目当てが「自分らしさって何だろう」とあるが、悩みの解消方法的に指導案がな

っている。

■全体的に悩みについての自覚がないので、一般的な中１の生徒の悩みについて提示をし

て考えていく方法でもよかったのではないか。（複数）

■ワークシートの２で、「心の中をのぞいてみよう」は、アンケートの結果からか、今の

自分について書かせたらいいのか悩んだ。

■・先輩からの手紙は、使うか使わないかは担任裁量で、あった方がよい。

中中中中２２２２（（（（生生生生））））

・サイバー犯罪防止教室で実施（多数）

中中中中２２２２（（（（性性性性））））

・短歌の導入は明るく気楽な雰囲気をつくれて、恋とかだけでも恥ずかしがっている生徒

も授業に入りやすかった。ただその雰囲気で１の相談内容に入ると、軽くとらえてしま

い、真剣さに欠けるものとなってしまった。

・以前、中学時代に妊娠・出産した生徒を受け持ち、その大変さや重大さを本校の生徒に

も伝えたかった。指導案としては、よくできており、比較的深く考えさせることができ

た。

・とても取り組みやすい指導案とワークシートだった。

・最も興味・関心の高い内容で、生徒のテンションをコントロールするのに苦労した。子

ども達の意見の中から「相手への思いやり」や「自分の意志表現」などが自然と出てき
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たので良かった。

・全体的に幼い生徒が多く、アンケートの内容が生徒の実態に合っていなかった。アンケ

ートの内容を検討する必要があった。

・短歌は国語の授業でやっているのでいい案だが、「恋」と限定すると書きにくい。

・「人を好きになる心」は、興味のある生徒と全くない生徒がいるため、指導する時にど

こに合わせればよいか迷った。

・指導案には、アンケート結果から、外見ではなく内面を重視していることに気付かせる

となっているが、本校のアンケート結果は外見が一番多かったので、どのように進めよ

うか迷った。

・保健体育の分野なので、この指導案でやるのは良かった。

・学年集会：「人を好きになる心～付き合うってどういうこと？」をテーマに、学年、養

護教諭で実施。１年生で学習した３つの出会いのうち、異性との出会いについて、深め

た。性行動の男女差や個人差を学び、「好き」「愛する」ことや付き合うことについて考

える機会となった。

中中中中３３３３（（（（生生生生））））

・学校保健委員会の一環として、学年全体（２学級）で実施した。保健センターの所長を

講師に、養護教諭とＴＴで指導した。

・保健センターの保健師から、教師として本当は指導しなければいけないことだけど話し

にくい思いがあるが、淡々と話されたのが良かった。

・義務教育最後のため、性について正しい知識と相談場所を知ることは大切である。

・性を学ぶことによって、自分で考えて行動できる基礎になる。

・水の実験を通して、子どもがより身近に感染について考えることができた。

中中中中３３３３（（（（性性性性））））

・３年生の実施時期についてだが、卒業前の時期が現実的であり効果があると思う。

中中中中３３３３（（（（性性性性））））「「「「すてきなすてきなすてきなすてきな大人大人大人大人になろうになろうになろうになろう～～～～自立自立自立自立ってなんだろうってなんだろうってなんだろうってなんだろう～～～～」」」」（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ中中中中のののの実践実践実践実践からからからから））））

１ 指導案やワークシート（資料を含む）

・指導案の流れは良かった。

・ワークシートは良かった。２の自分の自立の様子の○つけは良かった。一人一人が

よく考える題材になった。グループでの話し合いも効果的だった。

・授業の最後に、ワークシートに感想を書かせた。（４感想があってもよい）

■「はばたく中学生」はあまり使う意図がない。

■ワークシート２の⑨⑩の項目のとらえ方に困った。

■すてきな大人＝自立というとらえ方が、生徒にはなかなかとらえづらかったようだ。

２ 生徒の反応

・予想以上に反応し、よく考えていた。自分に足りないものは何かがはっきり分かり、

目標をたてるきっかけになった生徒もいた。すてきな大人になりたい願望が高まっ

た。

・真剣に、でも楽しげに、自分が考えることを素直に出し合いながら話し合っていた。

よい意見がたくさん出てきて、最後の感想も黙々とたくさん書いていた。
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・いろいろな反応が返ってきた。年齢的には、５年後にはもう大人としてとらえられ

ることを考えると、先のことではないと感じた生徒が多かった。

■「すてきな大人」は考えることができたが、「自立した姿」「自立していくためには」

はまだ具体的に考えることはできなかった。

３ 授業者として

・この時期に、この題材はとてもよいと思った。一人一人が自分をふり返る時間なっ

たと思う。

・この時期に行う学習として適していたと思う。授業後、生徒は満足げでやって良か

ったと思える授業だった。

・考えさせる良い機会になった。「大人になる」ということはどういうことなのか、

常日頃から意識させたい。

■指導案の流れでつないでいこうとするあまり、自分がしゃべり過ぎてしまった。

■自分を見つめ直すことができるよう、個で考える時間がもっと必要であったと思う。

中中中中３３３３（（（（生生生生・・・・性性性性））））

・学級活動の位置づけで、学年全体（６学級）で実施した。保健センターの所長を講師に、

養護教諭とＴＴで指導した。

・学年集会：「すてきな大人になろう～性感染症の予防」をテーマに、保健センター保健

師に講演を依頼し、学年と養護教諭で実施。自分や相手を尊重したつきあいについて考

え、深めることができた。

中中中中３３３３～～～～ K中中中中のののの実践実践実践実践：：：：K中独自中独自中独自中独自ののののカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム～～～～年間年間年間年間５５５５時間時間時間時間

・クラスの子のひとりひとりの名前考えることにより、名前には深い意味があることとい

うことを生徒自身が考えることができた。

・元々、食べるために育ててきた豚を最後は食べることができるかという内容から、食べ

ているものにも命があるということを学ばせることができた。

・「明るい人生」の中で、「命の重さ」という生命尊重の授業を行った。親は、子どもが生

まれてくることをこんなにも喜んでいるということを実感させることができた。

そのそのそのその他他他他

・なかなか上手く指導できないという声が多い。特に性に関する指導は恥ずかしいという

気持ちが先に立ち、うまくいかないということである。

・今年度は全学年、学年集会を取り入れた。知識を与えるだけでなく、アンケート調査に

よる実態発表や、全員参加のワークを取り入れ、自分たちの問題として考えることがで

きるよう工夫した。集会後は、教室での担任による話を含め、「振り返りの時間」を重

視して取り組んだ。

・生徒の個人差が大きく、集団指導、個別指導ときめこまかく行う必要がある。集団指導

をどこに重点をおくか難しいという意見が出た。

・今後も小牧市生と性のカリキュラムをもとに、学校や学年の実態に合わせて取り組みた

い。生と性とにわけて実施するのは難しく、どちらも含めた内容となると思う。


