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平成平成平成平成２２２２２２２２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

その他…今年度の試みとして、年間５時間「生命の授業」実施（対象：中３）

【平成 年度】21

２ 実施状況について

・実施月は、２～３学期が多い。

・計画されていたが実施できなかった学校あり （小２校、中１校）。

３ 実施後の感想等

・セルフディフェンスの講師の方に来ていただき分かりやすく教えていただ小小小小１１１１（（（（生生生生））））

いた。保護者の参加もあり、親子で話し合うよい機会となった （複数）。

・学校公開日に保健センターの方に来てもらい 「いのちの話」を実施した。小小小小１１１１（（（（性性性性）））） 、

・発育測定のおりにそれぞれの成長を認めあうとともに、男女の違いや大切

な役割を養護教諭から指導を受けた。それを受け、各クラスで命の大切さ

について授業を行った。ペープサートを使い視覚に訴え、効果的な授業が

行えた。

・男の子と女の子の体のつくりの違いをワークシートを使って学習した。

■体の学習をするにあたり、各家庭にどのような内容を学習するのかを手紙

で知らせてから学校で取り組んだ方がよいのではないか （子どもが家庭に。

帰って習ったことを親に話したり質問したりすると思う。その時の対応を

親に頼んでおくべき）
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■指導する際、下着の必要性を訴える内容だったので、下着の上に洋服を着

せるとよいかと思う。

■用語を押さえるものは何か悩んだ。

・紙芝居の話が分かりやすくて良かった。自分のこととして考えやすく、た小小小小２２２２（（（（生生生生））））

くさん意見がでた。

・紙芝居だったので、内容がわかりやすかった。ロールプレイでは、恥ずか

しがっていたが、身を守るためにどうしたらよいかほとんどの児童がワー

クシートに書けていた。

・１年生で実施したセルフディフェンスのことを思い出し、自分だったら…

とよく考えることができた。

■危険なことから身を守る具体的な方法も絵などで示せるとよい。→資料の

充実を。

■自分を守る対処方法が分かったか不安である。

・保健センターの方に来てもらい実施した。資料や教具が揃っていて児童は小小小小２２２２（（（（性性性性））））

よく理解した 「おぎゃあ体験」は全員ができるとよかった （複数）。 。

・おへその役割を知らなかった子も多く、改めて、大切なものと分かったよ

うだ。

・後半の赤ちゃんの疑似体験では、騒がしくなってしまった。生活科のあし

、 。たへジャンプと続きで行うと 自分の誕生のすばらしさがより理解できた

・母親と赤ちゃんがへその緒を通じてつながっている→いのちといのちがつ

ながっている。お母さんありがとう…と感想を書いている子がいて、よい

授業になった。

・生活科の学習と関連づけて授業が行えたのでよかった。

・エプロンシアターがよい （分かりやすい ）。 ）

・２年生は３学期に生活科で「成長の記録」を作成するが、事前にいのちの

学習をすることで、自分の成長に目を向けるとても良い機会となった。

・やはりゲームなどで、戦うシーンや殺人の場面を見る機会も多いようだ。小小小小３３３３（（（（生生生生))))

後で夜トイレに行けなくなったり、変な夢を見たりする児童もいた。本音

を出させるきっかけとして、参考作文は効果的だった。

・普段何気なく見ているテレビや子供たちがやっているゲームの中にも暴力

的な表現や死についての軽はずみな言動、行動がたくさん含まれていると

いうことを子どもたち自身気付いたようである。

・ ダイヤモンドランキング」のグループワークでは、子どもたちなりに大小小小小３３３３（（（（性性性性)))) 「

切だと思う理由を言い合って、順位付けを真剣に考えていた。

・自分の命も友だちのいのちも共に大切にしなくてはいけないということが

よく分かったようだ。ダイヤモンドランキングシートが活用できた。

・家系図を黒板に貼っていった時、おじいさん・おばあさんの絵がたくさん

になって驚いていた。

・自分のお父さんやお母さんだけでなく、たどっていくとたくさんの血縁か

ら命がつながっていることを知ってとてもすごいという驚きの表情を見る

ことができた。子どもの意見としては、自分も大切にしなければいけない

けど、周りの友だちも大切にしなければいけないという意見が多かった。

・資料がたくさんありとても助かった。

・自分のいのち、友だちのいのちを大切にすることで、自己評価が低い子も

自分のいのちの大切さに気づくことができる。父子家庭・母子家庭など家

庭環境が複雑な子も多く導入に気をつかった。

・３年生の子どもにとって命という分かりづらい事を考えさせるのに、いい

やり方で気にいった。

■内容が盛りだくさんで１時間で進めることが難しかった。

■詩は少し難しすぎたように思う。

・年間３回、養護教諭と の形で指導した。グループ学習を取り入れ、発小小小小４４４４（（（（生生生生)))) TT
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言しやすい雰囲気で授業ができた。

・ブレインストーミングのとき 「自分にとって良いところ 「人にとって良、 」

いところ 「両方ともによいところ」に分けてまとめることがやりにくか」

った。▼ ４の「友だちを大切にするためにどうすればよいか」を話し合

ったことにより、今自分に足りないものを認識し、これからどうしたいか

を考えることができた。▼ 人グループで、Ｂ４の紙に書かせてまとめ4

させた。８分で十分紙いっぱいにまとめることができた。

・保健学習と内容が重なっていたので、保健の「おとなにの体になるじゅん小小小小４４４４（（（（性性性性））））

び （１時間）と学活「かわっていくぼくたちわたしたち （ 時間）を合」 」 1

わせて２時間かけて指導した。児童は恥ずかしがらず、屈託ない意見を出

していた。

・保健の授業と兼ねて実施した。まだ実感としてとらえられない児童も多く

「恥ずかしい」が先に立っていたが、興味深く学習できた。(複数）

・ワークシート２

男女に分けてあるが「男子 「女子 「共通」の３つに分けて書かせた。ワ」 」

ークシートを変更したほうがよいと思った。

保健でも同じような内容で学習したが、もう一度確認し、これからおこる

変化や成長を肯定的に受け止めることができた。

一人ひとりの子どもは、真剣に話し合い、ワークシートを書きこんでいた

ように思えた、やはり、男子より女子のほうが話を真剣に聞くように思っ

た。男子に照れが見えた。

・養護教諭が で指導してくださり大変よかった。T1

■保護者の体験文を用意するのは難しいので、今回は教科書にそった学習に

留めた。

)・ 男らしさ女らしさについて考えよう」では、自分らしく生きることの大小小小小５５５５（（（（生生生生 「

切さについて話し合え、お互いの理解が深まった。

・ 男らしさ・女らしさ」について、子どもたちが様々なとらえ方をしてい「

ることがわかり、５年生くらいにとてもいい内容だった。しかし、理由を

考え、発表する場面で理由を考えることができない子どもがいたり、同じ

意見の子で集まって座ったので、あまり話し合いが深まらず残念だった。

教師のほうから意見を出すためのサポートが必要だと感じた

・カリキュラムのやり方とは異なり、アンケートを行ってから「男らしさ」

「女らしさ」についてグループで考え発表させた。

「自分の中にある男女のイメージを大切にしつつも （男だから （女だか、 ）

ら）とそのイメージを他人に押し付けないこと 「異性の行動や言動に理」

解を示すことの大切さ」の説話に力点を置いた。

「 」 。小小小小５５５５ 性性性性（ ）（ ）（ ）（ ）・理科の 人のたんじょう と合わせて指導できたのでより理解が深まった

・事前に保健センターの方と打ち合わせを行った。当日は学校公開日でもあ

ったので、保護者の方にもしっかり参観していただいた。

・ 生命の誕生」は、理科でも行うので、理科の内容とも絡め、映像や新生「

児の大きさの人形を使って行った。やはり、子どもの印象に残るのは、実

際に赤ちゃんの人形を抱いたことだったようで、子どもの中には、自分の

生まれた時のことを授業後に母親と話し合った子もいたようだ。今回は、

私物の人形を使ったが、教材としてそういった人形があるとありがたいと

思った。

・理科で既習していたこともあり、生命が誕生するまでの過程についてはか

なり理解していた。感想からお父さんやお母さんに大切に育てられたので

自分だけではなく、他の人の命も大切にしたいという意見がみられた。

・実物大の赤ちゃんを使って興味を持たせることができた。

・ 生命の誕生」については動画を活用した。「

・ 生命の誕生」では、理科の授業と絡めて実施した。「
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・ 自分で守る心とからだ」は保健学習と関連させ、薬物の内容と入れ替え小小小小６６６６（（（（生生生生）））） 「

て、県警の方に指導してもらった。

・担任の母の死、愛犬の死を題材として取り上げた。

・実習生の先生とともに、性被害や携帯電話の出会い系サイトなどの被害に

ついて学習した。事例アンケートを行ってくださり、以外に自分のクラス

の児童が、インターネット・携帯電話を使用していることも分かり、大変

良いきっかけとなった。子どもからも「モバゲー」などを使うと犯罪につ

ながることがあると意識の変化のある反省がみられ、効果的だった。

・ケータイの話題など、多方面から「いのち」の大切さや身を守ることの大

切さ考えることができた。

・ ウイルスのことなどの資料がインターネットにあったので利用した。小小小小６６６６（（（（性性性性）））） HIV

・身を守る術や出会い系サイトへのメールの資料が多数あり、とても分かり

やすく授業を行うことができた。

・ロールプレイは難しいと感じたので、こんな場合はエイズがうつるかどう

かを考えさせ、感染者との接し方を考えさせた。

・保健学習と重なっているところがある。

・実習生の先生と共に学んだのだが、エイズの正しい知識を持つことができ

た。感染させるウイルスは、出口と入口が同じであることや、実証実験な

どを通して予防のために必要な行動について学ぶよい機会となった正しい

知識から偏見もなくすことができたのではないかと思う。

・ 自分らしさって何だろう」は、二学期に実施することで 「自分」につい中中中中１１１１（（（（性性性性））））「 、

て考える良い機会になった。

・学年集会にあわせて「思春期橋をわたろう」というテーマとした。アンケ

ート結果発表や担任の先生のパフォーマンス、ワーク等を取り入れ、楽し

い中にもねらいに迫る集会ができた。

■悩みの解決方法を話し合うのは難しい。皆、同じ悩みを持っていて安心と

いう部分はあったが… （複数）。

■アンケートが今の中１の実態と合っていない。

ケータイトラブルが多いことから、サイバー犯罪防止教室と兼ねて実施し中中中中２２２２（（（（生生生生))))・・・・

ている （複数）。

・ 人を好きになる心」は生と性のカリキュラムをアレンジし、担任が実施中中中中２２２２（（（（性性性性)))) 「

した。男女のかかわり方の変化もとりいれた。クラス毎の雰囲気が出てい

てよかった。

・保健センターの方に来ていただき学年全体で指導した。生徒のふり返りの

中に、このような学習を学校でやるとは思わなかったが、このような話は

親から聞くこともないので、この機会に聞くことができてよかったという

感想もあった。

・導入部分の変更。アンケート結果からという方法ではなく、図を提示して

行った。

、 。・前半はワイワイガヤガヤしたが 後半は真剣に考える生徒が多かったと思う

こういう授業も必要だと感じた。指導案の導入は、他のアイデアも考えてみ

たい。

・新聞記事を導入にして、男女の意識の違いについて考えた。川柳は使用しま

かった。

■指導案通りでは指導しにくい。中中中中３３３３（（（（生生生生))))

■性感染症は専門的で学級担任では指導しにくい。中中中中３３３３（（（（性性性性))))

■実施時期は夏休み前がよい。夏休み中は一部生徒だが生活が乱れがちにな

るので。また、学級によって生徒の実態が違うので、内容についても変え

た方がよい。

その他 ○小牧市の生と性のカリキュラムを学校の実態に合わせてアレンジして実施
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した （小）。

○外部の方に来ていただける制度があるようならぜひ利用したい （小４生。

と性）

○小２（性）と小５（性）は、学校公開日に保健センターの保健師さんと助

産師さんに来ていただいて実施した。今後も連携を継続していきたい。保

健センターさんの授業は好評なので、毎年来ていただけると有り難い。

○小６…助産師さんや保健師さんに来ていただいて 「生と性に関するセミ、

ナー」を実施した。授業公開日に実施したことにより、保護者と一緒に学

習できよかった。

○中３対象： 生命の授業」５時間完了。名前の意味調べ→生命誕生・中絶「

について→親からの手紙

○中３→保健センターさんに来ていただき実施（４校）

・生徒のふり返りからは、大切な性について考えたことが分かる内容が多か

った。


