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Ｈ2１．11．27母子保健推進協議会資料１－別紙２－２

　お子さんと保護者アンケートの中から、お子さんの心配や相談の中で多かったもの
をいくつかあげました。今後の親子の会話に役立てていただければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ：小牧市保健センター　７５－６４７１

●　胸の大きさが左右違う、胸が痛いことがある
　
　第２次性徴を迎えるちょうどこの時期は、ホルモンの分泌により、丸みを帯び女性らしい体つき
になってきます。
　乳房も発達し片方がもう片方よりも大きくなったりするのも自然なことです。また、その発達に伴
い、乳房に痛みを感じることもありますが、思春期の胸の痛みは、異常ではありません。発育を
妨げないよう、体にあった下着を選びましょう。男の子も胸の部分が少し大きくなり、時に軽い痛
みを感じることがありますが、思春期に感じる胸の痛みは、異常ではありません。（小学校低学
年で、胸の痛みやしこりがある場合は、小児科へ受診しましょう。）

●　生理がまだこない
　

　月経のくる時期は、かなりの個人差が見られます。個人の体の成熟度によってその時期は異な
ります。また、極端なやせの場合は、ホルモンの働きが不安定になり、月経が始まらない場合もあ
ります。15歳ごろまでに月経が始まらない場合は、産婦人科を受診し相談しましょう。

●　太っている
　
　胸のふくらみと同様に、腰やお尻に丸みがついて女性らしい体になってきます。見た目で判断
せず、自分の適正体重を知り、保つことが大切です。

＜計算式＞自分のBMI＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）
　　　　　　　やせ18.5未満、普通18.5～25.0未満、肥満25.0以上

●　生理が不順である、月経痛がひどい
　
　月経周期（生理開始日から次の生理が始まる前日まで）の平均は28日ですが、25日から30日
と人によってまちまちです。また、月経が始まって3年くらいは不規則になる事がよくあります。ま
た、月経が始まったら、婦人体温計で基礎体温を付けることをお勧めします。基礎体温を付ける
ことによって、ホルモンの働きを知ることができます。７～10日以上経血が続く、あるいは3か月
以上月経が来ない場合には、基礎体温表を持参して産婦人科を受診し相談しましょう。
　また、月経痛がひどい又は経血量が多い、貧血がひどいなどの理由で、日常生活に支障が出
てくる状況であれば、産婦人科を受診し相談しましょう。薬でコントロールすることで、快適な学校
生活を送ることができます。



●　夢精・マスターベーションについて
　

　男の子の性が成熟すると精通現象が現れ、多くの場合は寝ている間、射精します。これを夢精
といいます。「パンツを下洗いして、洗濯機に入れておいてね。」と明るく伝えましょう。
　夢精は、自然なことで、驚く必要はありません。また、男女関係なく、自分で性器に刺激を与え
る事（マスターベーション）も自然な行為としてみられます。このことで、体に害を及ぼすことはな
く、不安や罪の意識を持つ必要はまったくありません。
　子どもが自責の念に捉われないよう、正しい知識を伝えたり、当たり前の成長として受け止め
ましょう。（18歳ごろまでに射精がない場合は、一度泌尿器科に相談しましょう。）

●　ペニス・包茎について
　

　ペニスの形や大きさを気にする子達も出てきます。大きさ・形は、個人差があり、小さいからと
いって、生殖機能には関係ありません。
　包茎についてはさまざまな見解があり、子供たちは情報に翻弄されています。包茎とは、包皮
を下ろしても、亀頭部が全部露出できない状態をいいます。毎日少しずつ包皮口を広げたり癒
着をはがしていくと（1週間に1ミリ程度）、徐々に露出されていきます。癒着をはがす際、少し出
血する場合がありますが、清潔にして包皮を戻しておけば血は止まります。包皮をむいておしっ
こするとしみません。お風呂でも包皮を下ろしてよく洗い清潔に保つことが必要です。もし、不安
に思うことがあれば、泌尿器科を受診しましょう。
　

●　性的衝動について
　

　性ホルモンの分泌により、性的感情が刺激されます。性への関心が高まると同時に、これまで
経験した事のない性的衝動に自分でも戸惑ってしまうこともあります。　また、仲間に引きづられ
て性行為に走ることもあります。子どもたちが理性をコントロールしていくには、普段から家庭の
中でコミュニケーションをとり、子どもたちを支え愛情を注いでいくことが大切です。
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●　胸が痛いことがある
　
　第２次性徴を迎えるちょうどこの時期は、ホルモンの分泌により、男の子も胸の部分が少し大きく
なり、時に軽い痛みを感じることがありますが、思春期に感じる胸の痛みは、異常ではありませ
ん。（小学校低学年で、胸の痛みやしこりがある場合は、小児科へ受診しましょう。）



●　友達との接し方
　「友達からどう見られているか」を気にしている子どもたちが多く見られました。周囲の目を気に
したり、他人からの評価を気にしたりと思春期特有の自意識の高まりが影響していると思われま
す。「イイところ」も「イヤなところ」も全てひっくるめて自分…「ありのままの自分でいいんだよ…」
というメッセージを日頃から伝えていく事が大切ですね。

●　赤ちゃんは、どうやって生まれてくるか？
　男性の持つ精子と女性の持つ卵子が性行為により受精し、女性の子宮の中で、赤ちゃん自身
の力によって成長し、赤ちゃんが誕生日を自分で決めて産まれてきます。一般的には、赤ちゃん
は９枚の頭の骨を重ね合わせながら、産道をゆっくりと押し広げ回転しながら産まれてきます。
　出産も育児も大変な事もたくさんあったけれど「あなたが生まれてきてくれてよかった」「あなた
は、かけがえのない存在なのよ」と、親子健康手帳（母子手帳）を見ながら、ぜひお話してみてく
ださい。

●　好きな人のこと、付き合いについて、避妊について
　　人を好きになることは、すばらしいことですよね。「あるがままの自分が好き」といえるから
こそ、人のことを好きになれるのです。ただ、今は受験に向けての大切な時期…「人を好きに
なる」「付き合う」とはどういうことか、など子どもたちに言っておきたいことがいっぱいです。
　「好き」とは、相手を思いやり、大切にしたいと思う気持ちです。その場の感情で行動するの
ではなく、相手や自分の将来の夢にむかって精神的に支えあえる関係であることが望ましい
ですね。
　
　また、思春期の子どもたちの恋愛…特にセックスについては、正しい知識が必要です。「妊
娠」という事実は女の子が引き受けなければなりません。好きだからこそ、自分や相手の将
来を考えた付き合いを選択することが必要です。セックスする理由は、男の子では「好きだか
ら…」「性欲のままに…」、女の子では「相手に嫌われたらイヤだから…」「なんとなく成り行き
で…」などと、自分の中で整理がつかないままでのセックスが多く、このようなセックスは望ま
しくありません。もし二人の気持ちがひとつになって、愛し合う二人のコミュニケーションの手
段として、セックスを選ぶとしたら、同じように避妊に対しても二人で相談し、納得して実行し
て欲しいと思います。女性が主導権を握って避妊できるのは「ピル」です。ほぼ100％の避妊
効果が期待できます。月経不順や月経痛にも効果があるといわれています。男性が選択で
きる避妊法としては、100％の避妊効果は期待できませんが、コンドームがあります。コンドー
ムは性感染症の予防手段としても効果が認められるので、使用することは重要だといえま
す。最終手段として、緊急避妊法もあります。万が一レイプにあったり、妊娠かもしれないと思
うようなセックスをした場合は、すぐに産婦人科医に相談しましょう。
　お子さんの成長に合わせてぜひ家庭で話題にして下さい。
　

●　子どもたちが求めているおとなたちの姿 （アンケートの自由意見から）
　子どもたちが望んでいる大人の姿が見えてきました。
①信頼できること　           　②まずは自分自身を受け入れて、理解してくれること
③頭から否定しないこと　  　④相談しやすい雰囲気や受け答え
私たち、大人も子どもたちと接する時に、ちょっぴり意識して接することが必要です。
このことは、子どもたちとコミュニケーションをとる時だけでなく、人とコミュニケーションをとるとき
に大切な姿勢だということを感じました。


