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続可能性」という重要な準拠点を与えるものであり、教科の専門性に基づいた役割を果たしている。

これらの点で、社会科は主権者教育において独自の役割を担うべき位置にあると言える。 
第二に、特に附属小学校と附属中学校での実践から、小中における主権者教育の連携の可能性が

示唆されたことである。附属小学校の実践では、県が推進している「地産地消」の取り組み事例を知

るという学習が導入されている。これに対して附属中学校の実践では、過疎地域の活性化の成功事例

を掘り下げ、持続可能な社会づくりに必要な本質的要素を掴み取ることが試みられている。このよう

に、「事例で学ぶ」（附属小学校）から「事例から学ぶ」（附属中学校）という段階的学習の可能性

が示された点は、校種の特性を活かした授業づくりを目指す本研究にとって大きな成果である。 
第三に、各校の特色、なかでも授業を通じて育成したい主権者としての社会参画のあり方の相違

点が明確になったことである。附属小学校の実践で目標とされているのは、一人ひとりの行動が国内

外の人々の生活やマクロな経済構造と分かちがたく結びついているという認識のもと、生活の様々な

場面で自らのよりよい行動を探り、社会的・倫理的な責任を果たすという社会参画のあり方である。

附属中学校において育成が目指されているのは、持続可能な社会の実現のために必要な本質的要素を

把握し、それを援用して地域の課題解決に取り組むという社会参画のあり方である。附属特別支援学

校の実践において重視されている他者の権利への感受性の先には、各人の自助努力を超えた公的な問

題解決のために、すべての人の普遍的な権利である人権を保障する法や制度をつくるという社会参画

のあり方が想定されている。 
 本研究に残された課題としては、成果の 3点目に関係して、これら 3つの社会参画のあり方はそれ

ぞれどのような関係にあるのかを整理することが挙げられる。小学校から高等学校に至るまでの主権

者教育の連携性および一貫性を確保するためにも、各校の使命やそれに基づく教育目標に応じて想定

されている社会参画のあり方を検討することは重要な課題である。 
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包摂的なセクシュアリティ教育モデルの構築に向けた予備的研究 
―ESD の観点を踏まえて― 

 
鶴岡尚子（和歌山大学教育学部附属特別支援学校） 
西倉実季（和歌山大学教育学部） 

 
１．研究の背景と目的 
 小畑・鶴岡・古井（2020）は、知的障害のある人が特別支援学校で学んだ性教育につ

いてどのように認識しているのか、性教育において何を学びたいと考えているのかなど、

教育の効果とニーズを明らかにし、性教育を実施するうえでの今後の課題を提示すること

を目的としている。特別支援学校卒業生である知的障害のある 2 名の女性へのインタビ

ュー調査の結果、性への興味や関心の程度と周囲の環境から得られる情報量に差があるこ

と、在学中に学んで役に立っているのは「生理」に関する知識であること、妊娠の可能性

を理由にセックスを過度に恐れていることが明らかとなった。これらの成果を踏まえ、①

相談相手を含めた正しい情報の入手先の確保、②妊娠に対する強すぎる不安への対応、③

性を人権として捉えるための教員や保護者らの意識改革と環境整備を課題として見出し、

対応していく必要性を主張している。 
 本研究の目的は、ESD（Education for Sustainable Development）の観点から、包括

的概念であるセクシュアリティをめぐって知的障害のある人が置かれた状況を把握したう

えで、特別支援学校在学中にいかなるセクシュアリティ教育が必要かを検討することであ

る。具体的には、小畑・鶴岡・古井（2020）の知見をさらに深めるため、知的障害のあ

る女性たちが先述のような認識や態度をもつに至った背景の分析を試みる。この作業は、

附属特別支援学校で取り組んでいる包摂的なセクシュアリティ教育モデルの構築に向けた

予備的研究として位置づけられる。 
 
２．研究の対象と方法 
小畑・鶴岡・古井（2020）が扱ったインタビュー・データを個々のライフストーリー

の視点から再検討した。具体的には、彼女たちの中にある「恋愛関係では男性がリードす

るもの」、「男性は性欲が強い」、「セックスは子どもをつくるためのもの」といった価値観

の形成に影響を与えたものを明らかにするため、学校教育との関連も考慮しながら、追加

のインタビュー調査とそこで得られたデータの分析を実施した。 
インタビュー・データの収集・分析にあたっては、ライフストーリー法を採用した。ラ

イフストーリー法は、個人のライフ（人生、生涯、生活、生き方）に焦点をあわせ、その

人自身の経験をもとにした語りから、個人の生活世界や社会・文化の諸相と変動を全体的

に読み解こうとする質的調査法の一つである（桜井 2012）。この手法は、語り手がいか

に自分の人生を解釈しているのか、自らの行為の理由や動機をどのように理解し、他者に

説明しようとしているのか、個人の行為や価値観をその源泉にまでさかのぼって理解した
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いときに用いられる。本研究においては、知的障害当事者が学校教育や日常生活をどのよ

うに経験し、様々な価値観をどのように形成してきたのか、彼女たちがそのライフを生き

てきた過程や彼女たちを取り巻く生活環境や社会状況も考慮に入れながら検討することが

可能となる。 
インタビュー対象者は、知的障害の程度が軽度であり、言葉でのコミュニケーションが

十分可能な卒業生の女性（A さん・B さん、いずれも 20 代前半）である。調査の目的や

方法のほか、インタビュー・データは個人情報が特定できないように編集し、研究目的以

外には一切使用しない旨を説明した。また、研究への参加は任意であり、同意した場合で

あっても個人の意思に基づいていつでも同意を撤回することができ、インタビューの途中

でも中止することができる旨も説明した。以上の手続きを踏んで同意を得られた対象者に

来校を依頼し、半構造化インタビューを実施した。 
 
３．考察 
 本稿ではページ数の都合上、具体的な語りの内容は省略し、彼女たちのジェンダー観の

形成についての考察を提示する。 
 まず、「恋愛関係では男性がリードするもの」という価値観はいかにして作られたのか

を考察する。A さん、B さんともに、中学時代に見た恋愛模様を描いたドラマや映画、ア

ニメ等のマスメディアの影響が大きいことが分かった。そこで描かれる恋愛関係に憧れ、

それは男性が主導権をもつ関係であったために、意図せずそのような関係が当然という価

値観を内面化していったのである。 
これまでのジェンダーとメディア研究においては、性差別的な表現の偏りが社会のジェ

ンダー構造を再生産することが認識されている。井上（2009）は、日本が文化同質性の

高い社会であるがゆえに、メディアが流布する情報・認識・イメージの支配力の大きさは

格別であることを指摘し、メディアによる性別の画一的な描き方への批判は、日本におい

てこそ必要であると述べている。 
 また、「子どもでもない大人でもない思春期は、他者の視点から世界を作り、その世界

から自己を再び作り直す時期の最中」（澤田 2017 p.108）にあり、社会からの影響、特

に所属する仲間集団の影響を受けやすい時期である。メディアや友人から受け取る情報に

バイアスがかかっていたり不正確であったりしても、自己形成に対する他者の影響力が大

きい時期には、同質性が作用することで、それらを当たり前のものと意味づけ内面化して

しまう危険がある。知的障害があるために友人とコミュニケーションをとることや、情報

を取捨選択して批判的に検討することに困難があれば、メディアや友人からの情報を鵜呑

みにしないしたいことは一層大きな課題となるだろう。 
 次に、B さんの、交際相手とキスやセックスに至るまでの主導権を「男に任せる」と考

えていた関係の危険性について述べる。 
 まず、今日の男性優位の男女関係のもと、B さんのように「男に任せる」という考えを

もつことは、性の主体となっているとはいえず、性被害とも紙一重という危険がある。艮

3

（2017）によれば、「親密な関係のなかにジェンダー・バイアスがあると、対等平等であ

るはずの関係に主従、上下関係が発生しやすく、それが DV やデート DV に発展すること

も少なくない」（p.110）という。また、女性の DV やデート DV の被害経験率、男性の加

害経験率が高いことが報告されているが、これにはジェンダー・バイアスを社会の常識と

勘違いすることによる問題の温存や、女性がケア役割を担い、男性は女性をリードすると

いう日本のジェンダー・バイアスの根深さが関連しているという。さらに、普段は男女平

等の意識をもつ女性たちであっても、いったん恋愛関係になると男性からの評価が気にな

り、嫌われたくないとの思いから、たとえ相手が暴力的でも「従順で、受容的な女性でな

ければ」といった性別役割にとらわれてしまうという指摘もある（小柳 2015）。実際、

初交経験時に「自分から」要求し、性行動において主導権をもった女子はかなり少数であ

ることが明らかになっている（俣野 2018）。 
A さん、B さん共に、「恋愛関係では男性が主導権をもつもの」という価値観をもって

いるが、その一方で、知識としては「恋愛は 2 人の協力で成り立つもの」と理解してい

るためか、「（恋愛関係を進めるのは）お互いなんかな」とも語る。しかしながら、先述の

ような指摘を踏まえるならば、実際はその知識に基づいて行動することには困難があると

考えられる。 
正しい知識をもっていても、それを性行動において実践できないという問題は学校教育

のみで克服できるものではないだろう。しかし、メディアの中に潜在化しているジェンダ

ー・バイアスを認識し、そこで描かれる人間関係を批判的に見る視点を得ることは、自分

の権利が侵害され理不尽な状況に置かれたときに、それに気付いたり自分の行動を判断し

たりする手掛かりとなると考えられる。 
 
４．今後の課題 
ここまで得られた知見をもとに、特別支援学校における包括的性教育の進展に向けた提

案として、メディアの情報をジェンダーの視点から批判的に見る学習機会を提供すること

と教師がジェンダー平等の視点をもつことの必要性について述べる。 
A さんと B さんのジェンダー観に影響を与えたのは、中学生の頃に見ていた恋愛を描

いたドラマ、映画、アニメなどのマスメディアである。その中で描かれていた恋愛関係に

おいて男性が主導権をもつ様子に憧れ、それが当然という価値観を内面化していった。問

題なのは恋愛に憧れること自体ではなく、メディアから受け取る情報を無批判に受容する

ことである。そのことによって、「恋愛はすばらしいことだ」、「恋愛すると人間的にも成

長する」、「恋愛に関心がない＝さびしい人」という考え方（恋愛至上主義）に偏ってしま

ったり、メディアが描くジェンダー・バイアスを内面化したりするためである。 
日本の学校教育においては、恋愛について学ぶ機会はきわめて少ない。特別支援学校に

おいても、教師は交際や結婚の問題を扱いにくいと考えているという調査結果がある（菅

沼・生川 2013）。しかし、知的障害のある人も恋愛や家族形成も含む多様なライフコー

スを生きる権利をもつ主体であることを考慮すると、これらを含めた包括的なセクシュア
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いときに用いられる。本研究においては、知的障害当事者が学校教育や日常生活をどのよ

うに経験し、様々な価値観をどのように形成してきたのか、彼女たちがそのライフを生き

てきた過程や彼女たちを取り巻く生活環境や社会状況も考慮に入れながら検討することが

可能となる。 
インタビュー対象者は、知的障害の程度が軽度であり、言葉でのコミュニケーションが

十分可能な卒業生の女性（A さん・B さん、いずれも 20 代前半）である。調査の目的や

方法のほか、インタビュー・データは個人情報が特定できないように編集し、研究目的以

外には一切使用しない旨を説明した。また、研究への参加は任意であり、同意した場合で

あっても個人の意思に基づいていつでも同意を撤回することができ、インタビューの途中

でも中止することができる旨も説明した。以上の手続きを踏んで同意を得られた対象者に

来校を依頼し、半構造化インタビューを実施した。 
 
３．考察 
 本稿ではページ数の都合上、具体的な語りの内容は省略し、彼女たちのジェンダー観の

形成についての考察を提示する。 
 まず、「恋愛関係では男性がリードするもの」という価値観はいかにして作られたのか

を考察する。A さん、B さんともに、中学時代に見た恋愛模様を描いたドラマや映画、ア

ニメ等のマスメディアの影響が大きいことが分かった。そこで描かれる恋愛関係に憧れ、

それは男性が主導権をもつ関係であったために、意図せずそのような関係が当然という価

値観を内面化していったのである。 
これまでのジェンダーとメディア研究においては、性差別的な表現の偏りが社会のジェ

ンダー構造を再生産することが認識されている。井上（2009）は、日本が文化同質性の

高い社会であるがゆえに、メディアが流布する情報・認識・イメージの支配力の大きさは

格別であることを指摘し、メディアによる性別の画一的な描き方への批判は、日本におい

てこそ必要であると述べている。 
 また、「子どもでもない大人でもない思春期は、他者の視点から世界を作り、その世界

から自己を再び作り直す時期の最中」（澤田 2017 p.108）にあり、社会からの影響、特

に所属する仲間集団の影響を受けやすい時期である。メディアや友人から受け取る情報に

バイアスがかかっていたり不正確であったりしても、自己形成に対する他者の影響力が大

きい時期には、同質性が作用することで、それらを当たり前のものと意味づけ内面化して

しまう危険がある。知的障害があるために友人とコミュニケーションをとることや、情報

を取捨選択して批判的に検討することに困難があれば、メディアや友人からの情報を鵜呑

みにしないしたいことは一層大きな課題となるだろう。 
 次に、B さんの、交際相手とキスやセックスに至るまでの主導権を「男に任せる」と考

えていた関係の危険性について述べる。 
 まず、今日の男性優位の男女関係のもと、B さんのように「男に任せる」という考えを

もつことは、性の主体となっているとはいえず、性被害とも紙一重という危険がある。艮

3

（2017）によれば、「親密な関係のなかにジェンダー・バイアスがあると、対等平等であ

るはずの関係に主従、上下関係が発生しやすく、それが DV やデート DV に発展すること

も少なくない」（p.110）という。また、女性の DV やデート DV の被害経験率、男性の加

害経験率が高いことが報告されているが、これにはジェンダー・バイアスを社会の常識と

勘違いすることによる問題の温存や、女性がケア役割を担い、男性は女性をリードすると

いう日本のジェンダー・バイアスの根深さが関連しているという。さらに、普段は男女平

等の意識をもつ女性たちであっても、いったん恋愛関係になると男性からの評価が気にな

り、嫌われたくないとの思いから、たとえ相手が暴力的でも「従順で、受容的な女性でな

ければ」といった性別役割にとらわれてしまうという指摘もある（小柳 2015）。実際、

初交経験時に「自分から」要求し、性行動において主導権をもった女子はかなり少数であ

ることが明らかになっている（俣野 2018）。 
A さん、B さん共に、「恋愛関係では男性が主導権をもつもの」という価値観をもって

いるが、その一方で、知識としては「恋愛は 2 人の協力で成り立つもの」と理解してい

るためか、「（恋愛関係を進めるのは）お互いなんかな」とも語る。しかしながら、先述の

ような指摘を踏まえるならば、実際はその知識に基づいて行動することには困難があると

考えられる。 
正しい知識をもっていても、それを性行動において実践できないという問題は学校教育

のみで克服できるものではないだろう。しかし、メディアの中に潜在化しているジェンダ

ー・バイアスを認識し、そこで描かれる人間関係を批判的に見る視点を得ることは、自分

の権利が侵害され理不尽な状況に置かれたときに、それに気付いたり自分の行動を判断し

たりする手掛かりとなると考えられる。 
 
４．今後の課題 
ここまで得られた知見をもとに、特別支援学校における包括的性教育の進展に向けた提

案として、メディアの情報をジェンダーの視点から批判的に見る学習機会を提供すること

と教師がジェンダー平等の視点をもつことの必要性について述べる。 
A さんと B さんのジェンダー観に影響を与えたのは、中学生の頃に見ていた恋愛を描

いたドラマ、映画、アニメなどのマスメディアである。その中で描かれていた恋愛関係に

おいて男性が主導権をもつ様子に憧れ、それが当然という価値観を内面化していった。問

題なのは恋愛に憧れること自体ではなく、メディアから受け取る情報を無批判に受容する

ことである。そのことによって、「恋愛はすばらしいことだ」、「恋愛すると人間的にも成

長する」、「恋愛に関心がない＝さびしい人」という考え方（恋愛至上主義）に偏ってしま

ったり、メディアが描くジェンダー・バイアスを内面化したりするためである。 
日本の学校教育においては、恋愛について学ぶ機会はきわめて少ない。特別支援学校に

おいても、教師は交際や結婚の問題を扱いにくいと考えているという調査結果がある（菅

沼・生川 2013）。しかし、知的障害のある人も恋愛や家族形成も含む多様なライフコー

スを生きる権利をもつ主体であることを考慮すると、これらを含めた包括的なセクシュア
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リティ教育は必要不可欠である。こうした教育の中で、片思いがあってよいことや同性間

の恋愛があること、また恋愛をしなくてもよいことや交際していてもセックスしなくても

よい関係があること等々、多様な関係性があることを知ると同時に、メディアが描く関係

をジェンダーの視点から批判的に読み解くような授業を展開する必要がある。 
その際に重要となるのは、教師自身が性に関する言説に対してジェンダーの視点から常

に批判的思考を働かせておくことである。そのためには、教師が自分の中に内面化してき

たジェンダー規範に対して内省的でなければならない。自分自身のジェンダー規範を意識

化することで、子どもたちの中に形成されたジェンダー規範に気付いたり、学校の中に存

在するジェンダー・バイアスのかかった思い込みを見抜いたりすることにも繋がると考え

られる。 
今後の課題としては、以下の 2 点があげられる。1 つは、さらに事例研究を重ね、ライ

フストーリーの分析を行うことである。他の女性や男性の卒業生も対象としたインタビュ

ー調査を実施することで、男女で異なりうる経験の様相や学校教育の課題が明らかになり、

ジェンダー規範の影響に関する考察をより深めることができるだろう。2 つ目は、今回得

られた知見を特別支援学校での性教育プログラムの体系化に活用することである。そこか

ら授業実践として具現化し、その効果的な授業の在り方まで探っていくことが必要である。 
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有田川町立吉備中学校 丸山直城 田口智香子 山本寛

前裕貴 的場治代
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本研究の目的と概要
和歌山県有田地域は，全国学力・学習状況調査の結果において全国平均を上回っている 有田市の子ど

も た ち の 状 況 平 成 ３ １ 年 度 （ 令 和 元 年 度 ） 全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 の 結 果
）など県下でも特に教育

に力を入れている地域であり，教員の方々も日ごろから工夫されて授業を行っている。本研究は，有田
地域の連携中学校において，数学科の授業方法などについての情報交換や，授業内容，指導法，教材等
の改善について研究を行うものである。現場での中学校教員の授業実践の取り組みを大学教員の研究・
教育活動に活かしていくことや，大学教員の専門的な知識を中学校での教育現場に活かしていくことを
目指している。また本研究を通して地域の先生方との交流の機会など，地域の教育活動に和歌山大学も
少しでも貢献していきたいという思いも持っている。

本研究は，本学名誉教授の森杉馨氏を中心として始められたもので，これまで研究代表者を変更しな
がら継続して行っているものである。なお今年度の研究代表者は，引き続き西山が担当することとなっ
た。

本研究の実施方法
上で述べたように本研究は，これまで継続されてきた研究課題であり，実施についても一応の形がで

きている。これまでの実施では，連携中学校教員の研究授業に大学教員も参加して，各学校や地域の教
員の方々と一緒に授業の参観やその後の協議会で協議を行い授業改善についての情報交換や交流を図っ
てきた。授業の参観や協議を授業改善に生かしていただくことや大学教員も刺激をいただいて研究・授
業改善につなげていきたいという趣旨である。具体的には，各連携中学校からの希望をもとに，大学側
の教員との日程調整を行い日程が合えば実施するという形で年に数回程度の実施であった。

本年度は新型コロナウィルス感染症の影響で，学校現場での人の出入りが難しくなったことや開始が
遅くなったこともあり，これまでの方法で実施するのは難しいとも考えられたが，形式の変更は，連携
中学校教員の方々にも大きな負担がかかってしまうため，これまでと同様，研究授業の参観を中心とし
た形式での実施とした。

本年度の活動
本年度は 吉備中学校において，研究授業に本学の教員が参加し，授業の参観によって数学の授業につ

いて研究を行った。コロナウィルス感染症の影響もあり，授業後の協議会に大学教員は参加できなかっ
たことは残念であった。授業については，後日大学教員間で授業について検討した内容を伝え，また吉
備中学校からも当日の協議会についての資料をメールで送っていただく形で情報の共有を行った。

─ 162 ─ ─ 163 ─


