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【概要】 

性に関する教育は、小・中・高等学校において保健体育や家庭科また外部講師による講演会と、形式

を変え段階的に教育がなされている。また近年、セクシャルマイノリティーやデート DV(交際中の関係

性の中で生じる DV)の話題が、道徳教育のテーマとして取り上げられることもあり、社会的に注目され

ている一面もあると考える。そしてまた、多くの高等学校では、性教育は外部講師の講演会の形態での

実施がされ、サークルメンバーの中には受講の記憶の無い者もあり、効果的な教育がなされているとは

言い難い現状を感じる。本サークル活動は「仲間として共に考える教育」を実践である。そして実践の

みならず効果の検証にも取り組み、昨年度はその活動に取り組む中で、教える側が学び得ている事を明

らかにし、発表した。今年度は当初から COVED-19（以下コロナとする)の感染に伴い、学修にもサー

クル活動にも制限がある中、教材を工夫し活動を継続してきた。年度途中ではあるが、今年度の取り組

みを報告する。 

【栃木を元気にするには】 

メンバーの多くは県内高校の出身者であり、全国的な調査でも高等学校では小・中学校と比較すると

外部講師による講演会・講話を実施している学校が多い。栃木県ではこれまで他と比較し性に関する問

題があるわけではない。しかし全国的にも、若者の未婚・晩婚や性に関して興味関心が薄いとの調査報

告もあり 1）、少子化問題や社会的な課題ともつながっているともいえるかもしれない。若者が健やかに

成長していくために、性について共に考えることはかけがえのないことであると考えている。今年度当

初より、コロナという未曽有の経験の中で、これまで通りの活動ができないことにより教材の工夫を凝

らした。方法を工夫することにより県内の性教育として活用の可能性が拡大するのではないかと考える。 

【用語についての説明】 

「性教育」：青少年に，その肉体的・精神的成熟を考慮しつつ，人間の性およびそれに関する諸事象につ

いて，医学的，生理的また社会的な理解を得させ，道徳的態度を学ばせる教育活動。学校教育ではおも

に保健体育の時間に行われる。かつては，性道徳を強調する内容であったために〈純潔教育〉と呼ばれ

た時期もある。2）  

「ピアエデュケイション」：仲間(ピア) による教育（エデュケイション）のことであり、ピアカウンセ

リングとして 2000 年代初頭から定型化した研修システムの構築がなされ、栃木県では福祉課の事業と

して定期的な研修活動が自治医科大学で開催されてきた。 

 

【はじめに】 

本学は開学の翌年の 2015 年に学生主導のピアエデュケイションサークル「Moiré」を結成した。サー

クル名の由来は「電子画像の粒子が相互に干渉しあい形成する模様で、仲間として共に作り上げていく



教育を目指す」ことからである。2016 年度より高等学校での要請に応じて性教育実践活動(表 1)に取り

組み、これまで延べ 17 校 3000 名を超える高校生と出合って来た。 

【これまでの取り組みの紹介】2016 年度、外部講師(大学講師)による講話形式の性教育と看護大学生に

よるピアエデュケイション、それぞれの感想文をもとに、質的データの計量的分析ソフト(樋口 2015) 

KH Coder を用いテキストマイニングの手法で学びの検討を行った。その結果ピアエデュケイションの

方が、感想文中に示されている知識として得た要素が関連を持ったつながりとして表現されていたこと

がわかった。すなわち、高校生は大学講師による講話形式の性教育よりピアエデュケイションの方が、

自分の事としての理解が深まっていることが示唆される結果であった。 

2019 年度は、「高校生を対象としたピアエデュケ

イション実践の経験を通し、私たちが学び得たも

のの検討」について、コンソーシアムとちぎ第 17

回学生＆企業研究発表会で発表を行った。本学の

ピアエデュケイションの実践に主に関わった26名

の学生を対象に、ピアエデュケイション実践を通

しての感想を募集し、複数名で KJ 法を用い（写真

1）記入内容で〈カテゴリ〉に分類し、〈カテゴリ〉間

の関係性を検討した。その結果 1.ピアエデュケイションを実践する者は、その過程の経験を通し循環す

る学びを得て、〈主体性･意欲の向上〉の獲得へとつながっていた。2.〈仲間として共に考える教育〉は

教える側、教えられる側双方に効果があることが示唆される結果が得られた。 

【今年度の活動の取り組み】 

年度当初より、コロナの感染に伴い緊急事態宣言がされ、大学も休校措置となった。大学の授業は、5 月

中旬よりオンラインで再開されたが、登校もできない状況が続き、今なお活動が制限されている状況が

続いている。 

本学のピアエデュケイションサークルの特徴は、テーマの決定から教育プランの検討、教材の作成の

すべてを学生主導で実践しているところである。例年 3 年生は各論実習・4 年生は教育実習や保健師過

程の実習や集中講義があるため、主に活動を担うのは 1.2 年生である。しかし、新入生募集ができず 2

年生 14 名で実施について話し合いを行った。その結果、コロナ感染予防と安全を第一とし、遠隔ピア

エデュケイションの教材を工夫し、活動を継続する試みをすることとなった。 

【教材の工夫と作成】 

テーマは「STD」「Miracle life」「DV はつづくよどこまでも」「虹色の性」の 4 つとし、テーマ別教育

内容の詳細は表 2 に示した。テーマは経年で変化がなくとも、前年度の振返りをもとに、毎年新たな教

育内容を検討し教材の工夫を凝らしている。高等学校から依頼される講話時間を考慮し、1 テーマの所 

実施年度 対象高校学年(対象人数) 総計

2016年 9月 群馬県立前橋東高等学校1年生（241名）

　　　10月 群馬県立板倉高等学校全学年生（230名）

2017年 2月 群馬県立太田高等特別支援学校2･3年生（45名）

群馬県立板倉高等学校全学年生（212名）

群馬県立桐生西高等学校1年生（160名）

群馬県立板館林商工高等学校2年生（198名）

群馬県立西邑楽高等学校1年生（241名）

群馬県立板館林商工高等学校2年生（197名）

群馬県立大泉高等学校1年生（165名）

群馬県立桐生西高等学校1年生（160名）

群馬県立西邑楽高等学校1年生（235名）

群馬県立板倉高等学校全学年生（214名）

群馬県立板館林商工高等学校2年生（199名）

群馬県立板倉高等学校全学年生（211名）

群馬県立桐生西高等学校1年生（120名）

群馬県立大泉高等学校1年生（165名）

群馬県立西邑楽高等学校1年生（241名）

3月 群馬県立大間々高等学校(新型肺炎による休校措置に伴いキャンセル)

群馬県立大泉高等学校1年生(新型肺炎に伴いキャンセル)

群馬県立板倉高等学校全学年生（211名）動画によるオンライン活動

群馬県立西邑楽高等学校1年生（241名）　　　　〃

群馬県立桐生西高等学校1年生（192名）　　　　〃

群馬県立板館林商工高等学校2年生（196名）

群馬県立大間々高等学校1・2年生（240名）

表1　　足利大学サークルMoiré　　活動実績

3校516名

2017年 9月 4校811名

2018年 9月 5校971名

2020年　9月
予定

5校1080名

3月

2019年　9月
5校936名

写真 1 2019年度研究活動の様子 



表 2 テーマ別教育内容 

テ
ー
マ 「STD」 「Miracle life」 

「DVはつづくよ 

どこまでも」 
「虹色の性」 

媒

体 
紙（A3.4枚） 動画 17分 48秒 動画 16分 44秒 動画 17分 35秒 

伝
え
た
い
こ
と 

性感染症について正し
い知識を持ち、正しく
予防すること 
自分の身体は自分で守
っていってほしいこ
と、１つのこと(今回は
性感染症)が将来の人
生プランに関わってい
く可能性があること 

お腹の中に赤ちゃんができて、そし
て生まれることはすごい奇跡とい
うこと。 
お母さんのお腹の中での赤ちゃん
が成長していく様子や特徴。 
妊婦さんも大変で協力できること
がある。 

現代では DV の発生件数が増加傾向
にある。また、コロナが流行し、そ
の感染拡大対策としてステイホー
ムが言われている。家族といる時間
が増え良い環境のように感じるが、
それは DV の増加の原因にもなって
いる。そんな中で高校生という未来
ある生徒に対して DV について教育
することでそれは恐ろしいもので
あり、決して許されることではない
ことを伝えたいと考えた。 

性の自由な在り方や多様性。 

大
切
に
し
て
い
た
こ
と 

正しい知識を伝えるこ
と、 高校生が抵抗感を
持たずに読める書き方
にすること。 

対面ではないので一方的なものに
なってしまうので、できるだけゆっ
くり説明し、問いかける言葉がけを
多くし考える時間を作った。 
週数ごとに分かりやすく、模造紙に
色を使って一目で違いが分かるよ
うにした。 
お腹の赤ちゃんの重さを想像しや
すいように果物を例えたこと。 
 

現代、性について考慮するべきであ
ると考え、ただ男女間で起るだけで
はないことなども含めて内容作成
した。また、高校生と言えば、自分
たちがそうであった時を考えても、
なかなか教育に集中してくれなか
ったり、聞き流したりしていること
が多い。そのような状況で高校生が
どうすれば聞いてくれるか、どうす
れば印象に残るか、考えながら行っ
た。具体的には劇を行う事でより理
解しやすくしたことやユーモアを
入れることで集中力が切れないよ
うにした。 

自分たちが無意識のうちに偏見や差別を
持ってしまわないよう、伝える言葉や内容
に気を付けて考えた。また、視聴者の中に
は、初めて聞く単語が多い人も居ると思う
ので、分かり易く性の多様性を伝えられる
よう心がけた。 

構
成 

１ページ目：導入(挨
拶)、性器カンジダ症
(常在菌で発症する女
性には身 近なもので
あるため) 
 
２ページ目：梅毒、梅
毒の予防法(近年急増
しているため)          
 
３ページ目：コンドー
ムのつけ方、つける際
の注意点(コンドーム
は性感 染症予防にも
避妊にも大きな役割を
果たすため、案外正し 
い付け方を知らない人
が多いため)          
 
４ページ目：私たちが
伝えたいことのまとめ 

0 分 自己紹介 私たちのグルー
プは学生ではなく、作成した図を
常に写しているので名前をつけ
て分かりやすくした。 
1 分 奇跡の確立 命が母体で育
ち誕生することが奇跡的である
ということを伝えるのに具体的
な数字を提示した。また想像しや
すいように海でダイヤモンドを
探すことの大変さを取り入れた。 
 妊娠 40 週を妊娠初期、妊娠中
期、妊娠後期に分かれることを説
明。 
2 分 40 秒 妊娠初期 胎児大き

さ（図で表示し、胎盤と胎児に色
を付けた）、胎児の発育、母体の変
化、実際の大きさを果物で例えて
提示。 
4 分 25 秒 エコー写真での実際の
大きさを提示、説明。 
5分 15秒 つわり 種類、母体に

起きる症状の説明。 
7 分 家族ができること 妊婦以

外でもできることがあるという
ことを知ってほしい。 
7分 25秒 妊娠中期。 
9 分 出生前診断、人工妊娠中絶 

種類や検査内容を大切な部分を
分かりやすい言葉に言い換えた。
受けるか受けないかの判断をし
っかり考えて欲しい、このような
ことがあるというのを知ってほ
しい。 
10 分 49 秒 家族ができること、

環境を整えること、お腹に話しか
けること、両親学級に参加する。 
11分 25秒 妊娠後期 
12 分 30 秒 家族ができること、

家事を積極的に手伝う事、リラッ
クスする空間を作る。 
13分 妊娠時期の注意点 食、喫

煙、飲酒、薬に分けて説明。 
食：葉酸、鉄分の不足予防、緑黄
色野菜の摂取 
喫煙：流産、早産、低出生体重児
のリスク 
飲酒：発育障害、胎児性アルコー
ル症候群 
薬：市販薬を飲むのを避けて産婦
人科に相談 
15分 08秒 マタニティマーク 
私たちにもできること： 妊婦は
大変なので手助け、体調が悪そう
だったら声を掛ける、席を譲る。 

①自己紹介 
(自己紹介で自分について話すこと
で高校生に受け入れてもらいやす
いようにするため) 
②DVを学ぶことについて 
(最初に学ぶ理由を話すことで興味
を持ってもらうため) 
③クイズ・解説 
(一緒に考えてもらうことで理解が
深まると考えたため) 
④DV・デート DVとは 
(言葉について知ってもらうため) 
⑤DVの種類 
(いくつもの種類があり、それを理
解してもらい、知らないうちに DV
をさせないため) 
⑥性別が関係ないこと 
(このことは特に伝えたく、現代で
は特に男女の境はなくあるという
ことを伝えるため) 
⑦モラルハラスメントについて 
(DVとの違いを知ってもらうため) 
⑧DVの現状 
(冒頭で伝えたように増加している
こと、内容について説明するため) 
⑨DVの劇 
(劇を行うことで分かりやすくする
ため) 
⑩劇の解説 
(どこがおかしかったかなど伝える
ことで内容の理解を深めてもらう
ため) 
⑪DVの対処法 
(対処法を伝えることで万が一の時
に自分を守る方法を知ってもらう
ため) 
⑫DVナビの紹介 
(現在進行であるとしてもすぐに相
談できるようにするため) 

0秒 初めの挨拶 
13秒 虹色について 
先輩方から受け継がれている虹色のパネ
ルを使い、虹を強調し虹色が LGBT のシン
ボルマークだと知って欲しいと考えた。
LGBT の画用紙とトイレのマークの画用紙
を利用し、見て聞いて、視聴者さんに一旦
考えて貰う事、この 3つを行う事でより興
味を持って貰えるのではないかと考えた。 
2分 LINEでの告白 
長時間ただ説明するだけでは、聞く気が無
くなってしまったり眠くなってしまった
りすると考えたため、視聴者が聞いてみた
い、見てみたいと思えるよう、撮り方を工
夫し画面に変化をつけた。また、LINEは現
在私達にとって身近なコミュニケーショ
ンツールであり、想像しやすいと考えた。 
4分 LGBTqの語句の説明 
LINE でのやり取りで関心を引いてから具
体的な説明をする事で、集中して聞く事が
出来ると考えた。前年度は LGBT のみの説
明であったが、LGBTqと言われる方が主流
になって居り、LGBT だけではないと言う
事を伝えるために、クエスチョニングも追
加した。 
6分 アウティングについて 
実際にアウティングによって傷ついたり
追い詰められたりする場合があり、アウテ
ィングについて知らないと、する方は悪意
なく行ってしまう恐れがあるため、知って
いて欲しいと考えた。 
7分 LGBTQIA+について 
LGBTq と言う言葉が有名になった事で見
えなくなってしまった他の多様な性があ
る事を伝え、後の説明に興味を持って貰え
るようにした。また、親しみ易いようにう
さぎのキャラクターで砕けた言葉を使っ
て説明した。 
8分 LGBTQIA+の語句の説明 
アルファベットごとに色を変えて多様性
を表現し、LGBT に加えた言葉の性を分か
り易く説明した。考えの例を取り入れて、
想像しやすいようにした。 
13分 アライについて 
当事者かどうかに関わらず、理解・支援す
る気持ちや、違いを個性として捉える姿勢
を大切にして、特別な活動をせずとも、日
常生活の些細に思える事から出来る事が
あると伝えたいと考えた。 
16分 3つのクエスチョン 
質問を通して、動画で伝えた内容と日常生
活における場面を繋げて考え、特別な事と
してではなく、身近な事として捉えて貰い
たいと考えた。 
18分 終わりの挨拶 



要時間を 15 分程度とした。テーマを担ったメンバーで 1.教育内容の精選 2.教授案の作成 3.教材の

検討と作成をそれぞれに進め、媒体を動画と紙とし、動画作成ソフトは「Cute Cut」「In shot」を使用

した。 

【活動の予定】今年度の活動は 5 校 1080 名を対象とするの予定である。遠隔の教材を作成したことで、

実施方法は当初企画されていた集合講話形式でなく、保健体育の時間を活用しての実施等各校で検討さ

れているようである。 

【活動の反応】A 県立高校 1～3 学年 241 名を対象として、2020 年 9 月に実施した。遠隔ピアエデュケ

イション終了後に校長の許諾のもと、グーグルフォームで作成したアンケートを、QR コードで実施回

収した。回収率 87％である。まず、講話の全体の内容について（図 1）3 件法で回答を求めた結果肯定

的な、そう思うの意見が、興

味関心のある内容であった

138 件、講義や実演は効果的

だった 144 件、説明はわかり

やすかった 166 件、ためにな

ると感じた 163 件、熱意が伝

わった 144 件であった。また

動画や資料について（図 2）、

映像や文字は見えたか、音声

が聞こえたかについての不満のあったものはそれぞれ 13 件 19 件であった。テーマごと満足度（図 3）

では、各テーマ共に満足と普通を合わせると過半数であった。 

【まとめ】 

 今年度コロナ禍の中、自分たちにできることを工夫し、活動を継続すべく能動的に取り組めたことは、

私たち自身の大きな経験の知となり得た手応えを感じている。アンケートには今回報告した他に自由記

載もあり、たくさんの意見をいただいている。現在サークル活動自粛が継続しているため、詳細な分析

にはいたれなかったが、時期を待ち今年度の活動全体の振り返りをまとめ、さらなる活動の躍進を目指

したいと考えている。 

 動画や資料についてご覧いただき、アンケートの協力いただけた高校生また実施にご協力いただいた

関係者の皆様に深く感謝いたします。 
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図 1講話の全体の内容について(n=210) 

図 2動画や資料について(n=210) 図 3テーマごと満足度(n=210) 


