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Abstract
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（ Department of Living and Welfare， Nishikyushu University Junior College  ）

Sex Education for High School Students and a Result of the Student Questionnaire
－ Sex education in a junior high school and the high school－

　I performed sex education for high school students this year. Also I conducted a questionnaire 

survey to assess students’ knowledge． Survey results are demonstrated in this report.
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Ⅰ．はじめに

　平成 18 年に十代の妊娠中絶の多さが問題になり、現
状を知るために性に対する意識調査を始めた。数校の短
大生、専門学校生の現状を把握した上で平成 19 年度よ
り短大生に性教育を開始した。男子には女子の意識を伝
え、女子には男子の性に対する考え方を知ってもらった。
また、性行為の機会が急増するのが義務教育から解放さ
れる高校卒業直後から大学に入学するまでの期間の可能
性があった２）ので平成 23 年度より高校生への性教育を
開始した。毎回事前事後にアンケートを行い意識の変化
も調べた。中絶しないようにとの意識は高まったが、出
産への意識や避妊への意識はあまり変わっていないよう
に思われた。また、性に関心の高い学生もいれば性に嫌
悪感を感じている学生もいると感じた３）。そのため性教
育の内容を多少変更し、避妊の必要性に関する内容や性
欲は本能であり決して悪いことではないことを知っても
らうような内容も増やした。この内容をもとに高校生へ
の性教育を行った。そして今回、中学時の性教育につい
てのアンケートも行ったのでその内容を述べる。

Ⅱ．実施内容

１．アンケート実施の日時
　　平成 24 年 10 月 25 日
２．アンケートの実施校と人数
　　Ｍ高等学校
　　　１年生　195 名（女108 名・男 87 名）
　　　２年生　184 名（女 94 名・男 90 名）
　　　３年生　191 名（女 97 名・男 94 名）
　　　総　数　570 名（女299 名・男271 名）

３．アンケートの内容
１）あなたの今の性等に対する考えに○をつけてくださ

い。（複数回答可）
ア．高校生の性行為に反対
イ．大学生の性行為に反対
ウ．結婚前の性行為に反対
エ．高校生の出産に反対
オ．大学生の出産に反対
カ．中絶に反対
キ．産める状況でないなら絶対に避妊をするべき
ク．どれもあてはまらない
ケ．わからない

２）今日の内容で知らないことがありましたか。
ア．知っていることばかりであった。
イ．知らないことが少しあった（例えば　　　  ）
ウ．知らないことが多くあった（例えば　　　  ）

３）自分の知識と違っていた内容があれば書いてくださ
い。
ア．ない
イ．ある

（  ）
４）中学生の時に性教育で学ばなかった内容で、中学生

の時に知っておいた方がよかったとおもった知識があ
れば書いてください。
ア．ない
イ．ある

（  ）
５）その他、今日の内容等に対する意見・感想をお願い

します。
６）あなたの性別は　　ア．男性　　　　　イ．女性
７）あなたの学年は
　ア．１年生　　イ．２年生　　ウ．３年生

４．アンケートの結果と考察
１）性教育後の性に対する考え（複数回答）

　学年による変化は特にはないが、わからないと答えて
学生は１年生で 29％に対し、性教育を高校で受けてき
ている 2,3 年生は 16％であった。知識が何回もはいる
ことで考えがはっきりしてくると思われる。
　一番多かったのが、産める状況でなければ絶対に避妊
するという意見で、今までの避妊すべきという表現から
絶対という表現に変えたにもかかわらず 64％あり、目
標である避妊の必要性に対する意識づけにはなっている
と思われる。今後この率が少しでも上がるように内容を
さらに変えていければと思う。結婚前の性行為に反対
なのは５年前の短大生では 15％であったのに対し今回
6.5％であり、世代的な意識の変化があるのかもしれな
いと感じた。また、性への嫌悪感を抱かせない為の内容
にもしたため、前回の内容での高校生の性行為への反対
の率を下回った。性への嫌悪感を抱かせないまま高校生
の性行為を減らす内容への工夫がさらに必要と感じた。

表１ （％）

１年 ２年 ３年 全学年
ア．高校生の性行為に反対 17 17 21 18（５位）
イ．大学生の性行為に反対 5 4 8 6
ウ．結婚前の性行為に反対 5 6 8 6.5
エ．高校生の出産に反対 25 30 30 28（３位）
オ．大学生の出産に反対 9 13 8 11
カ．中絶に反対 31 27 37 32（２位）
キ．産める状況でなければ絶対に避妊 57 69 66 64（１位）
ク．どれもあてはまらない 5 3 4 4
ケ．わからない 29 16 16 21（４位）
未記入 0 0.5 0 0.2
回答総数 359 人 342 人 385 人 1086 人
回答人数（％の母数） 195 人 184 人 191 人 570 人
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２）今日の内容で知らないことがあったか 高校生対応の内容であることが伺える。中学生に対して
の性教育は現状の内容で十分であるようだ。また、中学
生の時に知っておきたかった内容があるとした人の具体
的な内容としては基礎体温の見方や、中絶の方法や胎児
の状態等があった。

５）その他、性教育の内容等に対する意見・感想の抜粋
・中絶に関して
　「今まで中絶はしないでいいならしないほうがいいと
いうのは聞いたことがあった。すべてではないが中絶の
方法も費用が多くかかることも知っていた。でも、中絶
できる時期の赤ちゃんの姿を見たのは今日が初めてだっ
た。すごくショックだった。小さくてもちゃんと形がで
きていて、話を聞くのがつらかった。自分もそういうこ
とになりたくないと思ったし、だれにもなってほしくな
いなと思った。」
　「赤ちゃんにも母体にも中絶は影響すると聞いてきち
んとした知識をだれもが知るべきだと思いました。」
　「今までの講演で、中絶をしている人に対し、どうし
て避妊しなかったのだろうなど悪く思ってしまっている
点が多かったので相手のことを考慮しつつ接していこう
と思います。」

・性行為に対して
　「改めて、性に関する考え方を見直すことができた。
望まない妊娠などは悲しいので、安易な性行為は避けた
い。」
　「中学・高校と６回目の性教育講演会で改めて性行為
は大人になって結婚して、自分で責任が取れるようにな
るまでは絶対しないという思いが強まりました。」
　「中絶の話は耳をふさぎたくなるほど悲しくて痛々し
いものでした。やはり、子供を産む覚悟がないのならば
安易に性行為をするべきではないと思いました。」
　「相手を見極めることが大切だと改めて感じた。」
　「自分は男なので女性を傷つけないように本能をコン
トロールすることが大切だと思った。」

・避妊について
　「赤ちゃんの写真にはびっくりしました。あんなに立
派に人なのに、かきだされるというのがショックでした。
避妊はするべきだと強く思いました。」
　「性欲とは本能であり恥ずかしがることはないと思い
ます。でも、きちんと避妊はしたほうが良いと思います。」
等であった。

Ⅲ．まとめ

　前回までの内容は、十代の中絶を一人でも減らすこと

　性教育の知識は学年により大きく変化している。毎
年の性教育や授業での知識で学年が上がるにつれ 56％、
35％、25％と確実に知らない知識が減っている事が伺え
る。80％の生徒が今回の性教育の内容で知らないことが
あったと答えた。知らなかった内容を見てみると、詳し
い中絶や避妊の方法、女性用の避妊具、基礎体温、中絶
と自殺の関係が多かった。また、１年生でも 13％の生
徒がほとんど知っている内容であったと答えた。その知
識が中学校での性教育によるものか、家庭教育か、個人
的に得た知識かはわからないので、次回の性教育時のア
ンケートで明らかにしてみようと思う。ただ知っている
知識ばかりであったと答えた生徒の多くが「改めて再認
識することができてよかった」と記述している。

３）自分の知識との違い

　自分の持っていた知識が違っていたと答えたのは
11％で、安全日がないことや中絶の手続きなどであった。
安全日がないということを知ることで安易な性交による
妊娠の可能性を認識してもらえ、避妊の必要性を知って
もらえたと思われる。

４）中学生の時に知っておきたかった知識

　今までのアンケートでも知らないことが多くあったと
答える高校生が多くいたので中学校の時点での性教育内
容に加えるべき内容があるのではと感じてこの質問を
行ってみたが思いのほか少なかった。今回知った詳しい
内容はまだ中学生の時には早いと感じたのであろうか。
今回の感想の中で中絶の方法や胎児の様子等で衝撃的で
あったとの記述も多かったので中学生の時に刺激が大き
いと感じた可能性もある。今回詳しく学べてよかったと
いう感想の記述が多い中、このアンケート結果を見ると

表２ （％）

表３ （％）

表４ （％）

１年 ２年 ３年 全学年
知らないことが多くあった 56.5 35 25 39
知らないことが少しあった 30 49 49 42
知っている事ばかりであった 13 16 27 19
未記入 0.5  0  0  0

１年 ２年 ３年 全学年
ある  6 13 13 11
ない 89 82 84 85
未記入  5  5  3  4

１年 ２年 ３年 全学年
ある  6 13 13 11
ない 89 82 84 85
未記入  5  5  3  4
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を目的に、まず十代の考え方や知識を知った。今まで受
けた性教育の内容は性感染症についてが多く、避妊につ
いての必要性は学ぶが避妊の具体的な方法はあまり学ん
でいない。性に対する知識を中学時代に友達から得るこ
とが多く、内容としては避妊の方法や性交の方法につい
てで、間違った知識をそのまま信じている事が多く、そ
の事が望まない妊娠や中絶につながっている事が考えら
れる。中絶や避妊について男性が女性の２倍知識がなく、
避妊はしないという男子も４％おり、男性の妊娠・中絶・
避妊に対する意識の低さが伺え、女性からの十代の中絶
が多い理由として男性側の知識の低さを上げられること
と繋がる。その中で、性交は結婚してからという意見が
15％あり、まだまだ捨てたものではないなと感じた。性
についての相談は友達が多く、（養護教員等）教員に対
しては少なく、教員側も相談しやすい状況を作ることが
必要だと感じた。中学、高校、大学時に周りにどのくら
い性体験があると認識しているかは、中学で 20％未満、
高校で 10 ～ 90％と認識に差が大きかった。周りで望ま
ない妊娠をした人の 35％が避妊をしておらず、避妊を
していたが妊娠したのが 30％であった。１）基礎体温
の測り方をよく知らないのは 74％、基礎体温の表の見
方をよく知らないのは 92％、中絶の方法をよく知らな
いのは 69％。十代が思う中絶になる理由は、避妊しな
くても妊娠しないだろうという安易な考えが 71％、経
済的理由が 62％、避妊の知識不足・育てていく自信が
ないが 48％。酔った勢いで性交渉をすることがあるが
７％であった。また、保護者がどう考えているかが、学
生の考え方に影響を与えていた。保護者が性行為に反対
していると考えている場合は、安易な性行為をセーブす
ることに繋がっていた。しかし、単に反対だけでは、も
し妊娠した時、親に相談できない。安易な性行為には反
対だが中絶にも反対であることを伝えることで、命の大
切さを学び、結婚前の性行為に歯止めがかかりやすい。
２）高校での性教育で、性教育前後のアンケートの結果、
ある程度の意識の変化を見ることができた。しかし、ア
ンケートの記述等で、性に対する嫌悪感を持っている生
徒がいると感じたので、修正を行い今回実施した。性教
育前後のアンケートは取らず事後アンケートの身をとっ
たため前後の意識の変化の比較ができず、性の大切さも
伝えること、産める状態でなければ避妊すべきという表
現から、産める状況でなければ絶対に避妊するという強
い表現にしたために若干％は低下した。高校生の性行為
に対する意識の変化は今回の内容より前回の内容の方が
良かったのかもしれない。中学校の性教育の内容につい
てはもっと早くから知りたかったというアンケートにな
るのかと思っていたがそうではなく、高校になってから
深い内容は知ってもよいと感じているようであった。
　佐賀県の平成 23 年度の十代の中絶は全国 12 位で平成

18 年度の１位に比べ減りつつあるがさらに１人でも減
るように高校生、短大生への性教育を微力ながら続けて
いきたい。内容も毎回変化させ、より効果的なものにし
ていきたいと考える。

　今回アンケートにご協力いただいたＭ高等学校の皆様
に感謝いたします。
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