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 平成２６年度性教育検討委員会概要                          

 

日時    平成２７年１月２９日（木）午後１時３０分～２時２０分 

場所    小田原合同庁舎 ２階Ｆ会議室 

出席者 

性教育検討委員：学校医４名、産婦人科医、市立病院産婦人科部長、市立病院助産師、   

中学校長、中学校養護教諭２名、教育指導課指導主事 

事務局（保健給食課長、保健係長、保健係員２名） 

 

会議概要 

  

１  開会 

 

2  あいさつ 

 

性教育検討委員に対し、保健給食課長より、日頃の学校保健事業の尽力への謝辞と、次のと

おりあいさつをした。 

性教育講演会は、命の大切さ、感染症の恐ろしさ、男女の心とからだの違いなどについて、

生徒たちの理解を深めるための大変良い機会となっている。また、従来からこうして続けて開

催されている性教育講演会が、教育委員会内の事務の点検評価の対象事業に挙げられ、教育委

員や学識経験者の方々に事業の概要等を説明したところ、今後も継続して実施し、よりよい事

業となるように取り組むよう意見や評価をいただいた。本日はこの事務の点検評価についての

報告もさせていただきながら、委員の皆様にはそれぞれの立場から活発な意見をいただき、こ

の「性教育講演会」が今後もより効果的な事業となるよう、講演会の内容等を検討くださるよ

うお願いしたい。 

  

3 委員長選出 

  

 要項第 4 条 2 項により、学校医部会長遠藤委員が委員長に選出された。  

  

４ 議題 

 

（1） 平成 26 年度の性教育講演会について 

 

委員長 ：議題（1）平成 26 年度の性教育講演会について、事務局に報告をお願いする。 

報告を聞いて、今年度の性教育講演会の評価し、生徒の感想や、アンケートを見て、

目的を果たしているかどうか審議する。 

事務局（説明）：今年度、保健教育事業が、教育委員会事務の点検評価の対象事業となったの

で、このことについて報告する。事務の点検評価についてであるが、地方教育行政の
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組織及び運営に関する法律第 27 条により、各自治体の教育委員会が、毎年その教育

行政事務の管理及び執行の状況について自己点検・評価を行うことが義務付けられて

いるものであり、本市教育委員会でも、事務の実施状況について、その検証を行うこ

とにより、課題や今後の方向性を明らかにし、効果的な教育行政の推進を図っていく

ため、平成 26年 8月に、平成 25年度の事業を対象に、事務事業の点検・評価を行っ

た。数ある事業の中からいくつかの事業をピックアップし行っているものであるが、

今回、保健給食課所管の保健教育事業のうち「性教育講演会」が対象となった。点検・

評価にあたっては、本市の教育委員 4名のほか、客観性を確保するために、教育に関

し学識経験を有する 3名の方に依頼し、意見をいただいた。その結果、本事業は大変

良いものであるので、引き続き実施するべきとの意見をいただいた。 

     次に、性教育講演会の概要報告を行った。急速に進む情報化社会の中で、不確かな

性情報の氾濫、また、性に対する関心や性衝動の発見が早期化の傾向にある。そのた

め、性についての正しい知識の普及を図ることを目的とし、中学校の生徒や保護者を

対象に性教育講演会を開催した。講演会の実施方法としては、昨年度の検討委員会で

推薦された講師の中から、中学校からの希望をもとに教育委員会で講師に依頼後、各

中学校で講師と打ち合わせをし、講演会を実施した。また、新規の講師には、性教育

指導の手引きを配布し、本事業を実施する目的を良く伝えた上で講演会を依頼した。 

講演会の結果は、平成 26年 6月 25日から平成 27年 3月 4日までの間に、市内 11

ある中学校のうち、講師を迎えての講演会を開催するとの希望があった 11 校全校で

開催している。小杉一弘先生、岡宮保彦先生、安藤晴敏先生、渡會睦子先生、坂本深

雪先生はすでに講演いただいた。岩室紳也先生、大野直子先生、国谷有紗先生、につ

いては、これから講演いただくことになっている。また、堀成美先生は、12月 17日

に白鴎中学校で講演いただく予定であったが、急遽、エボラ出血熱の対応のため、や

むを得ず中止とした。なお、その後、堀先生と調整がつき、2 月 20 日に講演いただ

く予定になった。 

それぞれの学校において、命の大切さ、男女の心と体の違い、性感染症やエイズ、

医療現場での体験談、など講演内容の希望にそって、講師の先生方にお話いただいた。 

どの中学校においても、エイズなどの性感染症や中絶の話を通じて、軽はずみの行動

はしてはいけないと感じとる様子がうかがわれた。また、生徒たちに身近な問題であ

るインターネットやケータイ電話のアプリケーションでの性犯罪の危険について触

れた講演会もあった。さらに、赤ちゃんが生まれるまでの様々な過程を聞くことで、

命の大切さを知り、両親や周囲の人々への感謝の気持ちがつづられた感想が多く届い

た講演会もあった。国府津中学校２年生に講演いただいた渡會睦子先生は、今年度、

講師として登録いただき、初めて講演いただいた。渡會先生は、「思春期とはどうい

うものなのか」ということを中心に、生徒たちに呼びかける形でコミュニケーション

をとりながら講演を行い、思春期の心と体の変化について講演会を行った。講演会で

は、生徒たちがとても集中して聞く様子がうかがわれた。 

 次に、国府津中学校からは講演会後のアンケート結果を円グラフ等でまとめたもの

の報告があったので、ご覧いただきたい。こちらは養護教諭が作成したもので、受講

した中学 2 年生全員に配布し、振り返りを行うことで、講演会の効果をさらに高める
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ものとなっている。また、円グラフでの分析をしたほか、感想の中でわからなかった

ことを記入した生徒については、後日、養護教諭から一人一人、コメントをお手紙で

わたして、生徒とコミュニケーションをとりながら疑問等に応えている。 

     以上が、平成 26 年度の性教育講演会の実施状況についての報告である。  

 

委員長 ：それでは、平成 26 年度の報告を聞いて、今年度の性教育講演会の評価をする。生

徒の感想やアンケートを見て、目的を果たしているかどうかなど、意見をいただきた

い。 

委 員 ：アンケートには様々な質問が寄せられているが、養護教諭が全て答えられているの

か。 

事務局 ：大体は養護教諭が回答しているが、中には質問というよりは感想に近いものもあり、

それに関しては学校としては生徒の意見として受け止め、養護教諭と生徒とのコミュ

ニケーションの機会としてとらえているのではないかと考えられる。 

委 員 ：生徒から出てきた質問にはできるだけ応えてあげて欲しいと思う。生徒から出た質

問は、各講師から答えてもらうことができる体制を整えるのがよいのではないか。 

事務局 ：講師には感想を送っている。その中で、質問など答える必要があるものについては、

回答をもらうこともできるようになっている。 

委 員 ：今年度講師として講演したが、生徒たちは集中して話を聴いてくれているという印

象を受けた。生徒たちから質問があればもちろん回答するつもりでいる。 

委 員 ：私も今年度講演会の講師として講演したが、生徒からの感想の中に質問や疑問があ

れば答えていきたいと考えている。 

事務局 ：講演会後に質問する時間を設けているが、事務局が行った講演会においては、その

場で、質問をする生徒は少ないと感じられた。 

委 員 ：本校では、講演後に手を挙げて質問をする生徒もいた。積極的な生徒が多くいる学

校であると思っている。 

事務局 ：講演会を聞きに行った際に、講演が終わった後に講師を呼び止めて質問している生

徒の姿を見た。今後も質問があれば、回答してもらえるような体制が引き続き必要で

あると思う。 

委員長 ：目的は果たされているという評価でよろしいか。 

委員一同：諾 

委員長 ：議題（1）平成 26 年度の性教育講演会については、目的を果たしていると評価し、

終了する。 

 

（2） 平成 27 年度の性教育講演会講師の推薦および今後の方向性について 

 

委員長 ：次に、議題（2）平成 27 年度の性教育講演会講師の推薦および今後の方向性につ

いて、審議をするが、まず事務局から説明をお願いする。 

事務局（説明）： まず、教育委員会の事務の点検評価を踏まえた、今後の取り組み方向につ

いて、説明する。事務の点検評価を踏まえた今後の取り組み方向としては、ここでは

2 点について説明する。 
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まず１点目は、小学校養護教諭の参加についてであるが、昨年のこの検討委員会で

も話題に出たが、小学校における性教育はどのようになっているのかという質問に対

し、市の健康づくり課で「自殺予防」を目的とした「いのちの授業」という事業を行

っていることを回答した。この点検評価においても、同様な問答をする中、性教育検

討委員会委員の中に、小学校の養護教諭も構成員となると良いとの意見をいただいた

ので、委員の方々にも、意見を伺いたい。 

2 点目は、今後のより良い運営のための取り組み方についてである。学識経験者の

方々からも、本事業はとても有意義な事業であると評価されたので、今後も医師等の

専門職の方を講師に、いのちや人権などの人間存在の根源からの考察ができるような

性教育が実施できるよう、見直し等を行ってまいりたいと報告した。 

本日は、来年度の登録講師についても審議いただく予定であるが、このような意

見・評価をいただいたので、今後も継続して行い、効果の高い良い事業として進めて

いきたいと思う。このためには、現在は、講演会後に各校で、生徒からの意見をそれ

ぞれの学校で集めて、講演を行った講師に渡しているが、例えば、今後、全校に統一

した形のアンケートを教育委員会として実施して、全体的な評価をすることなどが、

必要なのではと考えているところである。また、講演を行った講師についての感想も、

各校からいただくことも必要なのではと考えているところである。委員の方々の意見

を伺いたい。 

次に、昨年度の検討委員会で「高校においては、どのような性教育が行われている

のか、また本市の事業がうまく橋渡しとなりうるか」という意見があったので、こち

らについて説明する。神奈川県の高校における性教育は、主に保健体育の授業の中で

行われている。また、高校においても性教育に関する講演会を実施しているが、神奈

川県の保健医療部健康危機管理課が主体となって、希望する高校と調整して開催して

いるとのことである。この健康危機管理課の提供する事業は、「青少年エイズ・性感

染症予防講演会」という講演会で、医師や保健師が講師となり、エイズなどの性感染

症に関する内容の講演を行っている。こちらの講演会は、性感染症を予防するという

ことを主旨としたものである。本市においては、中学校において体のしくみなどを学

びながら命の大切さを学ぶ性教育を行っているので、高校においては、エイズ等の性

感染症を中心とした教育を行うことで、段階的に性教育を行えることを期待するもの

である。本日、神奈川県が発行したカラーのパンフレットを２種類配布する。小さい

方は主に中学校、大きい方は主に高校に配布し、活用されているものである。 

なお、この講演会は、健康危機管理課が県内の公立私立中学校高校に案内をしてお

り、希望があった学校において実施しているものであるが、平成 25 年度小田原市内

では小田原養護学校高等部と小田原総合ビジネス高校で行ったとのことであった。 

次に、目的や方法については、今年度と同様に来年度も実施することでよろしいか

審議していただきたい。講師については、本年度と同様に、13 人の講師に、引き続

き、講師をお願いしたいところではあるが、一部説明を加えながら、審議いただきた

いと思う。 

昨年まで講師一覧に記載されていた山口秀子先生については、平成 26 年 3 月に市

立病院を定年退職されたため、一覧から外させていただいたが、引き続き、市立病院
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の助産師の方に講師をお願いしたいと考えている。また、一覧に名前が記載されてい

る坂本深雪先生は、業務の関係で今後、小田原市においては講演会を行うことが難し

い旨を伺っている。坂本先生としては、今後も地域の中で活躍する講師に講演いただ

くことが、何より大切と思われており、ご本人も大変お忙しい中、講演をされるのは、

住まいの近くの学校を中心にと考えているようである。この意見を尊重し、大変残念

ではあるが、登録講師から外すことを提案させていただく。従前の検討委員会の際に

推薦した、新しい講師の中には、まだ、講演いただいていない方もいるが、引き続き

登録していただこうと考えている。中学校にできる限り広い選択の可能性を提供した

いと思う。さらに、今後、講師としてご登録いただきたい方のプロフィールを資料と

して配布する。これらの資料をもとに、ご審議いただきたい。 

委員長 ：それでは、審議に入る。まず、目的や方法について意見等はないか。 

委員一同：特になし 

委員長 ：では、講師の選定方法等については、来年度も従来通りとする。次に、坂本深雪先

生を登録講師から外すことについて本人も忙しい中で講演を行うことは難しいた

め、残念ではあるが一覧から外すということでよろしいか。 

委員一同：諾 

委員長 ：市立病院の助産師を従来通り講師に加えてよろしいか。 

事務局 ：今年度講演を行っていただく助産師ら 3 名にお願いしたい。 

委員一同：諾 

委員長 ：他に意見はあるか。 

委 員 ：資料にあるように、神奈川県立汐見台病院の早乙女智子先生を講師に推薦したい。

神奈川県教職員組合主催で行われた養護教諭向けの講演会を聞いたが、話がとても

分かりやすく内容も伝わりやすいため、ぜひ生徒たちにも講演を聞かせたいと思う

講師であった。来年度の登録講師にぜひ加えて欲しい。 

事務局 ：平塚市の中学校で講演会を行ったということも聞いている。 

委員長 ：この講師についても加えるという方向でよろしいか。 

委員一同：諾 

委 員 ：講演会講師の選定についてであるが、講師がどのような内容の講演会を行うかわか

らないと学校も講師を選ぶことが難しいのではないか。講演内容について、学校間

で情報共有はおこなわれているのか。 

委 員 ：中学校養護教諭研究会の中で、各校の性教育講演会がどのような内容の講演会だっ

たのかを話し、情報交換を行っている。 

委 員 ：その年度ごとの生徒たちに合った内容の講演会を行ってくれる講師に講演会を依頼

するのが良いと思っている。 

事務局 ：各学校には講師の希望を第 3 希望まで出してもらい、人気の講師に希望が集中し

てしまい第 2 希望以下の講師になることもあるが、なるべく第１希望の講師にな

るように調整している。 

委 員 ：養護教諭は機会があれば、自校だけでなく他校の講演会も聞きに行くとよいのでは

ないか。 

事務局 ：昨年度は養護教諭全員で白鴎中学校の講演会を聞きに行っている。 
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委 員 ：産婦人科医の講師は産婦人科学会で決められた内容を中心に講演会を行っているた

め、産婦人科医の講師たちの講演は大きく内容が違うことはないと思う。 

委員長 ：来年度の講師については以上のような形でよろしいか。 

委員一同：諾 

事務局 ：生徒たちの感想の中に質問があれば回答をしてもらうよう講師たちにお願いしてい

きたい。また、今後よりよい講演会を行うために、学校に対して共通のアンケート

を行おうと考えている。このことについて委員の方々の意見を伺いたい。 

委員長 ：共通のアンケートを作成するのは、なかなか難しいのではないか。アンケートを行

うことでデータの蓄積することもでき、良い事だとは思うが、講師により内容も異

なるため共通事項で評価することは難しいと考えられる。 

委 員 ：現在学校で行っているアンケートをやめ、今後は共通のアンケートを行うのか。 

事務局 ：引き続き学校では各校独自のアンケートを行いつつ、さらに共通の内容のアンケー

トも行うことはどうかという提案である。 

事務局 ：講師たちも他の学校でどのような講演会が行われているか気になっている。今後ど

のようなアンケートをとるのかなど項目や内容や方法などの詳細については検討

していきたい。 

委 員 ：その際には、講師や学校と相談しながら内容を決めて欲しいと思う。 

委員長 ：講師にも配慮しながら、今後共通のアンケートをつくることができれば良いと思う

ので、検討してもらいたい。それでは、これで（2）平成 27 年度の性教育講演会

講師の推薦および今後の方向性について、審議を終了する。 

 

（3） その他  

委員長 ：議題（3）その他について、何か意見はあるか。 

事務局 ：小学校の養護教諭を検討委員会のメンバーに入れることについて意見を伺いたい。

事務事業評価の中でも触れられたが、性の低年齢化が進んでいる中、小学校の養護教

諭も加わっていくのはどうか。小学校と意見を交換する良い機会になるのではないか。 

委 員 ：養護教諭研究部会で小学校の意見を聞くことはできる。 

委員長 ：小学校では性教育で扱っている内容が中学校と異なっている。そのため、小学校が

性教育検討委員会に参加しても、意見は述べづらいのではないか。小学校に対しては、

この検討委員会が学校で何かあったときに相談できる窓口的な役割を果たせればよ

いのではないか。他に意見はないか。 

委員長 ： 意見も尽きたようなので、それでは、（3）その他について終了する。 

 

以上 


