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2016 年 6 月 5 日(日)15 時 30 分～17 時 30 分

ラウンドテーブルⅠ

[ テーマ ]
人間教育・心の教育・性教育 Ⅱ
[コーディネーター]
(松山大学)

山田富秋
[司会]

臼杵百合子 (日本保健医療大学)
[提案者・討論者]
三角正明

(日本保健医療大学)

高木茂子

(雑誌編集者)

森田真弓

(旭川市立朝日小学校養護教諭 北海道教育大学非常勤)

森居あかね (臨床心理士 スクールカウンセラー)
(小児科医)

早崎里香

[はじめに ―ラウンドテーブルの目的― ]
前回(2015 年、愛知教育大学)に続いて「人間教育・心の教育・性教育」について考え
るラウンドテーブルです。今回は全国 1000 校の中学校・高等学校の養護教諭への性教育
アンケート実施に関する中間報告、学校現場、医療現場の現状報告と多岐にわたり性教
育を、心の教育・人間教育の観点から討論したいと思います。
[内容]
１． 中学校・高等学校養護教諭への「性教育に関するアンケート調査」中間報告
(三角正明 高木茂子)
調査方法
全国中学校 500 校・高等学校 500 校、無作為抽出計 1000 校
2015 年 12 月にアンケート調査表配布、回収 2016 年 2 月末
回収率 中学校 253 校(50、6％) 高等学校 262 校(52、4％)
主たる結果
・ 中・高共に約 80%以上で、性教育を実施している。
・ 子どもと性を取り巻く現実に対して、改善したいと考えるが中・高共に 70％
となっている。
・ 子どもたちの性に関する知識・情報源について中・高共にインターネットが
１位、次いで友人や先輩、マンガ・コミックと続く。
・ 性教育の充実に何が必要か、中・高共に自己肯定感・自尊感情を高める教育
が１位、次いで現実に即した情報、心を育てる人間性教育となっている。
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・ 実施における配慮について、高校においては LGBT、家庭環境を重視、中学
においては家庭環境を重視している。
・ 性教育への授業時間が少ない事が中・高共に課題としている。
2

事例研究 ①
「 教員養成大学における≪性教育学≫受講後の学生意識 」
(森田真弓)
性教育学の受講生に対して、受講後アンケート調査・グループ討議を実施
性教育に対する意識の変化を明かにする。
主たる結果
・
「指導しづらい」と感じていた「性交・妊娠・性感染症」が「指導しなければ」
「指導したい」に変化。
・ 性教育の重要性を認識、自らが受講した小・中・高の性教育は時間的に不十
分だと感じる。
・ 性教育の目標達成への、使命感が高まる。
3

事例研究 ②
「 解離からデート DV を受けるようになった事例 」
(森居あかね)
空想と解離は慢性的なストレス状況におかれた子どもにとっては，唯一
の実行可能な逃避行であるが、その状況が恒常化しコントロールを失って
社会生活に支障をきたしてしまう場合がある。

4

事例研究 ③
「 性教育に対する保護者の意識調査 」
(早崎理香)
小児科診療所を受診する中・高生の保護者を対象に、性教育に対する
意識調査を実施した。
主たる結果
・

保護者は、学校での授業(指導)内容を十分に把握できていない。
安。正しい性教育の機会が必要。

・

年齢にあった教育を段階的に行ってほしい
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・ 子どもたちが、インターネット等から間違った情報を得ている事が不

子どもの貧困
−沖縄における若年層をもとに−
コーディネーター・司会：宮内洋（群馬県立女子大学文学部）
話題提供者：打越正行（特定非営利活動法人 社会理論・動態研究所）
話題提供者：上間陽子（琉球大学大学院教育学研究科）
討論者：新藤慶（群馬大学教育学部）

正行 2014b「貧困調査のクリティーク（1）:

はじめに
現代日本社会においては主要な問題の一つ

『豊かさの底辺に生きる』再考」
，
『北海道

である子どもの貧困について、参加者ととも

大学大学院教育学研究院紀要』120 号，

に議論を深めていきたい。そのために、今回

199-230 頁．

の大会開催の地である沖縄県において、若年

③ 宮内洋・松宮朝・新藤慶・石岡丈昇・打越

層に対する丹念な聞き取り調査を続けている

正行 2015「貧困調査のクリティーク（2）:

二人の研究者をお招きし、その調査結果を発

『排除する社会・排除に抗する学校』から

表していただき、机上の空論ではなく、その

考える」
，
『北海道大学大学院教育学研究院

切実な質的調査結果から議論を深めていく。

紀要』122 号，49-91 頁.

打越正行氏には過酷な環境に置かれる若年男

④ 宮内洋 2015「貧困研究とトラウマ－もう

性を中心に、それを受けて、上間陽子氏には

一つの『まなざしの地獄』－」
，
『理論と動

さらに過酷な環境に置かれる若年女性を中心

態』第 8 号，129-142 頁．

に報告していただく。ちなみに、打越氏は日
本教育社会学会の学会誌のレビューでも大き

このような研究成果から、貧困をめぐる調

く取り上げられたように、
実際に暴走族の
「パ

査における調査者自身の実感とリフレキシビ

シリ」としてフィールドワークをおこなった

ティ（reflexivity）の重要性や、他者自身の

国内でも稀有な研究者である。

行動を不合理であると切り捨てるのではなく、

なお、本ラウンドテーブルの一部は、JSPS

その合理性を理解しようとする態度の重要性

科研費 25590128「生涯発達から見る〈貧困

を、上記の共同研究チームは唱えてきた。

化〉のプロセス」
（研究代表者・宮内洋）の助

このラウンドテーブルにおいても、それら

成による研究成果に基づいている。
ちなみに、

を無視することなどは考えられない。話題提

上記の研究成果としての論文がすでに発表さ

供者の二人は、上記の重要性を踏まえて調査

れている。その一部のみを列記する。

をおこなう数少ない研究者であると言えよう。
その二人の報告を受けて、上記の共同研究チ

① 宮内洋・松宮朝・新藤慶・石岡丈昇・打越

ームのメンバーでもある新藤慶氏が指定討論

正行 2014a「新たな貧困調査の構想のため

者を務める。これらのやり取りを踏まえて、

に-日本国内の貧困研究の再検討から-」，

参加された方々を巻き込んだ、広く、深い議

『愛知県立大学教育福祉学部論集』第 62

論に波を広げていきたいと考えている。
（宮内洋）

号，123-135 頁．
② 宮内洋・松宮朝・新藤慶・石岡丈昇・打越
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当日の打越は、
「沖縄の暴走族・ヤンキー若

含む 19 名の未成年者を連れて行き売春をさ

者たち、その後（科研課題番号：26780300）
」

せていた集団売春事件、2014 年には、教育庁

の成果を報告する。

幹部が 14 歳の中学生に性的行為を行ったと

本研究は、沖縄の若者文化、なかでも暴走

して逮捕されるなどの事件が起こっている。

族やヤンキーの若者を対象とした文化研究と

だがこうした事件において、沖縄の世論は

して始めた。その後、バイクに乗ったりそれ

必ずしも被害者たちを擁護するものにはなら

を見物していた男性の若者の多くは、
（1）建

なかった。そうしたなか、沖縄の風俗業界で

築業（2）性風俗業（3）違法就労の 3 つの仕

働く女性たちが、どのような家族のなかで育

事に就いた。そして、その職業の移行過程で

ち、どういう経緯でその仕事を始めたのかが

強い役割を果たすのが「地元つながり」の存

知るべく、私たちは調査を設計した。

在であった。ここでいう「地元つながり」と

調査は風俗店のオーナーに依頼をし、その

は、中学の先輩－後輩関係にもとづき、卒業

後、私たちのインタビューを受けた人が友人

後も生活、就労、余暇などをともにするつな

などを紹介していくという方法で開始した。
インタビューに協力してくれた女性たちは、

がりのあり方をさす。都市部で流動的な雇用
や個人化した生活のあり方が指摘される一方

キャバクラ嬢、風俗嬢、個人のセックスワー

で、沖縄の下層の若者の地元つながりは、非

カーまで仕事の内容は異なっているが、話を

移動で強固なものである。このように下層の

聞いたほぼすべての女性が 18 歳未満で仕事

若者は、産業構造や地域性をめぐって、生活

をはじめており、なかには風俗で仕事を始め

や雇用の在り方は大きく異なる。そのような

た年齢が 14 歳や 15 歳のひともいた。
当日は、

視点から、
報告では建築業の若者を対象とし、

調査のなかで出会った女性たちのなかで、風

地元つながりの現況、また建築業の再編にと

俗の仕事を始めた年齢が 14 歳から 15 歳のケ

もなう地元つながりの動態について報告する。

ースを取り上げ、その家族と仕事について報

それらを通じて、貧困における暴力と時間感

告したいと考えている。
（上間陽子）

覚をめぐる関係について提案したい。
（打越正行）
当日の上間の報告は 2012 年に打越氏とと
もに開始した「沖縄・リスク層の若者調査」
の女性たちのケースをもとに報告する。
日本では未成年が性産業に参入しているこ
とがつとに指摘され、東京では、仁藤夢乃さ
んなどの仕事によって、性風俗産業で働く高

ラウンドテーブル

校生ならびに JK ビジネスの実態が明らかに
されるようになった。しかしながら沖縄の風
俗業界では、それよりもさらに年齢の低い中
学生が働いているとされている。
それに加えて性被害も深刻で、
2010 年には
3 人の男性にレイプされた中学生が自死する
という集団レイプ事件、2013 年には、暴力団
組員が福島県や宮城県などに中高生 13 名を
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紙芝居の可能性を探る
－次世代への伝承メディア－
コーディネーター：鬢櫛 久美子（名古屋柳城短期大学）
司会者：川北 典子（平安女学院大学）
提案者：高江洲 弥生（沖縄市役所 平和・男女共同課）
討論者：堀田 穣（京都学園大学）
山本 聡子（名古屋柳城短期大学）
【企画趣旨】
用の模索と実践を通して、そこから見えてく

１．紙芝居とラウンドテーブル
日本子ども社会学会で、紙芝居に関するラ

る紙芝居の可能性を探った。

ウンドテーブルの開催は、本大会で 3 年連続

また、昨年は、日本保育学会でも「保育に

となる。かつて、第 8 回大会（2001 年）か

おける紙芝居活用の可能性を探る」というテ

ら第 12 回大会（2005 年）にかけ、堀田穣氏

ーマで自主シンポジウムを実施し、幼児教

の企画で 5 年連続実施されていた。9 年間の

育・保育と紙芝居について紙芝居の可能性を

休止期間、デジタル社会の進展もあって、ア

探った。

ナログな紙芝居の活用の場は、幼児教育・保
育の場だけでなく、高齢者の介護に、図書館

２．次世代への伝承メディアとしての紙芝居

での読み聞かせに、地域の絆づくりにと広が

2016 年第 23 回大会では、紙芝居に関する

った。同時に、紙芝居への注目は、日本だけ

ラウンドテーブルは、開催校が琉球大学とい

でなく外国にも及んでいる。そこで、紙芝居

うことで、沖縄ならではの企画をしたいと考

研究の現状を把握し、今後の課題を探ること

え、テーマを「紙芝居の可能性を探る－次世

を目的とし 2014 年、敬愛大学で開催された

代への伝承メディア－」とした。
戦後 70 年を迎えた昨年、沖縄では戦争体

第 21 回大会で、「紙芝居研究の現状と課題」
というテーマでラウンドテーブルを企画実施

験を風化させないように、戦争を語り継ぐメ

した。ラウンドテーブルの所要時間では、所

ディアとして、紙芝居を制作し活用している

期目的を十分果たすことができないほど、研

様子が報道された。戦時下、国策紙芝居とし

究者が交流の場を必要としていることが実感

て戦争協力に用いられた紙芝居が、今日では

できた。

平和な社会を希求するメディアとして活用さ

昨年（2015 年）、第 22 回大会（愛知教育

れているのだ。紙芝居が「大人から子どもへ」

大学開催）では、
「紙芝居の可能性を探る－高

の伝達のすぐれたメディアであることの証と

齢者介護と紙芝居－」というテーマでラウン

もいえるのではないだろうか。沖縄で紙芝居

ドテーブルを実施した。かつて街頭紙芝居に

を活用されている方々の実践事例を通して、

目を輝かせ、魅了された子どもたちが高齢者

体験を紙芝居にすること、そして演じること

となった今日、紙芝居活用は高齢者介護の場

の意義についても考えてみたい。沖縄では紙

に広がりを見せ、
「介護紙芝居」の出版にもつ

芝居が盛んに活用されていることは、報道、

ながっている。高齢者介護における紙芝居活

インターネットなどでうかがい知ることがで
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きる。しかし、戦争を経験していない者、沖

【新聞記事になった戦争体験紙芝居】

縄の文化について疎い者が、どのようにして

＜つなぐ記憶・沖縄戦 66 年＞戦争体験

提案者を依頼すればよいのか、スタートの時

紙芝居に／名護市教委制作 元学徒・北

点で戸惑いが生じた。新聞社に問い合わせた

城さん原作 2011.06.24 琉球新報朝刊

り、研究者仲間の関係筋から情報と協力も頂

【名護】名護市教育委員会市史編さん係

いた。活動されている方々の高齢化、地理的

はこのほど、元ひめゆり学徒隊の北城良

な問題等があり、簡単には進まなかったが、

子さん（84）＝同市宮里＝の手記を基に

幸いにして、 沖縄市役所平和・男女共同課

した紙芝居「六月がくるたびに」を制作

の職員の方々が、上司の承諾もとって、提

した。これまで民話の紙芝居を制作して

案者を引きうけてくださった。

きたが、沖縄戦をテーマにした作品は初

放送大学の富永大介教授からは、現職の

めて。

教員であり絵本作家でもある金城明美氏の

＜博物館が紙芝居制作/「 ナビィおばあの

存在をお教えいただいた。母親の戦争体験

戦争体験」/宜野座村＞1999 年 6 月 22

を記した「つるちゃん」を始めとして、戦

日 琉球新報

争体験を絵本にし、子どもたちとのコミュ

【宜野座】民話紙芝居の制作に力を入

ニケーションメディアとしているとのこと

れてきた宜野座村立博物館(宜野座村教

である。金城明美氏は、
「沖縄戦を体験した

育課 098-968-4378）が、戦争を題材に

方と今の子どもたちが抱える問題には共通

した紙芝居を初めて完成させた。題名は

点がある」
（www.tsuru-chan.jp）と語って

「ナビィおばあの戦争体験」。戦前フィリ

おられる。

ピンに移民し、その地で戦争に巻き込ま
れた村民の体験を基に同博物館の学芸委

３．紙芝居活用の可能性

員の平田信子さん(58)が文、運営委員の

これまでのラウンドテーブル等で、紙芝居

知名美佐子さん(39)が絵を担当し 1 年が
かりで作り上げた。

かとの議論もあった。確かに、子どもが作る

［戦後 70 年 今、伝える］／「10･10

紙芝居には、子どもの心の表出がみられ、大

空 襲 」 語 り 継 ぐ 集 い ／ 10 日  那 覇 で

人と子どもの関わりを育むことが確認されて

2015.10.06 沖縄タイムス朝刊

いる。また、子どもだけでなく、紙芝居を手

 那覇市街を中心に県内各地に大きな被

作りすることと PTSD との関係もアメリカの

害を出した 1944 年の 10・10 空襲を考え

タラ・マックガワン氏の研究をもとに報告が

る「十・十空襲を風化させない市民の集

なされた。高齢者介護においては、高齢者の

い」（同実行委員会主催）が 10 日午後 7

自分史紙芝居を活用することで、介護者と被

時半から、那覇市首里崎山町のアルテ崎

介護者の関係が、人と人との尊厳ある関係に

山で開かれる。

基づいたものとなること等、紙芝居の可能性

 作家の故船越義彰さん作「那覇空襲」

が見えてきている。

を基にした紙芝居を佐渡山安博さん（46）

本ラウンドテーブルにおいて、どのような

が披露するほか、2 人組音楽ユニット「そ

紙芝居の可能性が発見されるのか、大いに期

ら」が 10･10 空襲を題材にしたオリジナ

待したい。

ル曲を歌う。
［たどる つなぐ・戦後 68 年］／戦争

（企画者 鬢櫛久美子）

の記憶 児童に語る／高齢者、平和学習
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の活用は臨床心理学への応用が可能ではない

会で安謝福祉施設 2013.06.21 沖縄タ

居はあったのか、戦後学校や幼稚園、保育所

イムス朝刊

では教育紙芝居は演じられていたのか、等々、

 慰霊の日を前に、那覇市の安謝福祉複

教えてもらいたいことが山ほどある。

合施設は 20 日、安謝小学校の 2 年生 80

戦争体験紙芝居の記事を全国比較で計量し

人が、施設内でデイサービスを利用する

てみると、おそらく沖縄がダントツに一位に

お年寄りから沖縄戦の体験談を聞く平和

おさまるのではなかろうか。なぜここまで、

学習会を開いた。

紙芝居という手段を選択したのかも、興味が

学習会では職員が紙芝居を使って、旧
日本兵が住民をスパイ視し、食糧を奪っ

つきないのである。
（討論者 堀田 穣）

た実態を伝えた。
【紙芝居で語り継ぐ、「大人から子どもへ」】
このようにちょっと調べただけで、戦争体

保育現場において、紙芝居は絵本と並び日

験を紙芝居にして伝承しているという新聞記

常的に活用されている児童文化財である。現

事がたくさん掲載されている。

状では、舞台の使用頻度が低い点など、紙芝

もちろん戦争体験の紙芝居化は沖縄だけの

居の持つ特性が最大限に活用されているとは

現象ではなく、全国で行われている。ほとん

言い難い（鬢櫛ら 2010）。しかしそうではあ

どが、手づくり紙芝居なので、作者や思い入

っても、
「大人から子どもへ」伝えたいことが

れのある人が亡くなってしまうと、その後、

ある時、紙芝居の持つ感化力や高い伝達性へ

活かし切れず、本来の存在意義も忘れられ、

の期待は大きく、紙芝居が取り入れられてい

やがて廃棄されて終るのではないかと危惧し

ると考えられる。

ている。

紙芝居の歴史を振り返れば、第二次世界大

芸術的な存在意義だったり、作品の完成度

戦時、国威発揚のために国策紙芝居が作られ、

からすると、それらは素人がたどたどしい筆

広く演じられていたことも、紙芝居への期待

致で描いたものがほとんどなので、価値が低

の高さの一端を示している。現在においても、

いと考えられがちでもある。しかし、民衆の

幼児向けの紙芝居には、
「社会」
「しつけ」
「行

記憶としての戦争体験と見ると、また、違っ

事」
「道徳」といったジャンルの作品が多くあ

てくるのではないだろうか。

り、さらに、絵本にはない教育上のねらいが

歴史学研究においても、オーラルヒストリ

紙芝居には付されていたりする（鬢櫛ら

ーの価値が再評価されつつあるが、戦争体験

2006）。また、
「交通安全」
「防災」
「環境」な

は語るばかりでなく、強烈な視覚的印象も体

どの教育的な内容を幼児にもわかりやすく伝

験者に遺すので、紙芝居はまさに、そのよう

えるための紙芝居作品を、公的機関や企業、

な記憶を語るメディアとして格好のものなの

個人が制作、配布する例も多くある。

であった。

なぜ、「何かを伝えたい時」に紙芝居が選

これが、作られたはいいが、埋もれていっ

ばれるのだろうか。絵と文章で話が進むとい

てしまうかと思うと、誠にもったいないこと

う点では絵本も紙芝居も同じではあるが、も

である。それらをデジタル保存してデータベ

ともと一人で楽しむものである絵本とは異な

ース化できないかと、かつて提案したことが

り、紙芝居は演じ手が大勢の観客に演じて見

ある。

せることを前提としたつくりになっている。

そして沖縄における紙芝居の歴史というこ

１場面ごとの絵も大きく、印象に残りやすい。

とにまったく情報を持っていない。街頭紙芝

演じ手は、登場人物になりきって演じながら、
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観客とのやりとりを受けて、さらに物語を膨

わる出来事を避けて通れない。もし放送メデ

らませてゆく。

ィアや電子メディアなどの双方向性のない、

また紙芝居では、観客同士の相互作用も重

人を介さない媒体で伝えられたなら、その恐

要である。紙芝居を見ている時の子どもたち

ろしさだけが強調されたり、反対に自分には

を観察していると、面白いシーンでまずスト

関係のないこととして子どもに響かなかった

レートに笑いなどの反応をし、さらに仲良し

りするかもしれない。しかし、演じ手の肉声

の友達など周りの子どもも笑っている様子を

を通して聴き、観客同士も共鳴し合いながら

受けて、さらに盛り上がる、という場面をよ

受けとめる紙芝居というメディアでならば、

く見かける。そしてその盛り上がりは演じ手

子どもの感じ方、受け止めもより深く、一人

にも伝わり、共に芝居を成立させる力となる

ひとりの身に迫ったものになるだろう。死が

のである。このような相乗効果が産むドラマ

非日常として扱われがちな現代で、人がじか

性が、紙芝居の強みであり、紙芝居の「伝え

に目の前で語る、共感性の高い紙芝居という

たいこと」を子どもの心に強く印象付けるの

メディアで戦争体験が大人から子どもへと伝

ではないか。

えられることの意義は大きいと考えられる。

一方、紙芝居で伝える内容についても考察

本ラウンドテーブルでは、実際に沖縄で語

したい。子どもに与えるなら、かわいく穏や

り聞かせをしておられる方々の見た子どもの

かなものを、という時代の流れがある。昔話

反応の様子などのお話も伺いながら、紙芝居

の残酷なシーンが改変された紙芝居が多く出

のさらなる可能性を探っていければと思って

回り、児童文化を選択して子どもたちに与え

いる。

る保育者たちも、土臭い表現よりも現代的な

（討論者 山本 聡子）

「かわいい」絵柄を好む傾向がある。子ども
に「かわいい絵」と「こわい絵」とを用いた
紙芝居を読み聞かせたところ、かわいい絵の
方が強く子どもの印象に残っていたとする研
究結果もある（岡村 2000）。歴史的にも見
ても、第二次世界大戦前後に広く流行した街
頭紙芝居は、商業的な成功を求めた娯楽的な
作品が多くなり、低俗で猥雑な内容に走りが
ちになったため批判を浴びた。そしてその反
省から、子どものためにより良いもの紙芝居
をという教育紙芝居運動につながっていった
（鬢櫛ら 2006）。このように、子どもから
を遠ざけようという考えがある一方で、大人
が俗悪とする文化や残酷な行為に接すること
も、その経験を通して子どもが自らの中に善
悪の判断基準を形成するために大切な必要悪
であるとする考えもある（片岡 2011）。
戦争の悲惨さ、恐ろしさを後世に伝え平和
を願う沖縄の紙芝居は過酷な体験や死にまつ
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ラウンドテーブル

恐ろしいものや俗悪なもの、刺激の強い表現
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