生徒指導上の今 日的課題 とその対応
一 性非行の事例 とその指導か らの一考察 ‑

岩揮

啓子

｢
児童生徒 の豊か な成長 ｣ に大 きな役割 を担 う

1 は じめに

場 となっています｡ この教育現場 に加 わ り,役

古 くか ら使 われ てきた ｢
最近の子 どもたちは

割 を果 た し得 る教員 の養成, さらに教員免許更

う言葉 は,今 で も耳に します｡ しか

新講習の開設等 に任 じ教員の質的向上の一翼 を

し,時折 ｢
今 どきのお となは ‑ ･
｣ とい う言葉

担 っている本学 も,重大な役割 を果た さなけれ

に出会 うことが あ ります｡ 明治以降,社会環境

ばな らない と思 っています｡

･｣ とい

0年
の変化 が次第 に顕著 とな り, とりわけ昭和 2

平成 22
年 2月,機 会 を得て北海道遠軽市にあ

の敗戦後は人々のイ
酎直観 が様変わ りし,いわゆ

る社会福祉法人北海道家庭学校 を訪れ,学校長

るお とな と言われ る人々はその環境で育つ子 ど

の加藤正男先生のお話 を伺 うことができま した｡

もたちを理解 で きず,ま してや指導 しに くい存

この よ うな児童 自立支援施設 に入所 した子 ども

在 であった よ うです｡ かつて新人類 と称 された

たちは,家庭の疑似体験的な集 団生活を軸 に一

世代がお とな とな り,遂に ｢
今 どきのお となは

定の教育 を受 け,その多 くが立 ち直 りを示 して

･
･
｣ とい う表現を生んでいるのではないで しょ

いるそ うです｡ この施設 に入所す るまでに至 る

うか｡そ して教育現場に現れたのが ｢
モンスター

原 因は様 々ですが,入所 した子 どもに面会 に来

ペ ア レン ト｣です｡今 も増殖 中な どとマス コ ミ

る保護者 は極 めて少 ない との ことで,私は棄民

等では騒がれ てお りますが,組織 の中では異物

的な感 じさえ受 けま した｡ 問題行動 を起 こす子

視 され ているこの現象 も,いずれ は一つの地位

どももまた

を示す ことにな るで しょう｡

在 を不器用 に主張 していた子 どもであることを

また,ハイテ ク産業の急速な発展のマイナス

,

社会や家庭 の歪みの中で 自分の存

痛感 しま した｡

面 を,生徒 を介 してそのあお りを正面か ら受 け

本稿 は,児童生徒 の問題行動の背景 となる時

止 めざるを得 ない学校教育, とりわけ生徒指導

代の推移 ,発達段階に伴 う問題行動の特徴,並

の課題 は,いずれ は社会的問題 と して クローズ

びに女子生徒の非行 , と りわけ性非行 について

ア ップ され る可能性が大 きい と思われ ます｡生

論 じた後,性非行 を繰 り返す女子生徒の指導事

徒指導上の今 日的な諸課題 は,いずれ も技術的

例 を提示す るとともに,学校 における ｢
性教育｣

に解決 できる性格 の ものではな く,生徒 を健全

を概観す ることと しま した｡ 生徒指導の事例 は

に育成す るためには学校 ･家庭 ･地域社会,並

概ね成功例 となってお ります が,今回の事例 は

びに関係機 関 との連携 ･協働 が求 め られ ていま

結果的に成功であったか否かは定かではあ りま

す｡

せん｡ しか し,筆者 を含 めた関係者 が生徒指導

しか しなが ら,家庭や地域社会の教育力の低

のために多 くの人々等 とかかわ り,膨大な時間

下が叫ばれ てい る昨今 ,学校 は以前 に もま して

とエネル ギー を費や して行 った姿の一つを示 し

‑5
3‑

神点川大7･
心理 ･教 帝研究論‑
1
Li 第 30P
J
‑(
2011
年 3J
J31日)

失われ つつあ ります｡子 ども部屋 とい う個室 を

ています｡

与 え られ,孤立 して しまった子 どもも生まれ て
います｡友達化 した新 しい親 子関係 は,親 とし

2 子 ど もの 問 題 行 動 , 時 代 背 景 を探 る

て本 来言わなければな らない注意や しつけを避

子どもは好奇 心が強 く,急速 に成長す るもの

けた ｢自覚なき放任型｣ とも言 うべ き親 が増 え

です｡ 私たちが ｢
子 どもを理解す る｣ な どと言

ているの も事実 です｡ ホー ム ドラマの真似事の

いなが ら悠長 に 子どもたちを眺めていると,昨

ごとく子 ども部屋 を与 えて見せかけの 自立を期

日とは別の顔 を持 った子 どもがそ こにいて驚か

待 しても,子 どもとの距離は どん どん大 きくな

され ることが しば しばあ ります｡特 に中学生に

り,親 と子の関係 が実態 を失 って,いわ るゆ家

な ると,お とな社会‑の憧れや生活行動 を束縛

庭崩壊 が少 なか らず生 じてきま した｡家族 が一

す る規範‑の反発 な どの意識が交錯 し,時 には

台のテ レビの前に集 まっていた時代 に生まれた

自分で 自分 をコン トロールす るのが難 しいほ ど

｢
チ ャ ンネ ル争 い｣ とい う言葉 も死語 とな り,

情緒不安定 に陥 るな どの第 二次性徴期 に突入 し

茶の間にある電話の話 し声 を聞きなが ら家事 を

て きます｡

す る母親 もいな くな りま した｡
特に携帯電話の急速な普及 には,大人 もその

しか し,子 どもの発達段階に生ず るこれ らの
自然な現象が,歪んだ環境 を誘因 と して非行等

利便性 と流行に乗 り遅れ まい とす る心理が働 き,

問題行動の原因 となるおそれがあることも否 め

必ず しも必要性 は無 くて もと りあえず購入 し,

ない事実です｡

所有 していることによ り安心感 を得 ている人々
もお ります｡機器 の性能 向上 と相侯 ってイ ンフ

(
1)
価値観の 多様 化な どと言 ってい られ ない現状

家庭や地域社会が大 きく変容 し,その結 果 人

ラが整備 され,今や子 どもに電話 を持たせ て塾
の送 り迎 え,写貞が撮れ て ･メールができて ･

間関係 が急速 に空洞化 してきている と言われ て

切符が買えて ･･まさに携帯電話はコミュニケー

○○は, こ うあるべきだ｣
います｡最近で も ｢

シ ョンツール と して存在 しているだけではな く,

｢これ が あるべき筋だ｣ と主張す る向き もお り

生活必需 品 と しての地位 を高めてきま した｡ そ

ますが,そのよ うな姿は 目立たな くな りま した｡

して, 自分 をはるかに超 えた技能で これ らの機

時代が生んだ多様化 した価値観 は,当分それ ら

器 を自在 に駆使す る我が子 に,頼 も しさを感 じ

が集約 され るとい う動 きも,残念 なが ら寡聞に

ている親 も多い と思 います｡

して耳に してお りません｡

しか し,そ こには親子 関係 が崩れ る一因 とも

特に ｢
性｣に関す る世代間の価値観 (
モ ラル)

考え られ る落 と し穴があ りま した｡携帯電話や

の差異は大 きく,建設的な対話の場す ら設 ける

パ ソコンが 子ども社会 に普及す ると,子 どもは

のが難 しい環境 にあ ります｡ さらに,一部マス

世代や年齢 とは関係 な くお とな と同 じ情報 を共

コミによる面 白可笑 しく取 り上げた ｢
性｣に関

有す ることにな ります｡情報 の氾濫す る中でい

す る話題 は若者 の関心 を呼び, ｢
性 ｣ は愛情の

つの間にか経験則の重要性がないが しろにされ,

問題 ではな く生理現象 に過 ぎない とあか らさま

社会経験 の少ない子 どもた ちは総合的な情報処

に主張す る見解 す ら生まれ てお り, これに力を

理能力 を持たないまま 自分に都 合 よ く理解 して

得た一部の者 は,社会規範か ら大 き く逸脱す る

い くよ うにな ります｡携帯電話やパ ソコン等の

行動 に走 る状況 も認 め られ ています｡

機能 に関す る知識 に疎 い親 た ちは,子 どもの行

また,子 どもたちの置かれている生活様式 も

動 を制御す ることが出来 な くな り,モバイル を

大 きく変化 し,子 どもが親の仕事 (
家事労働等)

介 して未知の社会や不特定多数 の人 とつなが り

を見た り手伝 うとい う当た り前であった習慣 が

をもつ子 どもが全 く見えない存在 になって しま
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いま した｡ ｢うちの子 に限 って ‑ ‑｣｢うちの子

求書が来 る し容 めれ ば 『バイ トをす るよ (
学校

を信 じてい ます か ら‑ ‑｣ と語 る親 は,｢うち

ではアルバ イ トは禁止 され てい る)』 と脅 して

の子 が何 を考 えてい るのか分か らない｣｢うち

くる し,帰宅が遅 いので心配 して電話 をかけて

の子 を信 じたい｣ と悩 める親 よ りも極 めて危 な

も都合が悪 けれ ば出ない し‑‑,持 たせた こと

い淵に立ってい るのか も しれ ませ ん｡

に後悔 しています｡今 は子 どもは 『携 帯命?』

子 どもが家出を して所在が分か らな くなった

で,取 り上げた ら何 をす るか分か りません｣ と

ときに,私は警 察に 『捜索願 い』 を出す よ う親

話 した親 の言葉 に,他の親 も黙 って うなず いて

に勧 めます｡子 どもが帰 ってきた とき,親 の心

お りま した｡子 どもの変容 を携帯電話 のせ いに

配の気持 ちを代弁 して くれ る行為だか らです｡

して 自分 を納得 させたい親 の気持 ち, これ も子

その とき子 どもに ｢
余計 な こ とを した｣｢
なん

育てに S
OSを発 している親 の信号か と思 うと

で瞥察な どに行 ったのか｣ と反発 されて も,千

気の毒 にな りますが,親 が利便性 を求めて持た

どもが大人にな った とき, さらに親 になった と

せ た携帯電話 によって,子 どもたちは様 々な問

きに,いずれは親が我が子を思 う気持 ちが理解

題 の被害者や犯罪の加害者 に もなる紙一重の と

され るための先行投資ではないか と思 うか らで

ころに置かれ ていることを親 たちが,また社会

す｡ しか し,携 帯電話が普及 してか ら親 の行動

全体がその緊急性 を理解 し,早急 に改善策 に取

は変わ ってきま した｡子 どもの家出を心配 を し

組 まなけれ ばな らない とい う剣 が峰にきている

ても,警察に 『捜索願 い』 を出す ことはため ら

のです｡ 問題 が発生 し,その ことに親 が気づい

うよ うにな りま した｡ ｢とりあえず携 帯電話 を

た ときには,親 と子の間には埋 ま らないほ どの

持たせ ているか ら･･‑つなが るか ら｣ と自分 を

深い溝 が出来ているのが実態 ですが,親 はある

納得 させ, ジッと待つだけの親が多 くなったの

意味では 自分たちの子 どもに対す る加害者 であ

です｡ 子 どもが帰 ってきて,親 の とった行動 を

るか も しれ ない とい う意識 が生 まれれ ば,いず

批判 し反発す ることを恐れ ると同時 に,携帯電

れは現状の溝 を埋 めることができるのではない

話 でつなが っているか らとい うか りそめの安心

で しょ うか｡

感 で 自分の気持 ちを慰 める親 が生 じてきたので
す.親の コン トロールが失われ,窓意の海 に放

(
2
)
発達段階で生 じる非行の特徴

たれ て しまった 子どもの存在 を,親 自身が創 り

(
D小学生

上げて しまった ことにな ります｡

地域 に荒れた中学校 があ る と,小学生は中学

子 どもか ら ｢
机 の上は触 らないで｣｢
私の部

生の問題行動 に憧れた り真 似 をす る者 が少 なか

屋 に入 らないで｣｢
携帯電話 を勝手 に見ないで｣

らず現れ ます. また,兄姉が怠学や喫煙 ,万引

と,覚 えたてのプ ライバ シー とい う言葉 を強調

きな どの問題行動に関わっている と,その弟 妹

してま くし立て られ ると,親は子 どもと トラブ

は幼 くして兄姉の言動 を模倣 していきがちです｡

ル を起 こ した くない とい う気持 ちが働 き関与 し

この よ うに問題行動の低年齢化 は,周囲の環境

な くな ります｡ その結果,子 どもの交友 関係や

が大きく影響 しているよ うに思われていま した｡

行動の実態が把握 できな くな ります｡ 中学 3年

しか しなが ら,文部科学省 の 『児童生徒の問

生の女子生徒が数 人で家出を したため,該 当す

題行動等生徒指導上の諸問題 に関す る調査』 に

る生徒 の保護者 が学校 に集 ま り話 し合いが携帯

よれ ば,近年 この よ うな地域環境や兄姉の影響

電話 に及んだ ときに,一人の母親 が小 さい声で

云々にかかわ らず,暴力行 為が小学生に年 々増

話 し出 しま した｡ ｢
携 帯電話 を買い与 えた とき

加 の傾 向にあることが発表 され ま した｡全国で

に,子 どもとい くつかの約束 を しま した｡ でも,

年 間5000件 を越す小学生 の暴力行為 は ,｢
切れ

それが守 られたのは 3ケ月です｡後 は高額 の詣

る子の出現｣｢
我慢 できない子の増加 ｣｢
感情の
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コン トロール が できない子 の増加 ｣｢コ ミュニ

きず に,ある者 は逃避 的態度 に陥 った り,また

規範意識 の欠如｣ な
ケー シ ョン能力 の不足 ｣｢

ある者 は過度 に 自己を主張す るためか暴力的な

どを挙 げて社会的問題 であるとしています｡

行動 をす ることがあ ります｡ これまでは, これ

低学年 の子 どもは, 自分の思 うよ うにな らな

らの多 くは若干 の時間 を経 て解消 されていま し

い気持 ちを制御 できずに相手 を叩いた り蹴飛 ば

た｡ しか しながら,近年名付けられた 『中 1ギャッ

した場合の多 くは相手が泣 いて訴 えるので,敬

プ』が一過性 の もの とな らず,生活環境の変化

師はす ぐに気 づ くことができ,状況を把握 して

や学習内容 の変化 に適応 できず にそ こか ら派生

指導 を行 えます｡ 中学年の頃になる と, 自己中

しがちな不登校や い じめな どが全 国的に多数発

心性 の強い子や爆発性 な どの傾 向をもった子 ど

生 し,既 に社会的問題 と して論 じられ る状況が

もは 日常の生活の中で把握 できるので,乱暴 な

生 じるな ど,かつての五月病 に類 した状態が中

どの行為がな くとも機会 を捉 えて個 に応 じた指

学 1年生特有の現象 として起 こっています｡

導 を行 い是正 を図 っています｡ しか し,高学年

中学生の問題行動 は,授業エスケープ,授業

になる と体格 が良 くな り自分の存在感 を暴力 を

妨害,い じめ,喫煙 ,不 良交友,性的逸脱行為,

ふ る うことに よって誇示 し,時には注意や指導

飲酒 ,薬物乱用,深夜排掴,家出,暴力行為 ,

をす る教師にまで暴力で反抗す る者 も生 じてき

万引き,バイ ク盗,恐喝な ど様 々です｡一般 に

ます｡ その対応や指導 に課題 を残す と,中学校

"非行の入 り口は喫煙 か ら" と言われてきま し

に入 ってか らも教師不信や学校不信 ･お とな不

た｡そのステ ップは,タバ コを隠れて体験する,

信 は増 し,その不信 が非行 等問題行動の誘因で

仲間が出来集 団行動のは しりが授業エスケープ,

あることが認 め られ てお ります｡

さらに飲酒や シンナー等 を経 て薬物 に手 を伸 ば

小学生 で起 こす教師‑の暴力的反抗 には,保

し,その間には他校生や先輩 との繋が りが出来

護者や スクール カ ウンセ ラー,部活動 の顧問等

てバイ ク盗,無免許運転 ･･な どを重ねて問題

と連携 して,居場所づ くりや帰属意識 が持 てる

行動の悪質化が進む とい うパ ター ンが定着 して

よ うなフォロー を してい くことが極 めて重要で

いま した｡ その "非行の兆 しは喫煙 か ら"のパ

す.暴力行為 をす る子 どもの背景には,先輩や

ター ンが近年大 きな変化 を示 し,最近では ｢
あ

友人か ら影響 を受 けた り家庭や地域の環境等で

る 日突然型｣の問題行動が 目立つ よ うになって

身 に付 けた性情か ら攻撃的な行動 を起 こす こと

います｡
非行の段階的パ ター ンが崩れ た理 由の一つに

もあ りますが,その他 に発達障害等特別な教育
的支援 を必要 としている子 どももお りますので,

煙 草販売の規制が厳 しくなった こともあ ります

実態に合 わせ た対応が求め られています｡

が,大 きな役 割 を果た したのは携帯電話の普及

また性への関心を持つ時期は,個人差はあ り

です｡子 どもが携帯電話 を持 つ ことに よって,

ますが小学校 4年生 ごろか らです｡異性への関

"
非行 の兆 しは喫煙 か ら"の伝説 は過去の もの

心 を抱 き,学年が進むに連れてその気持 ちが強

にな りま した｡子 どもたちには,顔 の見 える友

くな り,言動 に も現われ てきます｡小学校 4年

人か ら顔 の見 えない友人 まで,モバイル の中に

生 で初潮 を経験す る女児がいることを思 えば,

ぎっ しりと詰 めてお り,時 と場合 によって 自分

自然の成 り行 き とも思われ ますが, この時期か

を使 い分 けることも しています｡ この ことは,

らの性教育の重要性 がその後の子 どもの生 き方

非行などの問題行動 を含めて子 どもたちの "
今"

に反映 して くることを,お となが 自覚す る必要

が教師や保護者 には見 えな くなって しまった現

性 を感 じています｡

実を認 めせ ざるを得 な く しま した｡
これ まで問題行動の全 く認 め られ ていない男

② 中学生
小学校 とは大 き く変わる環境の変化 に対応で

子生徒 と女子生徒 が,写 メール で 自分の下半身
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の写真 を撮 って送 り合 った とい う出来事があ り

案 サイ ト,エ ンコ‑ (
援助 交際),売春 ,覚醒

ま した｡ 関係者 が注 目したのは,生徒たちはそ

剤 ･･この単語 のす ぐ裏 には,携帯電話 が潜ん

の行為が ｢
恥ず か しい ことである｣ とは認知 し

でいるのです｡

ていたものの ｢
いけない ことだ｣ とい う意識 は

金
特 に性 的逸脱行動 に走 った女子生徒 は ,｢

全 くなかった ことです｡ 当然なが らその行為は

銭感覚に鈍感｣｢
派手な言動 ｣｢
ブラン ド品志向｣

二人だけの秘密 とはな らず,それか らそれ へ と

｢
ルーズな生活 ｣｢刺那的な考 え｣な ど別人にで

拡大 して しま う恐れがあ りま した｡ それ こそ手

もなったか と思 えるよ うな偏 った思考に陥 るこ

ぐすねひいて待 つ犯罪者等の黒にかか り,徐々

とがあ ります｡ これ まで も,お となが子 どもの

に身動きが出来な くなって しま う可能性が高かっ

携帯電話の有害情報 にフィル タ リングを決断 し

た と思 います｡ 周 りのお となが気づ いた ときは

た とき,すでにその効果 は万全 な ものではな く

既 に手が付 け られない ･･ ｢
ある 日突然型｣の

なっていま した｡ 出会 い系サイ トの規制法がで

発生です｡

きて も,それ に代 わ るサイ トは形 を変 えて次々

学校 間抗争 も,携帯電話が子 どもの所持 品に

と作 られていきます｡携 帯電話のゲー ムサイ ト

なってか らその姿が変わ りま した｡ 以前は突 っ

や 自己紹介サイ ト (
プ ロフ) な ど ｢
非 出会い系

張 り風の恰好を した子 どもが数人で相手校 へ偵

サイ ト｣を通 じて犯罪に巻 き込まれ る子 どもが,

察に行 くところか ら始 ま りま した｡ この場合,

2
年上半期 で6
0
0人 を超 えた とい う報道 に,
平成 2

だいたいが塾 で関係 を作 った範 囲で行動 を しま

もっとお となは危機感 を感 じなけれ ばいけない

すか ら,その多 くは周囲のお となや教師がす ぐ

と思います｡思春期の とば 口,お となへの憧れ,

気づいて相手校 と連絡 を とり,情報連携 を しな

背伸び したい行動等の弱点 を悪用 した携帯電話

が ら未然防止 に努 めることができま したので,

の闇 ともい うべ き部分 に,操 られ ているのが今

派手 な喧嘩 にな らずに済んでいま した｡

の中学生なのです｡

とにか く彼 らは 目立っ恰好が好 きで,その恰

③女子の非行の兆 し (
特 に性非行)

好で学校や教師の前を うろ うろす るわけですか

中学生は,男子に比べて女子の方が感情が鋭

ら, ｢こち らを振 り向いて くれ ｣｢これか らア ッ

敏 であるよ うに思われ ます｡ ち ょっ とした こと

と驚 くよ うなことをや るぞ｣ と言わんばか りで,

で寂 しさや疎外感 を持 ち,虚 実の判断な しにた

発見 しやすか ったのです｡ しか し,最近は携帯

だ優 しくして もらえた と して見知 らぬ男の人に

メールが飛 び交 うだけで実態が見えず,生徒の

で も好意 を寄せ るな ど,無防備 の姿 を見せ てい

雰囲気がおか しい と気づいた ときはす でに学校

ます｡ そ して,平素は喜怒哀 楽 に支配 され てい

0
の近 くの公園に,抗争 を 目的 と した他校生が5

る時期 でもあ ります｡ したが って,折々の悩み

人 ,1
00人 と集 ま って来 ている とい うことにな

について何 とか心の歪み を正 していきたい,助

ります｡ そのほ とん どがモバイル を使用 してい

けて欲 しい との信号 を発 してい る筈 なの です｡

るのですか らなかなか教師 には分か りませ んO

その ことに親や教師が敏感 に気づ き,受 け止 め

異変に気づいた ときはすでに事件 ･事故に発展

て早期 に適 切な対応 を行 うこ とが求 め られ てお

ネッ
しているケー スが多 いのです｡ しか も,｢

ります｡

トで見たか ら｣ と面 白半分 に参加 して くる十 ど
もた ちもお ります｡ あわ よくばそ こで暴れ て一

ア

態度や行動
･親や教師 を避 ける

･虚言や言 い訳が多

旗揚 げ よ うとい う野望 を もった グループ もいま

い

す｡集合 した子 どもたちの学校相関図を作成 し

立 し少数の類似者 と群れ を作 る

よ うと思 っても,無関係 で成 り立っていること

話 を手放 さない

もあ りますか ら厄介です｡ ネ ッ トい じめ.学校

い
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･隠語や流行語 を使 う

･学校 内で孤
･携帯電

･性 的 な興味や 関心が強

･教師や親 か ら見て も不審 な行動 をす

神森川大乍心

る

月

卜 教 育研究論災

･帰宅が遅 くな り,また夜 間外出が多

くなる
イ

第 30号 (
2011
年 3LJ3Ln)

よ うにな りま した｡帰宅が深夜 とな ることもあ
り,その結果 と して朝起床 で きずに学校 ‑は遅

持 ち物や装飾な ど

刻や欠席が多 くなって しまった とのことで した｡

･不釣 り合 いな高価 なバ ッグな どを持つ
･小物が増 える
ける

･ア クセサ リー を身 につ

･携帯電話 をよく買い替 える

数 台の携帯電話 を保持

(
2
)
A子 を取巻 く異性交遊の軌 道

･複

｣月27日の面談では事の重 大性 を感 じていな

･頭髪 を加 工す る

い A子に一抹 の不安 を感 じたが,反面素直に話

(
染 色,パーマな ど) ･眉毛 を剃 る
粧 をす る

･ピアスを付 ける

を入れ る

･露 出的服装 を好む

･化

す A子 に反省 の気持 ちを思いや って,次回の面

･タ トゥー

談 日を約束 して別れ ま した｡ 私は, この情報 を
学級担任 を交え生徒指導部会 で報告 し,A子 の
指導対策 を協議 しま した｡ 並行 して学級担任 は
保護者 と連絡 を取 り合 いま したが,母親 の体調
が思わ しくな くA子の問題行動の伝達のみで終

3 性 非行 を繰 り返す少女 A (中学 3年 )
の事例

わ り,今後の指導 について話 し合 うまでには至

(
1)
問題行動の発覚

らなか った とい うことで した｡ さらに29日か ら

私は当時,校務分掌 で中学校 の生徒指導専任
教諭 で した｡ 新 学期 が始 まって間 もな い4月27

大型連休 に入 ったため,A子 の行動 を把握す る
ことが難 しくな りま した｡

日,学級担任か ら 3年生になってか ら急に遅刻

以下は 5月 1
4日,登校 した A子か ら ｢
妊娠 し

や欠席 が 目立つ よ うになった女子生徒 A (
以下

たか も知れない｣ と告 げ られ ,学習 も手 に着か

A子) について相談を受 けま した｡早速 A子の

ずに狼狽す る男子生徒 2人を学級担任 と共に面

面接 を行 った ところ, 中学 2年生の夏休み に上

接 を行 った際に得た,彼 等 とA子 との不純異性

級生の男 子生徒 に誘 われ喫煙や シンナー吸引を

交遊の状況です｡

行 った こと, 11月には シンナー吸引を しなが ら

(
D5月 4 日･･
放課後 A子 は男子生徒 2人 と教

性行為 を迫 られ ,それ を契機 にその後は不特定

室に残 り話 しを している うちに,A子が性 交 体

多数の男性 1
0人 ぐらいか ら誘 われれば関係 を持

験があることを話 し出 した｡ その うち一人 (
以

つ とい う生活 を しているとの話 を聞 き出 しま し

下 B男)が A 子の胸 を触 るな どのいたず らを始

た｡ A 子は,電話 を介 して知 り合 った男性 と性

めると, も う一人 (
以下 C男) も同 じよ うにい

行為を して 口紅やアクセサ リー等の/
ト物 を買 っ

たず らに加わった｡

て もらってはい るが,お金は受 け取 っていない

② 5月 6日 ･
･
C男の家 は共働 きで昼は留守家

ので売春を しているわけではない と信 じていま

庭 になるためC男の家 にA子, B男 と同 じクラ

す｡ したが って,お金 を稼 いでいないので 自分

スの D男 も集 ま り, 3人は A 子との性行為 を行

の性行為等につ いての罪悪感 は全 く持 っていま

う順番 をジャンケ ンで決めた｡ 上
)男 ,C男の順

せんで した｡性行為 を繰 り返す よ うになってか

に隣室で A子 と性行為 を行 ったが, C男は B男

ら妊娠 の心配は何度かあったが,いづれ も月経

に

の遅れ等であったので これ まで妊娠 は していな

よ｣ と話 したため, B男は関係 を持たなかった｡

｢
3番 目だ と気持 ち苦 いか ら止 めた方がいい

③ 5月 7日‑A子 ,C男, D男が学校 を休み,

い と,淡々 と話すので した｡

3年生進級の クラス替 えで A子の親 しい友人

D男の家に集 まった｡ 工
)男の両親 は共働 きであ

はいな くな り, ちや ほや して くれ る他校 の先輩

る｡祖 父母 と同居 しているが,二世帯住宅の構

たち と遊ぶ方が楽 しくて,放課後は制服 を着替

造で 日頃か らあま り干渉 し合 わない生活 を して

える と急いで先輩たちが集 まる場所 に出かける

いるので,祖父母 は同 じ家屋 に住んでいて も孫
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(
D男)のず る休みや孫の部屋 で中学生がいか

それ に しても,性 に興味 と関心 を抱 く思春期

がわ しい遊び を繰 り返 していることには最後ま

の子 どもたちが 1度性行為 を体験 して しま うと,

で気づかなかった｡ この 日もA子 とD男が性行

蓋恥心や抑止能力がな くな り性欲 は止 まること

為 を行 った｡

を知 らず にのめ り込 んでいきます｡ その様 を垣
間見 るだけでも,学校教育 に性教育 を取入れた

その後 は, D男の家が子 どもたちのたま り場

ことの必要性 を再確認 させ られ ま した｡

となった｡

④ 5月 8日･･
放課後 , D男の家 に A子, C男

(
3)
A子の背景

が集 ま り喫煙 ･飲酒 を行 ない,A子 とD男が性

① 家庭環境
家族構成 は,父56歳, 母54歳 ,兄26歳の 4人

行為 を行 った｡

⑤ 5月 9日‑放課後, A子, B男 ,C男 ,D

家族｡父親 は年取 って生 まれた A 子 を溺愛 して

男が喫煙 ･飲酒 を行 ない,また A子 とD男が性

きたが,中学 3年になって急 に大人びたA子の

行為 を行 った｡

気持 ちは理解 で きず に遠 くか ら眺めてい る状況

⑥ 5月1
1日‑放課後, A子, B男, C男 ,D

にあった｡ 母親 は病弱 で, A子が中学に入 った

男 と同 じクラスの E子が加わ り,喫煙 ･飲酒 ･

頃か ら入退院 を繰 り返 してい る｡兄は年齢 が離

シンナー吸 引を行 った｡ A子 とD男が性行為 を

れ ているせ いか A子 に とって兄妹 とい う意識 で

行 った｡C男は E子にいたず らを仕掛 けたが,

はな く,家 にお となが 3人 いる と感 じていた｡

E子が拒否 した｡

しか しなが ら,病弱 な母親 に代 わって家事 を手

⑦ 5月1
4日 ‑A子は生理予定 日が過 ぎて も生

伝 うとい う気持 ちは少な く,家族 ‑の帰属 意識

理の兆候がないため,登校 してか らC男に妊娠

は希薄である｡孤独 を持 て余 し,人恋 しさによ

の可能性 を告 げた｡ D男は常に コン ドームを使

る不満 を常に感 じているA子 であ り,父 と兄に

用 していたため, コン ドームを しなか った C男

対 しては異常なほ ど憎悪の気持 ちを抱 き,彼等

に声 をかけ状況 を告 げた との ことであった｡ C

は A子に とって疎 ま しい存在 であった｡

男は傍か ら見て も分か るほ ど脅 え,す ぐに D男

② 中学校生活
成績は中位｡ 2年生の夏休み直前に初めてパー

に相談す ると, D男 もまた平常心 を失 い取 り乱

マをかけて登校 した｡ その前後か ら.派手 なも

した様子が明 らかであった｡

のや異性の先輩 に憧れは じめた｡夏休みに入 り,

挙動不審 な この 2人 を学級担 任が声 をかけて
大変なことになっちゃっ
相談室に連れて くると,｢

問題 を起 こ している上級生 グループに誘 われて

た｡ ど うしよ う｡ ど うしよ う｡｣ と,身 を寄せ

行動 を共にす る中で,喫煙 ,シンナー吸引,異

合 って小 さくな っていま した｡学級担任が さら

性交遊 を経験 し,毎月の よ うに妊娠 を心配 しな

に問 うと ｢も しか した ら父親 になるか も しれな

が らも誘 われれ ば性行為 を続 けてきた｡部活動

い｣ ｢
高校 ‑は も う行 けない よ｣ と小 さな声 で

はバ ドミン トン部に所属 していたが, 2年生の

繰 り返 し咳 いていたそ うです｡

9月頃か ら欠席が 目立ちは じめて退部 している｡
3年生に進級 してか らは遅刻 ･欠席が多 くな り,

'
Rのごとく小 さな命が宿っ
男子 2人が青天の露J
たか も しれ ない ことに脅 え狼狽 えているとき,

担任 がその都度 注意 を行 い指導 を していた｡母

一方の A子は常 に変わ らず他の友人 と大 きな声

親 は A 子の無軌道 な生活 を気 に しなが らも, 自

で元気 に笑 っていま した｡ この ときの A子は,

分の入退院生活で指導や しつけはできず,辛 う

家庭 での寂 しさを異性 との肌 の触れ合いで満た

じてお金 (
小遣 い) で親子 のかかわ りを繋 ぎと

し,その快楽の 中に 自分の居場所 を見つけてい

めていた よ うである｡ 当然 なが ら,学校生活の

た よ うに思 えます｡

ことや家庭 学習 にはまった く無関心で, A子 と
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向き合 って話 し合 うこともなか った｡ 次第 に A
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した｡ 事 ここに至 っては,母親 もこれ までの よ

子 は,家庭 での疎外感 を無意識 の うちに異性 と

うに無関心ではい られ な くな ったので,学級担

の性行為 を とお して補 っていた よ うである｡

任 は一歩 さがって母親 を補佐 す る役割 を担 いま

4月 27日にこれまでの問題行動 が発覚 してか

した｡ A子は通院加療 を要す ることとな り, こ

らは,組織 的な指導休制の もと教員全体で情報

こで初 めて事の重大性 に気づいた よ うで した｡

を共有 し,学級担任 を保護者対応の窓 口と しな

そ してA子の 口か ら ｢も う二度 と病院に行 くよ

が ら私 は A子‑の指導 を行 っていきま した｡ し

うな ことは嫌 だ｣ とい う言葉 が出るほ ど病院 で

か し家庭の A子 の行動への抑制作用 はほ とん ど

の診察や医者か らの話には衝 撃 を受 けた よ うで

な く,不特定多数の異性 との関係 は性癖化 して

す｡性非行 の立ち直 りに専門医の力 を借 りるの

いた よ うに思われ ま した｡

は効果的であることを実感 しま した｡

③ 小学校生活 (5 ･6年生時の担任談か ら)
特 に問題 とな るよ うな行動 は何 も起 こ しては

私は ,A子 に寄 り添 うべ く会話 ノー ト (
交換

いない｡ しか し,学級担任 か ら見て ｢
何 とな く

日記) を提案 しま した｡最初 は書 くことを嫌 が

にな る子｣ で あ り, ｢
常 に見ていなけれ ば心

るA子 で したが,簡単な質問の反復 を継続 した

配 な存在の子｣ であったそ うです｡歌手 を夢 見

成果か徐 々に答 えを記入 し始 め, ノー トを提 出

た り,少女雑誌 の主人公 に憧れ るな ど気分的に

す るよ うにな ります｡ しか し,まだ 自分の気持

浮ついた面があ り,他の児童 よ り服装や言動が

ちを積極的に綴 ることはな く,単に質問に答 え

派手であった｡ しか し,宿題 等はきちん と提 出

ているだけの段階で した｡

気

し,生活面 も注意 をすれば素直に従 っていた｡

② C男 ･･
保護者 に事の顛末 を説 明す ると,父

友だちは大勢いたが金遣 いは荒 く,一部の児

親は ｢
性の問題 は常に男が加 害者 である｣ と言

童か らは批判 を受 けていた｡家庭的には決 して

い出 して A子の病院の費用や慰謝料の問題 に話

裕福 ではない と思われ るが, A子の持 ち物 は常

しを進 めま した｡ しか し,学校 ではいずれ が加

に新 しく,着ているものは少女雑誌 のモデルが

害者 または被害者 と して扱 って問題 の解決 を図

用いるよ うな洋服 が多かった｡ 両親 は,金銭的

るのではな く,今回の問題 を保護者 の 目で直視

に不 自由な く育てることが大切 であるとの認識

し二度 と起 きないよ うに学校 の指導に協力 して

であったよ うだが,見方に よってはお金 がA子

いただ くことを納得 して もらいま した｡特 に,

との親 子関係 の維持 の要 となっていた とも言 え

留守家庭にお ける子 ども‑の気配 りや親子の対

そ うです｡ いずれ に しても,愛情欠乏症 であっ

話 な どを中心に協議 を重ねま した｡私 は, C男

た ことは うかがわれ ます｡

とも会話 ノー ト (
交換 日記) を始めま した｡

A子は小遣 いで文房具や小物 を買い,友だち

母親 は店舗 を経営 していたが,店 を他 人に譲

にプ レゼ ン トを しています｡親がお金 でA 子の

り専業主婦 と して家庭 に入 りま した｡子 どもの

心 を引き留めていたの と同様 ,A子 もまた同 じ

ために留守家庭 を精算 したのです｡親の長剣 な

よ うにプ レゼ ン トで仲間を引き留 めよ うと して

取組み に心 を動か されたのか, C男は A子 との

いたので しょ う｡

性行為‑の興味 と関心か ら離れ て部活動に努力
を傾 けていきま した｡

(
4)
性非行の発覚 (5月 1
4日)か ら夏休み前 まで

③ D男 ‑彼 は運動能 力に優 れ,上級生にな っ

の指導の経過

てバ レー部の レギュラーの座 を硬得 しています｡

① A子 ‑A 子が妊娠 しているか否 かを確認す

しか し連 休直後に部活動 を休みだ し,顧問か ら

るために母親 と協議 した結果,母親がA子を伴 っ

呼び出 され ていた ところに今 回の件が発覚 しま

て産婦人科医の診察を受 け させ ることにな りま

した｡ そ こで顧問 と相談 し, D男の立ち直 りへ
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の支援は私 との会話 ノー ト (
交換 日記)に加 え

ると,A子は蒲団の上で赤 いブ ラジャー とパ ン

て顧 問 との定期 面接 を行 うことにな りま した｡

ツのままあ ぐら座 りを してシンナー を吸引 して

D男の保護者 は PTA役員 でもあったので来校

いま した｡家の中は シンナー の臭いが充満 して

時には私 とも面談を して.情報交換 を行いま し

いま した｡
｢ダメ じゃないの｣ と大 きな声 をか けてシン

た｡指導後 D男 は再び部活動に熱 中 し,概 ね健

ナーの入 った ビニル袋 を取 り上 げると,窓 を開

全 な生活態度 を回復 しています｡

け放 し扇風機 をかけて臭 いを追 い出 しま した｡

(
5
)
夏休みか らの A子

A子 は抵抗 もせず に とろん と した 目で私 を見上

B男や C男, D男 と遊んでいた時の A子 は,

げ ｢ごめんな さい｣ と咳 きま した｡壁 には A子

それ までに見 られた深夜排禍は治まっていま し

が書 いた ｢も う絶対 にシンナー はや りませ ん｣

たが,彼 らが A 子の元か ら離れ ると虚無感 を味

とい う張 り紙 が貼 ってあ りますO私 は, 5月の

わいは じめたよ うです｡夏休み までは遅刻 もな

妊娠疑惑騒動 で頑張 っていた母親 の顔 を思い出

く登校 していたのですが,夏休み に入 り心のた

しま した｡

がが外れた よ うに 8月には以前付 き合 っていた

裸 同然 の姿 を してい るA子 に,私は無理矢理

先議望と会 うよ うにな りま した｡ その中で暴走族

服 を着せま した｡ このよ うな ときに男の先生だっ

のW 男 と出会い 2人は意気投合 し, 8月に起 こ

た ら目のや り場 にも困るだろ うな どと考 えると,

した1
0回以上の深夜排佃は,すべてW男 と行動

以前女子の指導は苦手だ と話 した男の先生の理

を共 に していま した｡

由が,理解 出来 るよ うな気が しま した｡

1学期に始めた私 との会話 ノー トは夏休み 中

夏休み を境 に A子はまた以前の よ うな遊 び癖

は途絶 えていま したが, 2学期の開始に伴 い再

がつき, シンナー吸引や喫煙 が常習化 していき

開を しま した｡ 以前は私の質問にぽっ りぽっ り

ま した｡ しか し,暴走族 のW 男 と性 関係 をもっ

と答 えるよ うに書いていただけで したが,再開

てか らは ,｢
W男が好 きだ｡ 好 きだか らW 男 と

した ノー トを見 ると毎 日の出来事 を避 くよ うに

いっ しょにいたい｣ と公言 し,不特定多数の男

変化 していま した｡都合の良いことだけを書い

性 との性行為は行 っていなか ったそ うです｡

ているの ど うか は判 りませんで したが,それ は
それ として大きな変化 です｡時には私に質問を

(
6
)
A子への指導

して くることもあ り, ノー トを通 して文字通 り

(
D会話 ノー ト (
交換 日記) での心の触れ合 い

会話が始ま りま した｡ これ まで もノー トの提 出

1学期 は,喫煙や シンナー吸引及び ｢
性｣に

は催促 しなかったが , 9月になってか らは週 1

関 して A子 自身 に見つめ考 え させ ることをね ら

度必ず持 って くるよ うにな りま した｡ これは学

い としてノー トを媒介に した指導を行いま した｡

級担任の指導に よるものか も しれ ませんが,私

ノー トは上手に活用すれ ば,A子の実態 を把握

に とっては褒 め る材料 が増 えた ことなので大変

す るために も相 当成果が期待 で きる と思われ ま

うれ しく感 じま した｡

した｡最初は ｢
書 くのは嫌 い｣｢
書 きた くな い｣

2学期が始ま り順調の よ うに見 えた A子が,

と抵抗 していま したが,『タバ コを初 めて吸 っ

早 くも 1週間で無断欠席 を しま した｡担任 か ら

たのは,何 処 ですか』『タバ コを吸 った ときの

その ことを知 らされ,私は電話 もかけずにす ぐ

気持 ちは ど うで したか ?』 な どと具体的な質問

に家庭訪問 を しま した｡ 玄関でチ ャイムを鳴 ら

を書いて渡す と,次第に一行程度の簡単な内容

して も返事がない｡ 窓は閉まっているo留守か

ではあるが A 子か らの回答 が記入 され るよ うに

と思 ったが ドア ノブを回す と扉 が開きま した｡

な り,行動の概要 を把握 す る資料 と して も活用

大 きな声で ｢
入 ります よ｣ と声 をかけて家 に入

す ることがで きま した｡
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れ る兄の存在 を認識 させ るには効果的で した｡

くよ うにな り,内容は下校後の外 出な どの行動,

さらに 1
0月 6 日か ら数 日続 いた無断外 泊では,

家事の手伝 い,W男に対す る気持 ちな どが綴 ら

母親 が警 察に保護願 いを出 しに行 っています｡

れ ていま した｡ 時折 『先生は この ことについて

明 らかに家族 の行動 に変化 が現われたのです｡

ど う思 いますか』 な どと書かれ ることもあ り,

1学期は学校 の呼び出 しに も応 じなか った両親

徐 々にではあるが心のつなが りを獲得す ること

が, 1
0月には相談のために来校 もしています｡

ができてきたよ うに感 じま した｡

④養護教諭 による性教育
興味本位 な性 ‑の関心はあっても健全な性 の

②学級担任 との指導連携
学級担任 とは情報交換 を密に行 いま した｡ ま

理解や知識 は皆無である A子 に,養護教諭 が個

た,指導の内容要領等を分担す ることとし,学

別 に性教育 を行 いま した｡特 に,中学生の未熟

級担 任はあるべ き姿 (
状態) を基準に厳 しい指

な体での妊娠や 中絶 による健康被害 (
危険性),

導 を,生徒指導専任教諭 の私は A子の理解者 と

さらに性病に関する知識などを映像 を使 って しっ

い う立場で優 しい指導 (
受 け入れの指導) をす

か りと認識 させ ,女性 と しての生 き方の指導 を

ることとしま した｡ この ことは,A子 に とって

行 っていきま した｡

は学校 の中に逃 げ場 をつ くることにな り,そ こ

⑤学校 ･警察連絡協議会での協 力依頼

が A子の居場所 にもな りま した｡何か心の揺れ

A子 は,近隣の中学校 間で結成 している非行

を生 じた場合 にはいつ も校外‑飛び出 していた

グルー プ とかかわ ってい るため,学校 ･警察連

A子 で したが,安心できる居場所 を見出 した こ

絡 協議会にお いて問題 の情報 を提供 し協力 を仰

とによって 自分 を見つめ考 える時間が確保 出来

ぎま した｡ 瞥察関係 は,所轄 の生活安全課の職

た よ うで した｡

員 と県警の少年相談保護セ ンターの相談員が担
当 して くれ ま した｡

③学級担任に よる家庭支援 (
母親支援)
子 どもの非行 を一番心配 して悩むのは,保護

少年 たちが在籍す る各学校 との情報交換か ら

者 でなけれ ばな らない筈です｡ これ までA 子の

非行 グループの動 向が分か り,そ こか らA子の

生活指導に全 くと言 って良いほ ど無関心であっ

行動 を予測す ることができるよ うになったので,

た家族 を,学級担任が支援す ることで "
親業"

予防的な対策 をたてることもできま した｡ A 子

とも言 うべ き重要な仕I
j
T
･
に 目覚め させ よ うと努

の無断外泊があった ときは他校 の教員か ら居場

力 を していきま した｡ またその間,病弱な母親

所 の情報提供 を受 けて,母親 と共に連れ 戻 しに

に極力寄 り添い,話 し相手にも相談相手にもなっ

行 った とい う具 体的な例 もあ りま した｡

ていきま した｡

⑥ 小学校 5 ･6年の学級担任 との連携指導

妊娠疑惑が生 じた 5月にはA 子を医者に連れ

A子の大好 きな先生は, 5 ･6年生の学級担

てい くな ど租極的に母:
親 と しての顔 を見せ て く

任 です｡ その頃の ことを思 い出 して話す ときの

れ ま したが, 自分の病気のせいか,或 いは これ

A子は,穏やかな表情 にな り楽 しくてたま らな

までの A子 との希薄 な係 わ りか らか,夏休み に

い とい う顔 を します｡飲酒や喫煙 , シンナー吸

は1
0回以上の深夜排絢があったにもかかわ らず,

引,深夜排掴,不純異性 交遊 な どの問題行動 に

｢
いずれ は帰 って くるか ら｣ とい う安易な態度

よ り注意や指導 を受 けることが多い中学生活 よ

で探そ うともしませんで した｡学級担任 が ｢
家

り,問題行動のなか った小学生時代の方 が,忠

族が A 子に関心 を示す ことの重要性｣ を説 いて

い出を語 るだけで も優 しい気持 ちになれ るのだ

い く うちに, 9月20日の無断外泊では深夜 まで

ろ うと感 じま した｡

兄が心 当た りの場所 を探 しま した｡見つけるこ

そ こで, A子の荒んだ気持 ちを過去の良い時

とは出来ません で したが,A子に心配 を して く

代 を思 い出す ことで少 しで も穏やかな気持 ちの
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回復 に役立つ と思い,小学校の学級担任 との面

な どを感 じた A子が,明 らかに変容 を示 してい

談の機会 を設 けま した｡思い出話 をす るだけで

るのを私たちは実感 しま した｡言い換 えれ ば,

も優 しい A子 に戻 る姿 を見て,当時の学級担任

われわれお となは常にその様 な姿勢 を維持 して

と直接会 えば, A子は素直な気持 ちになって 自

い くことが,指導の大前提 と して極 めて重要で

分 自身 を振 り返 ることができるのではないか と

あることを学んだのです｡

期待 したのです｡

その後の A子 は,従来の乱交的な性行為 はな

5･6年の学級担任 は既 に定年退職 を してい

くな りま したが,W 男 とは別れ られ ない とW 男

ま したが,事情 を話す と二つ返事で 協力 を申 し

のあ とを追いかけています｡ A子の親 とW 男の

出て くれ ま した｡面談す る場所 も中学校 ではな

親 は話 し合 いを持つな どの進展があ り,W 男は

く,小学校 に していただ きま した｡ A子は喜ん

暴走族 を辞 めて父親 の土建業 を手伝 うよ うにな

で小学校‑出かけて行 きま した｡ 面談の後 は.

りま した｡ 私たちは,A子が卒業す るまで性教

しば らくの間穏やかな生活態度 を見せ ま した｡

育 を含む生 き方の教育 を続 け,社会通念等 を学

月に 1‑ 2回程度の面談ではあ りま したが,私

ばせ なが ら総合的指導 を継続 す ることに しま し

たちの現在の指導に対す る間接的な効果は十分

た｡

に期待 できるものであった と感 じま した｡

4 学校 は今

(
7
)｢心に語 りか ける指導｣ を合 い言葉に
A子の問題行動 は,万引きや暴力,窃盗の よ

思春期の性の悩み は,その内容に個人差 こそ

うな対外的な非行ではな く,飲酒,喫煙 , シン

あれ本人に とっては大きな問題 である と思われ

ナー吸引,不純異性 交遊 と遊び型の非行 です｡

な
ます｡ ｢ど うしてニキ ビがで きるのだろ う｣｢

これがかえって ｢
誰に も迷惑かけていないか ら

夜 中にパ ンツが
ぜ毛がはえて くるのだ ろ う｣｢

･
｣ とい う安易な 自己妥脇で再犯 に及んでい

濡れ て しまった｣な どの他人には言 えない戸惑
女性 の裸 体 の写真 を見 る ともや もや
いか ら,｢

ます｡

A子‑の きめ細 かな学校 の対応 (
(
6ト(
9‑⑥

女性 を抱 いてみたい｣ ｢
彼氏が欲 し
して くる｣｢

参照)は A 子の家庭の在 り方に も影響 を与 える

い｣な ど性衝動 を抑 えるのに苦労 しているもの

ことにな りま した｡ A子の家族は,学校 の指導

まで様 々です｡ しか し,性行為が一部のマス コ

方針 を理解 し家庭 でできる手だてを講 じて くれ

ミによ りファッシ ョン化 され ると.思春期特有

ま した｡家族 で家事の分担,家族 の団韓,外出

の性行為 に対す る罪悪感 は取 り除かれ , ｢
誰で

した ときの帰宅時間の制限な ど家族 と しての関

｣ と遊 び感覚で性行動 ･性
もや っているか ら ･

係 づ くりを構築 していったのです｡ す るとA子

行為 をエスカ レー トさせ ていきます｡
かつて,女子生徒 が性体験 をす ると通学カバ

も家族の一員 と しての帰属意織が生 まれ,親 と
の対話 を取 り戻 してきま した｡

ンにカ ッ ト粋 を貼 って, ｢
私 ,傷物 にな りま し

A子の指導過程 で教員 は,家庭支援の大切 さ

た (も う体験 したか ら,誰 とで も OKです)｣

や学級担任 を軸 とす る指導体制の在 り方,外部

とい う隠語 で 自己表明を しま した｡ その意味 を

機 関 との連携 ,近隣校 との情報交換 な ど,多 く

知 らない中学生が ファッシ ョン感覚 で 自分のカ

の ことを学びま した｡ この どれ もが A子の心に

バ ンにカ ッ トバ ンを貼 りま した｡そ して,カ ッ

語 りかける指導につなが ってい ったのです｡意

トバ ンを貼 った生徒 たちは先輩 たちに誘 われて
4歳
, まだ 1

識的にA子の心 を揺 さぶ る指導な どは難 しいが,

い きま した｡ ｢ま さか 中学生 が ･

家族 も教師 もA子に対 して常に関心 を持 ってい

のあ どけない女 の子が ･ ･
｣ と戸惑 っている う

ることや, 自分の ことを思 って くれ ていること

ちに,学校 の指導は後手後手にまわったのです｡
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今考 えると,子 どもの問題行動は流行 に敏感 に

や家庭 内の問題 が原因で非行 に走 った生徒 は,

反応 して推移 していたのです｡特 に女子生徒 は,

男女 問わず指導 しに くい｡ ｢
女性 は しとや か｣

性 の体験か ら怖 いもの知 らず にな り精神 的な堕

といった社会通念が薄 らいで きた結果,今 まで

落に歯止 めがかか らな くなる傾 向があ ります｡

潜在的にあったその よ うなェネル ギーが顕在化

比較的早期 に子 どもたちを性の被害者や加害

して女子の非行が増加 して きた と考 える｡

者 に させ てはいけない と危機感 を感 じたのは,

7
歳 ‑女子 は根 に持つ ところがあ
④ 男性教師2

思春期の入 り口の子 どもた ちをあずかる中学校

るよ うに思われ るので,男子 の方が指導 しやす

の教師 です｡ しか し,性教育が組織的 ･系統的

い｡指導 については同性 の方 がや りやすい と思

に扱 われ るまでには粁余 曲折があ り,長 い迷走

うが,同性 だ と対立 した時に感情 に走 る嫌 いが

の時間があ りま した｡

ある｡指導 しに くいのは女子 の性非行 ,その個
人だけでな く周囲の生徒‑の影響は大 きい｡

0歳 ‑指導 に男女の差はない｡個
⑤女性教師4

(
1)
女子生徒への指導の苦手意識

問題行動 を起 こす生徒 の指導について,男子

人 をよ く知 ってい ると感情移 入 して しまい指導

と女子 では どち らが指導 しやすいか と30代前後

しに くいことはある｡ 男子 の問題行動の方が,

の中学校教師 7人か ら聞 き取 り調査 を行 った こ

これ までの経験か ら指導 しやす い｡女子の性非

とがあ ります｡ 30代前後の教員 の多 くは学級担

行 は難 しい｡

任 です ので,常時生徒の問題行動 に直面 し対応

5
歳 ‑女子 は同性 で指導 しやすい
⑥ 女性教師3

しています｡ そ して,年齢的にまだ大きな役職

反面,同性 ゆえのや りに くさがある｡男子が暴

(
校長や 副校長 , 主幹教諭等) を担 っていない

力で反抗 して こなけれ ば,男子の方が指導 しや

ので本音が聴取 しやす いことな どの理 由があっ

す い｡指導 について,同性 よ り異性 の方が良い

たか らです｡ただ,この調査で ト ‑は苦手だ｣

ところを見せ よ うとい う気持 ちが子 どもに も働

と表現 していて も聞 き取 り調査 に協力 して くれ

くよ うだ｡ 同性 だ と開 き直 ることがある｡家族

た先生方は,本音の咳 き とは別 に現場 では第一

関係が非行 を起 こす何 らかの要因である場合は,

線 で生徒 と向 き合 っている教師た ちであること

教師の力が及ぶ限界があ り指導 しに くい｡

を付記 してお きます｡

⑦ 女性教師30歳 ‑女子の方が指導 しやす い と

5
歳 ‑男子の方が じめ じめ してい
① 男性教師3

思 うが,言葉 に よる指導が可能 な場合 は,男子

ないので話 して分か り合 えるか ら指導 しやすい｡

の方が指導 しやすい｡女子が ｢どうでもいい じゃ

しか し同性 ゆえに細かい ところまで気 にな り,

ない, 自分の ことだか ら｣ と開 き直った ときは

気詰 ま りになる場合がある｡女子 の性非行 は指

指導が困難 であ る｡

導 しに くい｡

上記の聞き取 り調査か らも,教師は従来の体

4歳 ･･
男子の方が同性 なのでその
② 男性教師3

験 による指導か ら一歩 も出て いないことが伺え

気持 ちをある程度汲取れ るか ら話 しやすい｡女

ます｡特に性教育に対す る考 えは,男性教師,

子の性非行の指導 は苦手｡ 女子の非行 は,上級

女性教師にかかわ らず ｢
中学生にはまだ早 い｣

学年になるに従 い社会性の視野が狭 くな り,物

家庭で行 うべ きである｣
｢
寝た子 を起 こす な｣｢

の見方や感 じ方が短絡的,平板的,通俗的なも

｢
教 えな くて も 自然 に覚 える｣ との声が, まだ

のが幅 をきかせ ているよ うに感 じる｡

根強 く残 ってお ります｡ これ は,教師 自身が組

歳 ‑女子は感情の整理 に手間が
③ 男性教師31

織的な性教育を受 けた ことが な く,た とえ必要

かかるので,男子の方が指導 しやす い｡身体的

だ と内心思 って も実践す るには 自信 がない とい

な問題 については,同性 の教師の方が指導効果

うところが本音だろ うと思われ ます｡ また,性

がある と思 う｡ 保護者 の協力が得 られない場合

教育その ものを性器教育,あ るいは性の生理現
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象の知識 を教 え るところな どと誤解 してい ると

達 し,社会の中に氾濫す る性情報 に強烈な刺激

ころも少な くないことも原 因の一つ として作用

性｣ の言葉 だ けで反応 す る相 当数 の
を受 け,｢

しているよ うで もあ ります｡

者がいるとい うことです｡ そ して,性 に対す る

性教育は人間の生 き方の教育 です｡ 自分が男

モ ラル の確 立 され ていない子 どもに とっては,

性 であるか女性 であるか とい う事実 を捉 えなが

この刺激がお となでは予想 出来 ないほ どの大変

ら, 自分の行動や人間関係 の築 き方,また服装

危険で偏 った方向に導 くことがあ り,中には性

や言動 な どを左右 していきます｡ この ことは,

非行等 で不幸な結果 を招 くこともあ ります｡

自分の性別や性 に対す る知識 は ｢自分が何 のた

そこで,性教育の基礎である ｢
人間の生 き方 ｣

めに どの よ うに生 きるのか｣｢この時は ど うし

にかかわる性 の様 々な側面や背景 を,中学校 を

た らよいのか｣ な どを判断 した り行動 してい く

卒業す る前 にも う一度見つめ させ考 えさせ てお

ときの条件 にな っていきます｡すなわち,人間

く必要性 を感 じて,学級指導 を行 いま した｡

の性 は人格 の中心で もあるので性教育は ごく狭

以下は,指導案の概要 です｡

い意味で とらえるのではな く,人間の生 き方に

①題材 ｢
性教育 ｣

かかわる性 の様 々な側面やその背景 を とらえた

②指導 目標

幅広 い性 の概念 に基づ く教育でなけれ ばな りま

人間の性 を, 自然 に豊かに受 け とめる心情 を

せ ん｡ その学習の中で性の生理的な知識 を学ん

養 うとともに,男女が価値 あ る人間関係 を築 く

だ り,性 に関す る社会的な規範 を学ぶ場 と して

よ うに させ る｡

も重要な機会 となってきてお ります｡

③ 指導計画

性 同一性障害｣ の課題 が学校現場 の
最近 ,｢

第 1次 :人間 と性 のかかわ り (
本時)

中に も浮上 して きま した｡ 子 どもの 中に存在 し

第 2次 :生命の連続性 ,性役割

ても不思議 ではあ りません｡教員は,性教育に

第 3次 :性非行,性 の病気

おいて も新 たな知識 と認識 を持 って 自信 に裏付

④本時の 目標

け られた指導に臨む必要があ ります｡

中学生期 の特徴 を知 るとともに,性 について
の学習が人格形成 に とって非 常に重要 であるこ

(
2)
学級指導で取 り扱 って

とを理解 させ る｡

私が中学 3年生の学級担任の とき,学級 内で
｢
性教育｣についての意識調査 を行 った ところ,

⑤ 指導内容
｢
人が ら｣

ア

子 どもたちのほ とん どが単に人間の性 の生理的

･人が らは作 られ るもの

な知識を教わることだ と思い込んでお りま した｡

(
人間の基本 的 な行動様 式は育 った環境や

性 ｣ とい う言葉 その ものが ｢いや ら
そ して,｢

学習によって形成 され ることを知 る)

しい｣ とい う含み を持 つ極 めて性器 を想像 させ
るもので した｡ 中学生にな り ｢
性教育｣の授業

･性 と人が ら
イ

は発達段階 (
学年別カ リキュラム) に応 じてす
でに行われ ていますが,学級 には幼児性 を色濃

｢
人間の一生 と性 ｣
･シャイ ンフェル トの7つの段階説

り

く残 した少年 と,まだ中学生なの ?と思わせ る

｢
異性 との人間関係 ｣
･好 き嫌 いの感情

青年 が混在 してお り,教育成果 に もおお きなバ

･性欲の発現

ラツキがあるとい う印象があ ります｡ しか し,

･1対 1と一つがい

｢
性教育｣の内容 その ものが正 しく理解 されず

･性の特質

定着 しない理 由の一つに, この年齢 の子 どもた
ちは急速 に向上す る体位 とともに性成熟度 も発
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のではないか｣ との危快 を指摘 され ま した｡実

ま とめ

際の授業で ｢
教材 の与 えっぱな し,見せ っぱな

⑥評価

し｣はあ りませんが,その よ うな危快 を抱 く親

性 についての学習が,人格形成 に とって非常

がいれば教師は意識 してそれ を払拭す るための
配慮 を加 えた授業 を しなけれ ばな りません｡視

に重要 であるこ とを理解 できたか｡

聴覚教材の選定理 由,授 業のね らい,期待 され

⑦授業 を終 えて‑生徒 との雑談の 中か ら
･男女 で悩みが違 うと思 うか ら,性教育は

る効果等 を明確 に し,適切 な質問 ･助言 を行 う

男女別 々にや って欲 しい｡ 先生 を交 えて

ことで子 どもたちの授業‑の関心が高め られ て

分か らないことや知 りたい ことを教 え合

い くことを実際 に保護者 に示せ ば,理解 され る

うといい｡私は,男女の付 き合い方をもっ

で しょ う｡
特 に,思春期の子 どもへの性教育はやや もす

と知 りたい｡
･普段 ,男の子 とか女の子 とか意識 してい

る と単に興味 と関心のみ を育 てて しま う危険性

ないで話 していたのに,体の違 いな どを

があ ります｡専門性 が要求 され , よ り感動的な

勉強す る と何 とな く恥ずか しい し意識 し

授業 を行 うには,専門家 の手 に よる良質 な教材
を活用す る必要性は極 めて大 きい と思われます｡

て しま う｡
･もっ といや らしいことを勉強す るのか と
思 っていたけれ ど,全然違 った｡雑誌 に

また,その過程 を通 じて教 え る側 の専門性 も向
上 してい くもの と期待 され ます｡

でているよ うな言葉の意味 を教 えて欲 し

次に,視聴覚教材 を活用 して ｢
受胎｣ を科

い｡ 例えば ｢
避 妊 ｣｢
性病 ｣｢中絶 ｣｢
s

的に捉 え,いのちの教育 を 3年生の授業 で扱 い

EX｣な ど｡

ま した｡ 以下は,授業及 び授 業後の生徒 の感想

･｢堕 ろす｣ とい う言葉 の意味 は分 か るけ

学

をま とめた ものです｡
①授業のね らい ｢
生命の尊 さを知 る｣

ど実際は どうや るのか｡
･人間の生 きがい も ｢
性教育｣に入 るのか｡

②教材 ‑NHK放 映 ｢
受胎 の神秘 ｣

･男子 に とっての女 子の存在 を知 りたい｡

③教材 を選んだ理 由

雑談は,授業 の後延 々 と続 きま した｡私は時

受胎 その ものが新鮮 な内容 で描 かれ て

ア

お り,生命の尊 さを学習す る うえで最適

折 ｢
親や先生が,中学生の男女の結びつ きにつ

な材料 とな る

いて嫌がった り叱 った り心配 した りす るのはな
ぜか｣ と問いか けなが ら雑 談に加 わ り, f
･
ども
たちの クール ダ ウンを図 りま したO

本教材 は特 に優れた撮影技術 が駆使 さ

イ

れ てお り,かつ隠 され た 世界が美 しく拡
大 され印象的に描 かれ ている

(
3)
視聴覚教材 を活用 した ｢
性教育 ｣

り 受胎 までの過程 ,及 び胎児が成長 して
い く過程 が神秘的に, また正確 に表現 さ

視聴覚教材は,鮮明なカ ラー画像 で正確 な知
識 が得 られ る等 の利点が あ り教 育効果 は極 め

れ,解説 も感動的で単 なる性器教育に堕

て高い ものです｡ しか し,ある面では一方通行

す ることな く,生命の尊 さを重視 した内

的 であ り,子 どもた ちに とっては受動的姿勢

容は中学生にも分か りやす く教材 と して

のため 自ら考 えるとい う態度 を低下 させ る傾 向

非常に優れ てい る｡
④授業の流れ

があ ります｡ か つて視聴覚機器 を授 業に導入
す ることを保護 者 に説 明 した とき,｢
個 の進度

ア

点,生命の尊 さの解説

差 に即応 で きないのではないか｣ ｢
見せ っぱな
しの授業では,教師 との心の交流 は生 まれ ない
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性の逸脱行為.予防の視 点で

ま とめ ‑担任 の助言,生徒 の感想

性非行 は,妊娠 の問題や性病 に感染 している

⑤ 生徒の感想か ら
･た くさんの精子の中で受精す るのはたっ

ことも心配 され ますので,指導 に当たっては心

た一つであること. その一番優秀 な もの

の指導 とあわせ て身体面の指導が不可欠 にな り

が 自分であるとい うこと｡

ます｡指導者 も,女性 の立場か ら相談がで きる

･受精 した ときに卵子が ぐるぐる回 り出 し

よ うに,学校 では女教師や養護教諭 な どの人的

た｡ まるで喜んで踊 っているよ うだった｡

配慮 も必要です｡ また,相手のあることなので

･精子 と卵子の受精 が人間の初 めだ とい う

事後の処理や心のケアのために,県警察木部の

ことが分 かった｡受精が遊び半分であっ

少年相談 ･保護セ ンターに相談す ることもよい

てはいけない と感 じた｡

で しょう｡
性 の逸脱行為は,子 どもたちの中では窃盗や

･体内で赤 ちゃんは体を動か し,呼吸 を し

暴行 と違 って ｢
誰 に も迷惑 をかけていない｣ と

ている｡ 呼吸音が聞 こえた｡
･不純 な交際 を しない｡ 明 るい太陽の下で

い う幼稚 な考 えか ら罪悪感 があ りませ ん｡ それ
どころか,男性 にちや ほや され るの を錯覚 して

の交際が望 ま しい｡
･自分 が生 きている とい うことは,何億分

自分 は異性 に もてるのだ と自慢す る子 もいるほ

の‑の確 率で生 まれ てきたのだか ら,命

どです｡ かつて中学 3年の女子生徒が 2人 で,

を大切 に し助 け合 って生 きていきたい｡

どち らが異性 に もて るか話 し合 っていま した

･大切 な命 を, 自殺 ･中絶 な どで失 うよ う

｡

そ こにたまた ま私が通 りかか ったので,彼 女等
は私 に も聞かせ た くて大 きな声 で話 し始めたの

な ことを してはいけない｡
･長 い間お 母さんのお腹の中で育 ってや っ

です｡話 しの内容は,週に何回異性 と関係 を持 っ

と生 まれ るのだか ら,大切 に したい｡

ているか とい う,卑綴な もので した｡ 内心驚い

･ 生命 は続 いているものであって 自分一

て詳 しく聞 くと,す でに病 気の心配があ りま し

人のものではない｡ 自分 も先祖から繋がっ

た｡早速保護者の一人 を呼 んで話 しをす る と,

てい る命なんだ｡

僅親 はす ぐには子 どもの行動が理解 ができずに

･自分 と しての生 き甲斐 を見つけて,それ

｢了･
どもの ことは母親 の私 が一番 よ く知 ってい
｣ とい う例の言葉が
る｡ うちの子に限 って ･･ ･

に向か って精一杯生 きていきたい｡
一番心 に枝 った こ
生徒の感想 につ いては ,｢
と｣｢
意外だ った こと｣｢
だいたい知 っていた こ

してお り,帰宅 はいつ も夜 の 11時頃になるそ う

特 に感動 した こと｣｢これか らの 自分 ｣ な
と｣｢

です｡ ｢
いつ も,テ レビを見なが ら私の帰 りを

どテーマを t
j
･
えて話合 いを しま した.生徒 は,

待 ってい る子 なんです｣ と話 します｡ 中学生の

映像の美 しさと初めて見 る体内の仕組み,受精

11
時は,夜遊び を して も十分 に帰宅できる時間

の神秘的な光見に驚 き,胎児の成長 に感動 した

帯だ とい うことを親 は理解 していなか ったので

よ うです｡ そ して素 直 に 『自分 ってす ごい』

す｡子 どもが親の帰宅 を待 っていれ ばず っと家

『命 って尊 い もの』『生 きるって素晴 ら しい』

にいるもの と思 い込み,反抗 しなけれ ば素直な

『命 を遊び半分 に扱 ってはいけない』 とい う感

よい子だ と思 う, この親 もそ う思 っていた よ う

想 を言葉 に しま した｡ 専門家の手に よる良質 な

で した. も う一人の親 は ｢
私 も昔はヤ ンキーで

教材 を活用す る授業効果 を,改めて感 じた授業

したか ら｣ と,子 どもの行動 に対 して物 わか り

で した｡

の よい親 を演 じてお りま した｡ その後 ,学級担
任や養護教諭 とともに保護者や関係機 関 と協力
して子 どもの立ち直 りを支援 したのですが,演
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夫婦の性意識 が常識的な ものであれ ば,子 ども

に登場 し,単に男女の身体的 な機能や性行動の

がいかなる環境 に陥 った と しても,その子の立

意味ではな く ｢
生 き方 の教育 ｣｢
人 間教育｣ と

ち直 りは予想 を超 える成果が期待 され るとい う

い う方 向性 をもって用い られ ることにな りま し

ことを感 じま した｡ いづれ に して も,子 どもは

た｡ その後, これ までの中学校 の保健 の分野か

幼児期 か ら親 (
特 に母親)の影響 を受 けて,女

ら全教科 ･領域 において組織 的 ･計画的に取 り

性 と しての生 き方や生命 の尊重,人間 としての

扱 う内容 とな り,その教育の対象 は小学校 まで

モ ラル の重要性 な どを身に付 けてきた とい う長

拡大 します｡

い歴 史があることを認 めなければな らない と感

しか し,世間一般 には性教 育 を学校 で行 うこ
性指導 は家
とについて ｢
寝 た子 を起 こす な｣｢

じさせ られま した｡

庭 の問題 である｣ な どとの意識 が根強 く,教員

①性教育の質的向上 と努力の方向性
･教育課程 に位置づけて,系統的に性教育

の中に も ｢
性教育は大切だ｣ とす る総論 は賛成
担 当す るのは教員 ではな く専 門の
であ るが ,｢

を行 う
･体験学習 を取入れ,男女の役割,思いや
りな どを実践的に学ばせ る

先生が指導 して欲 しい｣ とい う各論反対 に近 い
無n
r
I
;
任 な雰囲気が蔓延 してお りま した.それは,

･情報モ ラル を指導す る

｢
性 ｣ に触れ るこ とが タブー視 され て きた長 い

･エイズ教育 を行 う

歴 史のなかで,学校 の場 で取 り上げること‑の

･必要 に応 じて個別指導 を行 う

戸 惑 いや 不安 , また ｢
男子 ｣ ‑ の指 導 に比 し

② 家庭 (
保護者)への協力 ･啓発

｢
女子｣‑の指導 を行 うこ との難 しさや 苦手意

･モバイル を媒介に した性 の逸脱行動 な ど

識 が加わった もの と考 え られ ます｡

0
年前後か ら急速 に ｢
女子非行｣が増加
昭和6

の情報 を提供す る (
保護者会 な どで啓発
す る)

し,教員 も女子生徒‑の指導が苦手だなどと言っ

･母親 は次代 の女性 のモデル であ り,その
役割 は重要 であることを発信す る

てい られ な くな りま した｡ さらに平成 に入 る と
｢
ェイズ｣ 問題 が浮上 し,性 教育 の早急 な る充

･学校が行 う ｢
性教育｣の内容 を保護者 に

実が不可欠 となってきま した｡ また, この頃か
ら異性 への接触欲,いわゆる さわ りたい ･抱 き

も提 供 し,理解 して もら う
･問題行動 を起 こす子 どもの親 の相談 ･支
援 を行 う

しめたい等 と思 う気持 ちが これ までは圧倒 的に
男子に強 く現れていたのが,個人差 はあ ります
が女子に も見 られ るよ うにな りま した｡ 以前は

③地域社会への期待
･好 ま しくない環境地区の浄化 を図 る

女子 は接近欲,いわゆる一緒 にいたい ･二人だ

･安全で安心な地域 をつ くる運動への推進

けで話 を したい等 と思 う気持 ちで止 まっていた

･暗が りや危険な箇所の改善 を図 る

ものが,大 きく変化 した ことが感 じられ ます｡
この ことは今 の ところ女子生徒 の一部の者 に

･学校 とともに児童生徒の健全育成 に尽力

見 られ る傾向ではあ りますが,集 団になると臆
面 もな く ｢
性交｣ を話題 に し,その集 団のメン

5 まとめ

バーの中には ｢
性病｣ を心配 して相談に来た こ

学校 にお け る性 教育 は, 昭和 20‑ 30年 代 は
｢
純潔教育｣ とい う言葉が使用 され ていま した｡

とか らも,実態は私たちの想像 を超 えた もので
あることを察す ることができます｡

現在用 い られ てい る ｢
性教育｣ と同意義 と考 え

さらに近年,携帯電話の普及 で性 に対す る考

て大 きな差異はない と思われ ます｡昭和40年代

え方その ものが様変 わ りして きま した｡ ｢
愛が

になると ｢
性教育｣ と言 う用語が学校教育の中

あれば,性交までいってもか まわない｣ とな ど

‑6
8‑

J
t
‑
̲
徒指導上 の今 日的諜越 とその対応

と ｢
愛｣で歯止 めのあった若者 も今 は昔,出会

びかか って息子 を撲 ちなが ら ｢
何 て ことを した

い系サイ トで知 り合 った不特定の相手 と売 ･買

の,取 り返 しのつかない ことを して｡ いっそあ

春が行われ るよ うにな り,性 を快楽 の道具 と し

なたを殺 して私 も死 にたい｣ と言 いなが ら泣 き

て或 いは商品 と して考 える若者が激増 していま

崩れ ま した｡少 し遅れ て も う一人の生徒 が戻 っ

す｡ 善かれ悪 しかれ科学の発達 は この分野にも

てきた とき,その生徒 の母親 は ｢
まだ小 さいか

及び,お となが知恵 を絞 って出会い系や有害情

ら,その うち忘れ るわ よ｣ と息子 にそっと咳 き

報 を遮断 しても激流 を止 めることはできず,非

ま した.後者 の母親 の言葉 の真意 を, 私はその

出会 い系のなかか ら同 じよ うな 目的 を持 った内

時尋ね ることも しませんで したが ･･｡その後,

容のサイ トが生まれ,いたちごっこの状態です｡

二人の生徒の行動に大 きな差異が出てきま した｡

子 どもた ちは ｢
学校 裏 サイ ト｣ や ｢プ ロフ

子 どもは親 の影響 を受 けなが ら,成長 してい く

(
プ ロフィール)｣に群が り,そ こで発信 され る

ものです｡ したが って,親 に寄 り添い共に子 ど

わいせつ情報や刺激的な情報が飛 び交 う環境の

もを育てることができる教師 が必要 なのです｡

中にそのまま放 り出 されているのが実態だ と思

特 にモバイル を媒介 に したあ らゆる犯罪が社

われ ます｡ ｢
イ ンターネ ッ トナ ンバ被害｣ とい

会 問題 となってい る現在 ,学校教育のなかでの

う言葉 が生 まれ ているよ うに,そ こは危険が満

組織的な努力 は,生徒が性犯罪や性被害にかか

載 され てい るのです｡ そ して,犯罪 にまで発展

わ ることを防 ぐ最 も効果的な手だてでもあ りま

す るケー ス もます ます増加す ることは誰の 目に

す｡ 学校 は,社会全体 に対 しこれ らを積極的に

も明 らかです｡

発信する極めて重要な役割 をも担っていると思っ

この 目ま ぐる しく変化す る社会環境のなかで,

ています｡

｢
性｣についての教育は学校 が行 った方が よい,
いや家庭教育の問題 だ,社会教育がや るべきだ,
いや これ らの教育力は著 しく低下 している現状
を課題 にすべ LH‑等,言葉だけの争いの時 は
既 に去 ったのではないで しょ うか｡ そ うでなけ
れ ば学校が時代 の推移 に取 り残 され て,ますま
す指導が後手 に回って しまいます｡ まずは子 ど
もた ちの置かれ ている環境や実態 を一番知 って
いる学校 が実状に合わせた指導を行 うとともに,
家庭や地域社会‑ も実態 を発信 して,関係者が
協働 で子 どもの健全育成 に努め,彼等が人間的
な生 き方 を学ぶ ことができるよ うに支援す るこ
とが重要 なのではないで しょうか｡
かつて,中学 3年生の男子生徒 2人が小学 2
年生の女児 を強姦 した事件があ りま した｡女児
は出血がひ どく, 3日間入院を したそ うです｡
男子生徒 は逮捕 されて督舞で取 り調べを受 けて
いま したが

,

学校 にひ とまず返 され るとの こと

で,私は該 当生 徒の保護者 といっ しょに学校 で
待機 してい ま した｡やがて一人の生徒が現れた
とき,その母親 は 自分の息子の姿 を見 るな り飛
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