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Abstract

Thepurposeofthisstudywastodescribeandexplainin-servicehealtheducationteachers'

experienccsaboutteachingsexualityeducationtostudentsatsecondaryschoolsmKantoregions,

Japan.Thisstudyusedadescriptivequahtativeresearchmethod,usingin･depthinterviewswithin

positioningtheoryblnthisstudyjsemi-structuredinterviewswereconductedbetweenFebruaryand

June2020.Participantswerefivehealthandphysicaleducationteacherswhotaughtsexuality

educationatsecondaryschools.Thedatawereanalyzedusingaconstantcomparativeanalysis

method.Threethemeswerepresent: I・ chanengingexperiencesinteachingsexualityeducation,n

meetmgdiversestudents'needsinsexualityeducationandimportanceofprofessionaldevelopment,

andⅢ、 ingenuityofinstructionthattakesadvantageofonlinelessons. Inordertoimproveand

enhancethequalityofsexualityeducationinthefilture,Japanesehealtheducationteachersshould

betrainedtocreatepositiveacademicandsocialrelationshipsbyexchangingopimonswithstudents.

l)筑波大学大学院人間総合科学研究科2)筑波大学体育系
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I .緒言 を目的とする。

ポジショニング理論とは、社会的構成主義の考え

方による「立場づけ」の概念を説明する理論である

'3)。ポジショニングとは、相互作用的なかかわりを

会話の視点から分析するものである14)。 Daviesand

Harrel5)によれば、自分自身が特定のポジションにあ

ると認識した際には、必然的にそのポジションの視

点から世界を見ていると述べている。また､JOnes 16)

は、教師が性に関する内容について教える際には、

子供のポジショニングとは対照的、あるいは子供の

ポジショニングに合わせて、教師自身の気質を分析

し、反映することが重要であると指摘している。 さ

らに、信念や思考、判断といったポジションは、教

師のこれまでの経験等から影響を受けるものであり、

教師の教育に関する行為に影響を与える17)ことも報

告されている。これらのことから、ポジショニング

理論を用いて教師のポジションを明らかにすること

は、教師が性に関する指導をよりよく実践する方略

について検討するための一つの方法であると言える。

世界的にみて､若年女性を中心とした妊娠中絶や、

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)を含む性感染症の健康

課題が重大な社会問題の一つとなっている中で、学

校における性に関する指導の役割は非常に重要と言

える。性に関する指導を行う上では、児童生徒に大

きな影響を及ぼす教師が、性に関する指導に対して

肯定的な意識および指導の自信を持つ必要があるこ

とが指摘されている】)。他方で、性に関する指導に

ついて、小学校などの早期から実施することについ

ての是非2)や、性に関する内容をタブー視する文化

的規範が存在することも指摘されており 3)、性に関

する指導を実施することの難しさも存在することは

事実である。

そうした中で我が国においては、学校の教育課程

において性に関する指導が位置付けられており ’)、

児童生徒の心身の調和的発達を重視し5)、人格の完

成や豊かな人間形成を目指して6)実践されている。

また野津7)は、性に関して様々な問題や多様な価値

観がみられる中で、子供が自分自身を大切にする価

値観と正しい知識に基づいて、主体的に思考・判断

し、適切に行動できる能力を育てることを目標とし

て、性に関する指導を行うことが重要であると述べ

ている｡さらに､我が国の性に関する指導の目的は、

性の生理的・解剖学的側面についてだけでなく、ジ

ェンダー、人間関係の心理的・社会的側面を含む教

育内容を提供することにあることとも言われている
8）

□

しかしながら、学校における性に関する指導の内

容は、保守的な教師や保護者によって制限されてい

る9)という指摘が見られることや、授業で使用する

教材が十分でない等の課題もある10)。また、保健体

育科教師は性に関する指導を実施するにあたって準

備が十分ではないこと、現職研修の機会が少ないこ

となどが指摘されている，')。

このような性に関する指導にみられる課題に対し

て、本研究ではポジショニング理論12)に着目し、指

導する教師の「ポジショニング」 、すなわち教師は

自分自身をどのように位置づけ、どのような立場で

指導しているかについての特徴と課題を見出し、性

に関する指導の改善、充実に向けた示唆を得ること

Ⅱ、研究方法

1．調査の対象および方法

本研究では、複雑な社会的現象を理解することに

適したインタビューアプローチ18)を用いた記述的質

的研究デザインを採用し、保健体育科教師を対象に

半構造化インタビューを行った。

対象は、中学校または高等学校に勤務する保健体

育科耕而5名を対象とした（表l) 。対象の選定に

あたっては、性に関する指導を含む保健の授業や体

育の授業において、より高い専門性を有する教師を

対象とするため、専修免許状を有し、かつ出身の大

学または大学院において保健体育科教育学の視点か

ら研究活動を行った経験を有する者とした。選定基

準に基づいて調査の協力を依頼し、そのうち同意の

得られた者に対して、研究の目的および内容、倫理

面への配慮について文書にて説明し、インフォーム

ドコンセントを得た。我が国の性に関する指導は学

習指導要領に基づいて実践されており、中学校と高

等学校の学習内容には系統性および関連性があるこ

とから、本研究では中学校と高等学校の両方の保健

体育科教師を対象とした｡調査時期は2020年2月～
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表1 ：対象者の属性
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中学校教諭（保侭体育）専修免許状

高等学校教諭（保健体育）専修免許状
高等学校 担当している 東京40

l
1

中学校教輪（保健体育）専修免許状

高等学校教諭（保健体育）専修免許状
中学校 担当している 茨城29

’ l東京
中学校教諭（保健体育）専修免許状

高等学校教諭（保健体育）専修免許状
高等学校 担当している31

中学校教諭（保鍵体育）一穂免許状

高等学校教諭（保鍵体育）専修免許状

中学校教諭（保健）一種免許状

高等学校教諭（保健）専修免許状

高等学校 男性 39年 担当している 茨城， 59

小学校教號一種免許状

中学校教諭（保侭体育）専修免許状

高等学校教諭（保侭体育）専修免許状

中学校 神奈川男性 11年 担当しているE 33

6月に、対象者それぞれに対して個別に面接を行っ

た。

調査は、質的研究を専門とする研究者1名および

学校保健学の分野における研究を専門とする研究者

1名の計2名で実施した。

調査内容については、ポジショニング理論を用い

て実施された先行研究｣9) 20)での質問項目を参考と

して､性に関する指導に関して作成した14の質問項

目から構成したインタビューガイドに基づき、対象

者の性に関する指導の実践の経験や意識について尋

ねた。具体的には、 「性に関する指導に対して、肯定

的な考えを持っていますか、あるいは否定的な考え

を持っていますか。それはなぜです力も｣、 「性に関す

る指導を実践する際に、気を付けていることはあり

ますか｡｣、 「性に関する指導の内容について、どのよ

うな意見を持っていますか｡｣、｢性に関する指導を実

践する際に、他の教職員に相談したことはあります

か｡｣、｢インクルーシブな性に関する指導について考

えたことはありますか｡｣、 「性に関する指導は、どの

ような指導方法が効果的だと思います力も｣、｢性に関

する指導について、どのような教師教育プログラム

が必要だと思いますか｡｣、 「性に関する指導は､今後

どのように変化していくべきだと思いますか， ある

いは変化していくべきではないと思いますか。それ

はなぜですか｡」などであった。面接の内容は、対象

者の承諾を得た上で録音し、 トランスクリプトを作

成した｡面接時間は1名あたり約60-90分であった。

また､メールによるフオローアップインタビューを、

インタビューデータについての補足や説明、解説が

必要となった場合に用いた21)o

なお、本調査は、筑波大学体育系研究倫理委員会

の承認を得て実施された(課題番号:体019-116､令

和元年12月17日)。

2．データ分析

データの分析にあたっては、ポジショニング理論

を用いたSatoらi9) 20)の方法を参考とした。すなわ

ち本分析プロセスは、データの分析結果を比較しな

がら解釈を行う継続的比較法によって行われた。具

体的には、質的研究を専門とする研究者1名および

学校保健学の分野における研究を専門とする研究者

1名の計2名それぞれが、各対象者の言語データの

中で意味を持つと考えられる部分を抜き出し、コー

ド化を行い、その相違点や共通点を比較するという

作業を、合意に達するまで繰り返し行った。本調査

から得られた言語データにおいて、主要な用語とし

て、例えば、性感染症、性に関する指導、年齢や発

達に応じた適切な行動、学習、スキルといったコー

ドが、用語の組み合わせ（例：身体、身体構造等）

につながっているかどうかを検討した。データを比

較する過程で､コードを仮のカテゴリーに振り分け、

内容を繰り返し検討したものを、 “テーマ”としてカ

テゴリー化し、再分類した22)。

本方法の信頼性については、メンバーチェッキン

グとビア・デブリーフイングによって確認された。

メンバーチェッキングとビア･デブリーフイングは、
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データの相対的な正確さを判断する目的で行われる

ものである23)。

メンバーチェッキングを行うことによって、主観

的なバイアスの影響を減らす21)ことができることが

指摘されている。そこで、インタビューのトランス

クリプトと比較検討の中で抽出されたテーマを各対

象者に郵送し、 トランスクリプトおよび研究者によ

るテーマの解釈が正確であるかを確認した23)。

また、ビア・デブリーフィングとは、専門の知識

を持つ仲間に自分の考えを話し、 自身の心の中にあ

る暗黙的な側面を探ることを目的としている24)。本

研究においては、質的研究の経験のある1名の大学

院生によって行われ、データの解釈が正確であるか

どうかを判断した。

葵て顎遠で'''1のかってし､うごと"j正道あり講究，’

“さわりの知識輝議定ること鍼できると思うんで

すﾉﾅさ､も、〃之賦避妊のﾉ霊具でコント争－ムだった

クベンサクーだった〃と?ﾉﾚであったりどかつてし}ク

蜘謝星溜ﾌ?贈ばできると憩うんで訂がzと､､も、 ‐瀞zら

か"と甑列､ク餐罰zｸjあって種切に億静するかと‘､うと

ころ美て識走ること"j>fzう､索かできてi, 'ましも難し

いところで丈”

‘挫溌青と‘)クごと窓辨に授業でこう'1クご

と岳してみましょうみた↓'宏もの/試正蘆難“}とこ

ろ"jあり美し意少しお躯す〉かし‘'話まふでまオペ

盤を溌冴としてしっかりとした形て電競ってし}クの

か宏か嶺かできでﾙ'ま''んでｦEZjミただ茸分の蕊雷

意識として葱とでも必要定法と,思うご凸も多々あり

美沈人との鰯燕て薫あったり、男女の関わりとか

そういったところも興嫌"j出てくる苧ffでもあり講

すの窓ぞの,点も鐵遠で'}きたし'と‘､クどころもあ

りま沈”

‘勇子生尭にば麓汐j藪堆でとか、女子生錯にば女

姓の姑生ﾉｼj識ﾉをでとかつてし､クどころもあるの承

じゃあそれをとめﾉﾌﾞ箔r藍で砦の差生に痘絹り)する〃も

蕊謹識諭の先生にｱﾒｯﾐ了ズを求めたりしたんです

ノガzと､も、男女現/に攪篝をやるのかとし､うことにつ

し､て~ばﾉまかﾉ韓灸離し'1で裁抱,”

“イブ・ライベーメン戦－．ﾝ蜜と7こつ‘､での説騨をし

た僻の生従"ｸ反芯蔵どぅだったかとし､う賃7鰯ご対し

てﾉやっぱり獄にかんだ､〃とか…(擬鍔岳したの/苫とノ

男子生繕だ〃だったんですﾉﾌど；フライベーメソと‐

ンの話する前7ご、好き左子とかいるの？とかそう‘’

クどころから話したんですヶと､〈やばり女の子の話

と蜜ると,毎家甥もあるかもしれ泰↓'でず/ﾌれど．も、

やっぱり言↓,づらそクと‘､うどころ鍼あり美すい。

そ”}ク話をしてい''のかと‘}ク燭み感ある。僕と

〃】うよりば生徒たちがこんﾉま話していいのかまとか、

これ塊ずｼかしいのかまっていうところもあると思う

ので･ ･も,’

教師cは性に関する指導を行うにあたり、妊娠等

の自分自身で経験し得ない内容を指導することにつ

いて課題を感じ、改善に向けての方略について困難

さを感じていたとも述べていた。

また、教師Aにおいて、以下のようなコードが見

られた。

Ⅲ、結果

データ分析の結果、 3つの主要なテーマが見いだ

された。すなわち、テーマI :性に関する指導を行

う困難さ､テーマⅡ:生徒の多様性を踏まえた配慮、

テーマⅢ：オンライン型授業の長所を生かした指導

の工夫であった。

なお、以下の結果の記載については、ポジショニ

ング理論を用いて分析されたSatoら20)21)の方法に

従って、テーマごとにそれぞれの代表的なコードを

提示しながら記述した。

テーマI :性に関する指導を行う困難さ

本対象者全員が、性に関する指導の意義について

理解しており、また性に関する指導に対して肯定的

な意識を有していた。 しかしながら、性に関する指

導を行う際に困難さを感じた経験があると述べてい

た○具体的には、我が国の文化的背景における身体

的なスキンシップについて、男女間の相互の関係性

等について等であった。撫而B， C、 Dにおいては、

性に関する事実に基づく情報は、それ自体がセンシ

ティブな事柄であり、独特な要素を持ち、複雑かつ

特別な意味合いがあると考えていた。そのため、性

に関する内容を教えるためには、教師は特別なスキ

ルを持つ必要があることとともに、性に関する指導

を行うことに困難さを感じると述べていた｡例えば、

教師cにおいて以下のようなコードが見られた。

‘挺筋xまあると‘､うか、難しさですね，洵苦どご
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底わるように鋳鋼分撞達して'1たつも〃て蔚ばあ〃藍

沈打ち合､わせをしこ”

他にも、沸而Aや教師Dにおいて以下のようなコ

ードが見られた。

麓"j溌勿/ごやってた畔/ご、窟ば女姓電しかも

女ｿ壁のﾒ戦ｸことどかあ雲り抵紡ま､く言ってし藍うと

男子がこっち見凌'､でくれみたし､漁. .。 ノ衣当にそれ

こそ､鍔わった農/こ、偽の攪業葱マジ；老ク/､ラで

すよ、先生yとかって. .。それ種rどう？みたいま

ことを潅兎"こ〃かまﾚ}でく'〃って､そ労九す』､ ／すこﾞ

〃嫌だわたJとかを言われたりたを〃もあと砿本

当に〃も知らまい子か､ ／発生、勤起って〃です>クリ

って…みん宏か．もク…シーンみたい左..s抄ｵj､5分

にも感じるぐらし'のzｸ畷鯵た’噸. .。”椴師〃

“どの辮美で‘,くと生維も男として夢ま“お

っちゃんとして象で'1るわ岐男として､みて7ならば；

秘す当かしぐで言乏泰蝿盤に鱒して符に典”織師

〃

このように、性に関する指導においては教師の性

別属性に関するポジションが、生徒の恥ずかしさと

関連しているとの考えもうかがわれた。

“(飴と爵する搭導Zｸ第撫こつし}てﾉ自分ｼﾂ卿ずか

“'と,思っていると、みん左それを児ですご．↓恥ず

かしいと,患っちゃうとし'うのを農から言わ＃z窓こ

つちぱ一生懸命顔残ってるけと､､ま/こかを言って識

か‘すごく焦っている顔とか、自然γごごう、君もまだ

者労』ったんで． ,b”

穂/或濁ﾉ(的/ごはやっぱり裁師z｝瞥分の淫と向

き合うよク懇…そうし}う涯溌zjj職し｝ﾉ(か多l, 1と思う

んですよ。誌毎濯ぐたちも日ﾉ衣の盤裁青芝受けて青っ

ているの頑猪渇ば自分と向き合うとし}うと=ろが

一番鋸菰施あるか左と,齢咳究自分を犬募にする

と刀もだからそれを義飯’j百分でできていまいと、

それ/墓教ﾝをられま‘噛っていうのばすご､く感じて↓、

ろので. .。やっぱり擬師こそ、その罰分を自分でち

ゃんと向き合っ蓬それを堂琵/ご話さまくでも、そ

れを縁之でと‘}クガ児せていﾉﾌるよう讃のが‘1ｹ'ん

じゃま'1か宏と,患‘'ま丈”

教師Aは、性に関する指導を実施する際、教師自

身が自分の性と向き合うことが重要であると考えて

いた。

また、教師や生徒の’性閉ll属性についてのポジショ

ンに関するコードが見られた。例えば、教師Bにお

いては、養護教諭とティーム・ティーチングを行っ

た際に、教師の‘脇ﾘの違いによって、生徒の性に関

する内容の受け取り方が異なったと感じていた。具

体的なコードは以下の通りである。

‘首分ｼﾂjやりたいごとも缶ﾉをたし。あとぱ女盤の

方ﾌｼﾙ'たのです-ごくあり"jたくてる認"j"C英童を、

その女姓"ｸ装生と同じ文章差爾読/だとしても、子鮮

たち一ﾉ(三ﾉ(の鰐ﾉを方って31人‘'たら”遁〃ある

と｡女荏の方〉ﾂj､し､でくれたことば自分に/野Z砿くてB

あとは巻き超んでたのば養護裁諭なｿf/ですﾉﾅと．・も、

察建議青教師って'､クヶメー塊やっぱ"男女ﾌｼ恥、

て、でも毒穰鐙薙静ってまると雲た_立蕩zjj遮うじや索

‘'です〉ｼも湊あ、女盤だ､つたんですけど､壷藍蕊灘瀞

鍵ぞぅするとまんか、麺鍼こうし､クニュア.ﾝズで

言ってるんだﾝﾌ畠子巽たちからしたら全くちがク

ニュア.ﾝズて電絶之でし藍クごと、蕊蝿騨'されてし妻

うこと"jあるのが一番ｿ墜溌青"筋し､とごろてZだ〃』

らごそ女控の先生もこう‘}うこと、同じ内容を言っ

てるよれっ輻溺も同じごと言ってるよれ、たｳから

全然菱>まごとじゃまいんだわてﾚ,うごとが聯ｸに

テーマⅡ：生徒の多様性を踏まえた配慮

本対象者は、性に関する指導を行う際に生徒の多

様性への対応に課題を感じたことを述べていた。 こ

れに関し、教師Aにおいては、生徒が性に関する話

題を安心して話せるようなコミュニケーションの取

り方を意識した個別指導を行っていた。また、教師

Dにおいては、経済的な問題を抱えた生徒に多く対

応しており、その中には性に関する過去の行動や、

人生の選択を後悔している等、精神的に傷ついてい

る者もいると述べていた。そして、個人に対して性

に関する内容を教えることは重要であるが、生徒の

文化的、社会的、経済的背景を理解し、安全な性に

関する指導についてのさまざまな選択肢を見つける

べきだと語った。具体的なコードとしては以下であ

る。

‘学授”差生と生錨節ワコミュニケーらﾝョ.ﾝか､と

れで"｝て宿繩鞭zﾅj宏‘｝こと/ご越生諾鍼毒わ左‘'子

"j多し､じゃまﾚ,でず労もそして先生の顔逹見て'､る

じやまいですﾌｼもだから拝/ご敵翫ｸ先生の鍔合にぼ

淫裁罰こ鰯わらず塗錯と‘､つば'1話をしてる”
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身の指導が男性や女性といった性やアイデンティテ

ィーについて学ぶ初めての機会となることに気付い

たと語った。同時に、 自身は、生徒の性に関する興

味や関心、理解に大きな影響を与えるポジションに

いる、 と考えていた。そこで、全ての生徒に社会的

なインクルーシブ学習の環境をつくるために、生徒

の保護者に対して性に関する授業や活動を行うこと

についてコミュニケーションを取るといった工夫を

行っていた。

テーマⅢ：オンライン型授業の長所を生かした指導

の工夫

本対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、授業形態を急遥、対面型からオンライン型で

行うことを余儀なくされていた。そうした中でも対

象者の多くは、性に関する指導を効果的に進める上

で、オンライン型という指導形態は、多くのメリッ

トがあると考えていた。例えば、教師Eにおいて以

下のコードが見られた。

“い‘i面悪↓､鹿多分継げあると思うんで沈電

鑑房こう対面て話した畔にば．やっぱり貸襯ｵ猫ろ

の/こ筋げま',って↓,クケーズもあってその湊菱j瀞z

ちやぅってし､ククーーズもあると患う分：オンライン

/こして〃之ばこクやってI対’て､毒して授琴篝をす

るんであれ域蝦ﾉご'5i)鍬ﾌまい魏分差Wj)て部、

'1よっていう工夫のfi方減できるかま、ただここで

Jが36でオンラヶンにしたときにば茨た別かまと…

ご=でその子か閉きたし)尭言をしちゃった"jために、

こうまふかちょっと変〉安月て掘られてし美クって子

が''ろの電勿ﾉを域学茂の対面式”授篝をし裳す

よつ電窓わからま′｝ことがあったらオンライン

て質瀞ってし､クごとでノガzでする、で理揮琶珍深め

るつで‘}ク意鉄ではすごく‘’し､どころか蜜と･･ ･b J

対”でノブーンラインをしたときには逆7こ見た凄")の

で菫クレ､ク/陰篝して葵ずよ、 こぅ‘}うことを害砂'て

葵ずよってﾚ,うごとか見えまくﾉま､ってし妄う分、や

らまくで鄙!‘､とかつてﾚ,クごとか杢妄'zでL藍ク

と‘}うことか懸念されるかまと毎‘}麦沈”

一方で、対面型授業からオンライン型授業へ糊丁

することに不安があったとも語っていた。具体的に

は、生徒との積極的なコミュニケーションをどのよ

うに取ればいいのか、オンライン上で生徒が指示な

どに従うことができるかというものであった。 これ

“ちょこちょこ‘'ろんﾉま生徒/ご声をかげて↓}ろ、

自分ｼﾂj漁｡とにかく全部”生尭と話zうj､できるように、

もうしょっちゅう。ただX鐸ﾅ一つと見てるんじゃま

くて、生裾の近くに寄って'1つで'1ろんﾉま謡をする

と‘､うか･･ ･b"

“/発生､昨日錐行誇壁し茨したb巌Z芽をし茨せふ

でしたb ちょうどﾂ念ま罰‘】で沈ど．うしたら‘'し､です

"もノ ／蕊急避姪蕊甚激夢凌さ“産婦ﾉ(拝に行って

買ってき讃さ“砥”'〃て管ﾉとる。Z2嶬嫁以内じ

ゃま'}とだ功た漁j／お金zﾌj>W!んで沈j／yうかっ

た、算してあげ石。その/(患わ〃バザメニナ何日/ごバ

ヶメのお金ｼj出るから、その鮭返してもらえればj，

いから。それ茨で貸してあげ石から｡ノぞ”)ク女の

子一ﾉ(し'たbそう言ｼ怠る環錆をちゃんと鱗って話方か

嶺‘'と大望馬”

また､撫雨Bにおいても以下のコードが見られた。

‘御をば声箏身か擁鐘してる、 もしかしたら淫的

ﾉ安凝能塗失ってる可諾姓もあ〃菱すよ典鐵起不至

だった〃と〃もそぅいう子たちか､‘'た埒yご鯛讓とし

五生物学として~例堆ば〆カニズ､:ﾑたわたりとか、

〃危蹴厚経の話ｼをわたりと〃』女盤だったら。そう‘｝

う生物』浄ｸﾉ約5語潅やっぱりしてあげた“たた；

できま‘)ってし､ク心の面ですよれ、獄ばでき凌い、

/職就でざま'1、その,β,の傷藍負わせﾉま'盛孔盧をどう

尹_立てを敬ってあげられる典勿ﾉでばと､､クLでも〃

きたくまｩ,、みん藷の前て可餅きたく漆いのであれば

－階に授業基受けまし'ってし､う選択擬-もあると,憩う

んで沈あの、 ‘'いの刀寺雲'1のか/ZWとして~1－瀞

にし}た方ﾌﾂj､‘'‘}って'}ク立鰐もあるども,思うんです

けど：そｵzぱその子自身の掲断を一謹大雲にしてあ

/ﾌﾘ左'1かまって､あと鏡で汝ね、要渤7こごうし､ク瀞

業ぎし講すよ、 こう‘､ク内容をやり葵すﾉﾌと､ど､クす

る？ってし}クごとを＝菩涌溺凌のか、二香面雛安の

か、聟達職も含めるのか、 し､ろし､ろあると,毎うんで

ずｿﾅと､そぅ'1ク雲訪z鋪の鮭〃狸鱸7誹やっぱり顔

を台､わせたj姫煽て弓鎧認をLなか､ら、嫌だ；どクして

も一繕γご趣強した’1と'1クのであれば沖容で蕊安も

のがあればそ'Z/凌昔､'】たり． とか少し違う形で窟た

たりとかつて‘'ク碧蔚の謹鯖汐j必要ﾝこまってくるの

かまっ毎それ"沁の鰐苦無くせるのかまつ乞餓｝

藍す漁, '′

さらに教師Bは、障がいを持つ生徒にとって、 自
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に関して、教師Aは、オンライン授業で性に関する

指導を行う際に、事前に生徒に教材を予習させると

いう工夫を行っていたと語っていた。以下が具体的

なコードである。

“うちば6bOgreクラス少一ムってし､クのを麓っ

ているの竃ごれを鋳て:おき表さ‘､ってし}ク暁溌と

か、〃左ば識師め学でも、 自分ノヅj擬篝して'}るのど

か逢振つ垣やれまかつた分産こうナると刀も勿之

ぱ泓ﾂj話してﾚ,る暁壌とか盈配房して~、生徒"j予

習で見てお‘,て~＄疫檗ぼコミュニクーション敗れる

よう化するとかって′】クのも、方法として~砿ある

かまってろ”

二つ目は、性に関する指導を行う際に、生徒の多

様性を踏まえた配慮をし、そうした個人に対するア

プローチをするという点であった。性に関する指導

に当たっての配慮事項5)の一つとして、子供たちの

心身の成長発達には個人差があることから、すべて

を集団指導で教えるのではなく、集団指導で教える

べき内容と個別指導で教えるべき内容を明確にし、

それらの連携を密にして効果的に指導することが大

切であることが挙げられている。そういった中で、

本対象においては集団指導、ならびに学習内容の習

得状況が十分でないと思われる生徒に対して、補習

的に学習支援を行うことや、障がいのある生徒に対

する配慮を行うこと、配慮が必要な生徒の保護者と

の連携等といった個別の対応を行っている状況が示

された。このような積極的な取り組みは今後とも推

進されるべきである。

他方で、生徒各個人が持つ多様性への対応につい

て課題や難しさを感じるといった認識も見られた。

本研究においては、性自認や身体的な特徴だけでな

く、生徒の文化的、社会経済的な背景も含まれ、具

体的には、社会経済的な要因が児童生徒の学習成果

と性に関する行動の意思決定に大きく影響すると考

えているという認識が見られた｡この点については、

教師の中には文化的、社会経済的な理解や多様な性

に関する問題に対する見方や認識が異なるため、生

徒とのミスマッチが見られること26)が指摘されてい

る。また、 Arvidson 27)は、社会経済的な状況には、

ソーシャルキャピタルや社会秩序、公権力等が影響

し、売春等の複雑な問題に関連する経済的なポジシ

ョニングを左右することを指摘している。こうした

ことから、男女相互の理解や多様な価値観を、生徒

の文化的、社会経済的な背景に応じて対応しながら

指導することも重要であると思われた。

三つ目は、オンライン型授業の長所を生かした指

導の工夫であった。本対象者においては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、本研究のインタビ

ュー時期までにオンライン授業を行っている者がみ

られた。そして、性に関する指導についてのオンラ

イン授業には多くの利点があると考えており、その

実践例がいくつか示された。例えば、オンラインを

用いることによって、集団指導であっても個別的に

対応できる機会があり､性に関して不安があったり、

Ⅳ、考察

本結果から、性に関する指導における教師のポジ

ションとして、以下の3つの糊敦が示された。

一つ目は､性に関する指導を行う困難さであった。

本対象においては、性に関する指導について、その

必要性や意義について理解しており、他の教師との

共通理解についても積極的に取り組んでいる様子が

見られた。 しかしながら、性に関する内容を教える

にあたり、課題や困難さを感じた経験があったこと

が示された。 こうした結果の背景の一つとして、教

師自身や生徒が、性に関する指導の内容について、

恥ずかしさや抵抗感を感じていた可能性が考えられ

る。また、性に関する指導を行う際に、教師自身が

困難なポジションにいると認識していることが生徒

に伝わり、十分な学習環境を提供できていない経験

があったとの回答も見られた。渡部ら25)は、学校に

おける性･エイズ教育推進に関わる要因として、 「教

師の性・エイズ教育の必要性に関する理解」が最も

影響力が大きいが、それとともに｢教師における性・

エイズに対する抵抗感」についても合わせて解決し

ていくことが性・エイズ教育推進にとって効果的で

あることを指摘している｡性に関する指導において、

教師の恥ずかしさや抵抗感を可能な限り生徒に表出

しないようにすることが重要であると思われる。 こ

の点については、教師自身が“男性”または“女性”

であるという教師の｣EEl1属性に関する認識が、教師

自身や生徒の性に関する指導の際の恥ずかしさや抵

抗感に関わっている可能性が一つとして考えられた。
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相談したいという希望をもつ生徒に対する個別指導

がより容易になる可能性があるという意識がうかが

われた。オンライン授業を通して、性に関して教師

と生徒が継続的な内省や会話といった相互作用を通

じて、対面型の授業では恥ずかしさや抵抗感などが

あって直接的に話題にしにくいことでも、 1対1で

のコミュニケーションやチャット機能などでの文字

情報の交換などにより、教師は個々の生徒の状況に

応えうることがより容易になることが示唆された。

最後に、本研究の研究の限界と今後の課題を述べ

る。今回の調査対象とした保健体育科教師は、大学

院教育において専修免許状を取得しているなど教師

として高い専門性を有すると思われる者を目的的に

サンプリングしたことから、 5名という限られた対

象から得られた知見である。今後は、本知見を踏ま

えながら、学校種別および男女別での分析や教師経

験年数による違いなども検討し、多角的かつ詳細な

考察が可能な研究デザインによって調杳を実施する

ことが望まれる。

えられる恥ずかしさや抵抗感を可能な限り生徒に対

して表出しないようにして指導すること、個々の生

徒の学習状況だけでなく社会経済的な要因も把握し

て対応すること、今後オンライン授業にも対応する

中で、生徒への発問や意見のやり取りといった相互

作用を生み出し、生徒の自己内省を促すことが重要

となることが考えられた。

謝辞

本調査にご協力頂いた保健体育科教諭の皆様に厚

く感謝の意を表します。

文献

l) PeskinMFet al. : Efficacyof it's your

game-tech: Acomputer-basedsexual health

educationprogramformiddleschoolyouth,

JournalofAdolescentHealth, 56(5) : 515-

521, 2015.

Gonzalez-Acquaro: Teachertraining, sexu-

alityeducation, andintellectualdisabil-

ities: Anonlineworkshop, Currentlssues

inEducation, 11(9) : 1-23, 2009.

LeungHetal. : Adolescentsexualriskbe-

haviorinHongKong: prevalence,protective

factors,andsexeducationprograms,Jour-

nalofAdolescentHealth, 64(6)Supplement:

S52-S58, 2019.

中央教育審議会：幼稚園，小学校， 中学校，高

等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の

改善及び必要な方策等について(答申)， 2016．

中央教育審議会：幼稚園，小学校，中学校，高

等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の

改善について（答申)， 2008．

戸田芳雄：性教育・エイズ教育，財団法人日本

学校保健会，平成23年度版学校保健の動向，

165-172，丸善出版東京, 2011.

野津有司:21世紀に向けた学校における性・エ

イズ教育の在り方，スポーツと健康， 30 （12） ：

31-34, 1998.

間宮武:現代性科学性教育事典編纂委員会(編)，

現代性科学性教育事典小学館，東京， 1995.

2）

V.結論

本研究は、ポジショニング理論に着目し、性に関

する指導に関わる教師がどのようなポジショニング

で指導をしているかについての特徴と課題を明らか

にすることで、性に関する指導の改善および充実に

向けた示唆を得ることを目的とした。調査は、 2020

年2月～6月に、中学校または高等学校に勤務する

保健体育科教師5名を対象として、半構造的面接法

により実施した。データ分析には、継続的比較法を

用いた。

その結果、本対象の教師において、テーマI 「性

に関する指導を行う際の困難さ｣、テーマⅡ「生徒の

多様性を踏まえた配慮｣、テーマⅢ「オンライン型授

業の長所を生かした指導の工夫」の3つが見いださ

れた。すなわち、保健体育科教師において、性に関

する指導を行う際に困難を感じていること、生徒の

多様性を踏まえた配慮をしていること、オンライン

型授業の長所を生かした指導の工夫をしていること、

という3つのポジションが示された。今後、性に関

する指導の改善、充実に向けては、教師が指導の際

に困難を感じることの大きな背景となっていると考

3）

4）

5）

6）

7）

8）



保健体育科教師の性に関する指導におけるポジショニング10 保健体育科教師の性に関す

9） 橋本紀子ら：日本の中学校における性教育の現

状と課題,教育学研究室紀要： ｢教育とジェンダ

ー」研究, 9:3-20, 2011.

10) McDanielsBetal. : Sexualityeducationand

intellectual disabilitv: time toaddress

the challenge, SexualityandDisability,

34(2) : 215-225, 2016.

1l) Howard-Barr EMet al.: Teacher beliefs,

professional preparation, and practices

regardingexceptionalstudentsandsexual-

ityeducation, JournalofSchoolHealth,

75(3) : 99-104, 2005.

12) Harre R et al. : InR Harre&L・ van

Langenhove(Eds.), The dynamics of social

episodes, positioningtheory: moralcon-

texts of intentional action, 1－13, UK:

Blackwell, 1999.

13) VarelaCRetal. : Conflictingvarietiesof

realism: casualpowersandtheproblemsof

socialstructure, JournalfortheTheoryof

SocialBehavior,26(3) : 313-325, 1996J

14) HollwayW: :Genderdifferenceandthepro-

ductionofsubjectivity' inHenriquesJ,

HollwayW, UwinC, VennCandWalkerdine

V, changingthesubject: psychology, social

regulation and subjectivity, 227-263,

Routledge, FR, 1998.

15) DaviesBetal. : Positioning: thediscur-

siveproductionofselves, Journalforthe

TheoryofSocialBehavior,20: 43-64, 1990.

16) JonesRA:Directperceptionandsymbolform-

inginpositioning, JournalfortheTheory

ofSocialBehavior, 29(1) : 37-58, 1997.

17) YoonB:Uninvitedguests: theinfluenceof

teachers' rolesandpedagogiesonthepo-

sitioningofEnglishlanguagelearnersin

the regular classroom, AmericanEduca-

tionalResearchJournal,45: 495-522,2008.

18) Seidnlanl: Interviewingasqualitativere-

search: aguideforresearchers ineduca-

tionand the social sciences (2nded. ),

TeachersCollegePress,US, 1998.

19) SatoTetal. : Secondaryphysicaleducators
ヲ

positioningof teachingEnglish language

learnersatUrbanschools,UrbanEducation,

1-28, 2018.

20) SatoTetal. : Elementaryphysical educa-

tors' positioninginteachingEnglishlan-

guage learners, EuropeanPhysical Educa-

tionReview, 25(1) : 203-220, 2019.

21) MehoLI: E-mail interviewinginqualitative

research: a methodological discUssion.

JournaloftheAmericanSocietyforlnfor-

mation Science and Technology, 57(10) :

1284-1295, 2006.

22) BoeijeHR:Analysisinqualitativeresearch,

SAGE, FR, 2010.

23) MerriamSB: Qualitativeresearchandcase

study applications in education, Jossey-

Bass, US, 1998.

24) PattonMQ: Qualitativeresearchandevalu-

ationmethods. 3rded・ ThousandOaks, CA:

Sage, FR. 2002.

25）渡部基ら：学校における性・エイズ教育推進に

関わる要因-DEMATEL法による構造化一，学校

保健研究, 39 (4) :308-315, 1997.

26) EricksonBH: :Thedistributionofgendered

social capital inCanada' , InFlapHand

V61kerB (Eds.), CreationandReturnsof

SocialCapital, Routledge, US, 27-50, 2004.

27) ArvidsonE: RemappingLosAngeles, or, tak-

ingtheriskofclass inpostmodernurban

theory,EconomicGeography75(2) : 134-156,

1999.




