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【 性教育＝生教育＝安心安全自分らしく生きる権利 】⇒年齢に合わせた性教育 

▼性教育を「健康」の面から科学的に伝えても、「お父さんとお母さんは、セックスしたの？いつしてるの？」などの個人的（プ

ライベート）な質問については、「それは個人的なことだから話したくないんだよ」と優しく断ってOK。 

▼自分の命（心と体）の大切さを伝える。「性を知る」ことは、健康に生きる権利として「知る」こと。 

▼幼少期から「プライベートパーツ（口・胸・性器・肛門）」はデリケートな場所でもあり、命につながる大切な場所なので、他者

から触られたり触ったり見られたり見せたりしてはダメ。もしそのようなことが起こったら絶対に怒らないから、必ず伝える

約束と、保護者は早急に性暴力被害の専門機関に相談を。初期対応として、子どもを絶対に責めない。子どもに怒りをぶ

つけない。「よく話してくれたね」と子どもの不安や恐怖、泣いたり怒ったりすることに寄り添い、子どもはもちろん、今後の

保護者の対応の仕方なども相談する。赤信号は渡ってはいけないことを伝えるのと同じ。自分と他者の心と体を守ること

を、教えるのは早いほうが良い。 

▼自分の体を守る避難訓練（地震、火災、不審者等）があるように、性被害に遭わないための訓練（イヤと言っていい、逃げ

ていい、相談していいなど）日ごろから何でも話せる関係「伝える訓練」が性暴力、DVの避難訓練になる。 

▼親であっても、子どもどうし、きょうだい間でも、プライベートパーツにむやみに触れてはいけない。いつまでも親やきょう

だい、身近な人（大人子ども問わず）が自分のプライベートパーツを洗ったり触ったりしていたことを大きくなるにつれ「不

快」と認識し、自分の身体への嫌悪感から、自尊感情を持てなくなり、自暴自棄になることもある。 

▼子どもどうし、きょうだい間の性加害、性被害に気付いた場合→この資料 20 ページ【参考インターネットサイト】▼『子どもの

性の健康研究会』子どもの性被害・加害対応などリーフレットのダウンロードもあります。 http://csh-lab.com/ 

▼自分で体を洗えるようになったら、歯磨きを教えるように、性器や肛門付近の洗い方を教え、自分でさせる。「清潔にするこ

と」を伝える。皮膚の間にトイレットペーパーや垢などそのままにしておくと炎症やその他病気の原因になることもある。男

子⇒皮を痛くない程度にむいて洗う。女子⇒皮膚の間などの汚れを洗う。石鹸やボディソープは自浄作用が低下するので

使用せず、ぬるま湯で丁寧に優しく洗う。歯磨きで磨き残しを確認するように、特に女子は目視しにくいので、鏡で確認しよ

う。（もちろん一人でね） 

▼思春期に入るまでに、体が変化していくことを男女共に丁寧に科学的に伝え、お互いを知る。 

▼避妊について⇒コンドームだけで、避妊はできない。そもそも 100％の避妊法は無い。セックスしたら「妊娠」する可能性が

必ずある。男性だけに避妊を任せない。女性も低用量ピルや、子宮内避妊具など、婦人科で受診、相談しよう。（この資料

の【知っておこう！避妊法いろいろ】参照）子どもが出来る＝妊娠に耐えられる体と心が成長しているのか。責任を持って育

てることが出来るのか。育てるためにかかるお金、支援や社会との繋がりも知ろう。 

▼どんな性別を好きになるのか→『性的指向（Sexual Orientation）』、自分自身をどういう性だと認識しているのか→『性自認

（Gender Identity）』の英語の頭文字をとったイニシャル言葉『SOGI』（ソジ、ソギとも発音する）は、全ての人に関わる属性の

概念として『すべての人を平等に扱う』という意味を知ろう。人間には多様性があり、多種多様な「生き方」がある。差別的言

動や嫌がらせ（ハラスメント）が起こらないようにすることが重要。 

▼SOGI問わず、人を好きになることはステキなこと。セックスだけが「愛情表現」ではない。心地よいスキンシップや、お互い

の存在に感謝したり、「大好き」を伝えあったり、そばに居るだけでも心は満たされる。 

▼家族の形も多様でいい。初婚、再婚、同性婚、内縁、ひとり親、親子の関係も実子、養子など。 

▼AV業界では過激で暴力的な描写じゃないと売れないと言われている。中にはモデルにスカウトなどと騙されて撮影され

た性暴力が含まれていることもあり、見るだけでも間接的に加害者になる。AVの多くは、一方的な暴力的なセックスの見

本になっていて相手の尊厳が無視されている。性的コミュニケーションのお手本にしてはいけない。 

▼デートDVについてきちんと知ろう。束縛や、思いどおりになったり、させたりするのは「好き」「愛してる」ではなく「パワーと

コントロール」であり、どちらかが自己犠牲は、対等な関係ではない。イヤなことはイヤと言えて、相手のイヤを尊重できる

関係が健全。お互いの安心と安全を尊重する。（パートナー、友達であっても同じ） 

▼「ファンタジー（空想）」の中では自由で良いが、歪んだ「性」の情報過多だとファンタジーも歪む。特に判断能力が低い子ど

もには、目に触れないように大人が注意する。それでも目にふれることがあるので、早いうちから、インターネットのアダ

ルトサイトのような行為は作り物であり、同じことをしてはいけないと丁寧に真摯に伝える。 

▼インターネットの制限や、有害サイトフィルターなど。タバコやお酒は 20歳になってからと同じ。アダルトな情報や実際に

セックスするのは 18歳以上という「ルール」。ガマンするトレーニング！！ 18歳未満の子どもへの性的な接触は「児童虐

待」と定義されている。参照：厚生労働省「児童虐待の定義」 

▼性感染症の面からもリスクの少ない、決まったパートナーとのセックスが、より健康的。 

▼セックスを「しない」という選択、「イヤだ」を伝えることも「権利」であることを知ろう。 

▼「性」について知ることは、取り扱いのマナーと健康と、プライバシーを守ることができ、自己肯定感も上がり、とても幸せに

なれることにつながる。 参照：性の権利宣言 
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【 思春期女子が妊娠、出産した場合のリスク 】 
▼「イヤだ」が言えず、「イヤだ」を尊重されず、予期しない妊娠をしてしまう場合が多い。 

▼パートナーがいない、不明な場合や、いたとしても年齢が若かったり、職業についていなかったりなどにより、生活力が無

いことが多く、経済的に不安定で貧困になる可能性。 

▼母親自身が身体的に成長過程にあるため、妊娠に適した体になっていない場合が多く、流産、早産や、赤ちゃんが子宮で

成長しにくいなどの可能性が高くなる。 

▼学業が継続困難になる。（高等学校以上の場合、学校によっては退学を促される場合もある） 

▼妊娠や出産、育児に関する知識不足。 

▼15歳未満の人口妊娠中絶は、平成28年度で 220件（厚生労働省 統計情報・白書より） 

▼文部科学省の教育は「中学生は性行為をしない」という前提に立っているので性交を教える必要はない。（寝た子を起こす

な思想）しかし、日本の刑法の規定では性的同意年齢は男女とも 13歳以上に設定されている矛盾。（2020年4月現在） 

▼親戚や友人と性知識に無知な末に妊娠、小学生の場合、気づいた時には臨月になっている場合も。 

▼妊娠したことを誰にも相談できず、病院にもつながらず、トイレや風呂場、屋外などで一人で出産し、その後どうしていいの

かわからず、放置したり、殺害してしまったことも実際に起こっている。 

▼恋愛にハマるのは、ませた子より寂しい子。寂しさや、不安から「体の繋がり」を求めることも。 

▼本人同士が子どもを持つことを望み、生活をともにする約束の上での出産であれば、家族や地域の理解、行政の支援を

受けること、育児にかかる費用、今後の生活の見通しなどを周囲の協力を得ながら、想定外のことが起こることも踏まえ

て、しっかり話しあって態勢を整えておく。（これについては成人でも同じ） 

【 思春期のうちから大人も知っておきたい！もしも、予期しない妊娠をしたら？ 】 

▼予期しない妊娠をして中絶をする場合、人工妊娠中絶手術を日帰りで行える可能週数は、妊娠5週から 12週未満までで

す。妊娠12週を超える場合の中絶は中期中絶と呼ばれ、通常の手術による方法ではなく、薬剤により陣痛をおこし、出産

形式で中絶を行う方法が一般的です。その場合は、陣痛（子宮収縮）発現に個人差が生じるため、通常2～5泊ほど入院せ

ざるを得ないことが多いです。妊娠12週以降に中絶した場合は、役所に「死産届」を出さなくてはなりません。法律で手術

可能は妊娠21週6日までと決められており、満22週以降の中絶は禁止されています。 

▼予期しない妊娠をして、中絶可能時期を過ぎた場合、出産することになりますが、事情により赤ちゃんを育てられない場合

は、特別養子縁組という、赤ちゃんを別の家庭の実子として育ててもらう公的な制度もあります。 

▼妊娠で悩んだとき（思春期だけでなく、年齢問わず）は『妊娠SOS』で検索すると、各地の無料相談窓口（通信、通話料は要

負担）が出てきます。一人で悩まず、相談してみましょう。【大阪府の場合】「にんしんＳＯＳ」大阪府の委託を受け、大阪母子

医療センターが運営。TEL：0725-51-7778 月～金10時 ～ 16時 日曜12時 ～ 18時 

※年末年始・祝日はお休みです。【全国妊娠SOSネットワーク】で検索。 

全国の相談窓口が掲載されています。 

【 思春期の心と体と脳の成長 】 

▼脳は部位によって、20代30代になっても成長し続ける。 

▼10代の思春期は、脳が「部位ごとに成長する速度が違う」ため、特に理由なく恐怖や不安を感じる。 

▼危険を察知し恐怖を感じる扁桃体は、思春期までに大きく成長する。恐怖や不安を処理し、行動を起こしたり、抑制する前

頭前野は、遅れて成長するため、成長速度のギャップで、10代は不安感をうまく処理できないことがよくある。 

▼他人の表情や行動から相手の感情を読み取る能力を司る前頭前皮質内側部は、大人に比べて活発に動く。青年期を頂点

に次第に小さくなる。⇒ちょっとした表情の変化やコミュニケーションの仕方に敏感になる。 

▼思春期は、感情を整理したり、やりがいを感じたり、危険なことに挑戦・達成すると高揚感を感じる大脳辺縁系が大人より敏

感に反応。抑制する前頭前野が未成熟なため、リスキーな行動を起こしがちになる。 

▼思春期は、脳の社会性の発達に重要な時期。教育も含める周囲の環境は脳の発達に影響。学習と創造に最適な機会。⇒

保護者は、自由な発想やチャレンジをサポートしよう。 

▼二次性徴（性ホルモンの分泌が活発になる）体が、急激に変化していくことと、精神的成長が追い付かないことへの焦りや

不安。ホルモンバランスの不安定さから、意味もなくイライラすることがある。 

▼まだ子どもとして甘えたい自分と、大人として距離を取ってほしい自分との葛藤。 

 

⇒10代の行動を非難、卑下、面白おかしくからかわず、脳が成長している段階にあることを理解し、成長を見守り手助けする 

  ことが大切。                     参考資料：サラ=ジェイン・ブレイクモア：青年期の脳の不思議 | Talk Video | TED.com 
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 【 自慰（マスターベーション・オナニー・セルフプレジャー）について 】 

▼小さな子どもであっても、性的快感を感じるように生まれてきており、性的な映像を観たときなど、性器に性的な興奮（男児

なら勃起したり、女児なら外性器が熱く感じたり、膣内が潤う感覚）を覚える反応は自然で健康的で正常なことです。恥ずか

しいとか、罪の意識を感じる必要はないことを伝えましょう。同時にそれは、プライベートなことだと念を押すことが大切で

す。誰かが性的に興奮したことなど、家族や、親しい関係の人であっても聞きたくない人もいるからです。子どもに「マナー

を守ること」「健康でいること」「プライバシーを守ること」を子どもが理解するまで、何度も根気強く伝えていくことが大切です。  

参考文献：メグ・ヒックリング（1999）『メグさんの性教育読本』（木犀社） 

▼性別問わず、マスターベーションは健全。清潔な手で、人に見られないところですること。（マナーとルール） 

▼見せてはいけないけれど、疑問や心配事は信頼できる大人に相談してOK！ 

▼幼少期の急なマスターベーションへの執着は、「性虐待」が原因である可能性も考えられる場合がある。不安な時は、専門

機関に相談を。 

▼家族や、保育園など、人前でやっているようなら、絶対に怒らず、マナーとルールを伝え、スキンシップで、性器以外のふ

れあいでも、気持ちよくなることを体感させよう。幼少期のマスターベーションを、むやみに禁じると隠れてやるようになっ

たり、加害に結び付きやすくなることもある。 

▼言葉が通じない小さな子どもの場合は、他の遊びに誘ったり、心地よいスキンシップ（抱っこ、手足や背中のマッサージ、

手をつなぐなど）の「心地よさ」を体感させよう。（その時の状況で臨機応変に対応する） 

▼勃起：性的刺激→脳の中枢神経が興奮→脊髄神経→陰茎へ情報が伝わると体内の一酸化窒素が放出→ラセン動脈がゆ

るむ→陰茎海綿体の平滑筋もゆるむ→一気に陰茎海綿体に血液が流れ込み、血液の圧力によって、陰茎海綿体が硬くな

るという現象。性的刺激とは関係のない勃起もある。睡眠中、疲れた体、脳を回復させ、免疫力を高めたり、成長ホルモン

を分泌（抗老化）するため、にリラックスして、副交感神経が優位に。このレム睡眠と呼ばれる浅い眠りのときに、生殖器も

メンテナンスが行われるため、健康な男性には勃起現象が起こる。逆に眠っている際に勃起が起こらない場合、血流が正

常でない可能性があり、心筋梗塞、動脈硬化など重大な病気の前触れの場合が。EDの症状がある場合は、健康診断の

一環として、迷わず泌尿器科で受診を。 

【 危険な自慰（マスターベーション・オナニー）もある！ 】 

【男児】▼床オナニー（床オナ） 

  ⇒下着を着てても、裸でも不衛生。 

  ⇒膣内射精障害（不妊の原因になる）・仮性包茎の悪化・勃起しにくくなるなどの、不妊の原因になる危険。 

【女児】▼角オナニー（角オナ） 

  ⇒刺激が強すぎて、外性器を傷つける。出血や炎症から性感染症になる危険も。 

動画や画像を見ながらの自慰（マスターベーション）はやめよう。空想しながら優しいタッチ（握り方）で。 

特に男子は、刺激の強い映像や画像でしか勃起できない、射精できないなどの弊害や、強く握る、床などにこすりつけるなどの刺激に慣れ

ると、膣ではその強い刺激が得られないため、挿入したとたんに勃起が終わり、射精できないという、膣内射精障害が起こる可能性が高く

なり、それが不妊の原因になることもある。その場合、治療に約1年ほどかかると言われている。また、AVを見ながらでないと勃起、射精

できなくなると、相手の反応や様子を見ずにセックスする失礼な大人になる場合も。空想（想像力）を働かせて、清潔な手で、優しいタッチで

やることが望ましい。（参考文献）泌尿器科医：岩室紳也（2013）『イマドキ男子をタフに育てる本』（日本評論社） 

【 インターネット・スマホの取り扱いを家族で話し合おう 】 

▼文字だけでは感情が伝わりにくい。（これは大人も同じ）スタンプや絵文字の勘違い。➡トラブルのもとになりやすい。 

▼中学生までに持たせる場合は、子どもに、「定期的に確認するよ」と約束の上で使用させることが望ましい。 

▼ながらスマホの危険。➡死亡事故等の損害賠償について知ろう。 

▼人を意図的に傷つける投稿は、残ることがある。（拡散されたら収拾できない） 

▼拡散されて困る画像や文はアップしない。（これ、玄関に貼れるかな？）地震、水害などの災害で、携帯紛失➡誰かに拾わ

れて、拡散という可能性もある。➡ストーカー行為の引き金になる可能性もある。 

▼夜は時間を決めて、パソコン、スマホは、せめて中学生までは親が管理しよう。 

▼性的な画像や動画をクリックするだけで、詐欺サイトに誘導され、言葉巧みに脅され、子どもがお金を振込んだり、ネットウ

イルスに感染したり、パソコンや携帯内の個人情報を抜き取られることも。 

▼野良AP（アクセスポイント）を利用して、有害サイトにアクセスも可能です。 

▼フィルタリングも、それぞれ家庭に合った方法を取り入れることも大事ですが、まずはきちんと子どもたちと、 

インターネットのメリット、デメリットを大人も一緒に学んで、情報を共有することが大切です。  
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【 知っておこう！避妊法いろいろ 】どの避妊法でも避妊効果100％はない。 

男性任せの避妊から、女性ももっと主体的に避妊を！妊娠と出産、ライフプランを立てよう！！  

コンドーム 低用量経口避妊薬 

低用量ピル 

子宮内避妊用具 

（IUS・IUD） 

避妊手術 緊急避妊法 

ど
ん
な
も
の
？ 

ゴム製の薄い筒型の袋

を、勃起したペニスに直

ちに正しく被せて装着。

精子が膣内へ侵入する

のを防ぐ。射精後は速

やかに膣からペニスを

抜き、取り外す。 

合成の卵胞ホルモンと

黄体ホルモンにより、性

腺刺激ホルモンの分泌

を抑え、排卵を抑制、子

宮内膜の萎縮、子宮頸

管粘液の変化により避

妊する。 

子宮内システム（IUS）は

子宮内に装着する小さ

な器具。黄体ホルモン

を放出し最長５年の高い

避妊ができる。 

銅が付加された IUD

は、子宮内に器具を装

着、受精卵の着床を阻

害。器具も小さく避妊効

果が高い。一度の挿入

で２～５年避妊できる。 

女性の場合は卵管を、

男性の場合は精管を糸

で結ぶか切断し、卵子

や精子の通路を遮断す

る手術。 

大量の卵胞ホルモンに

より、排卵の抑制と受精

卵の着床を防ぐ。 

メ
リ
ッ
ト 

安価で簡単に購入でき

る。 

正しく使用することで性

感染症の予防にも効果

がある。 

女性主体で避妊でき

る。正しい服用で高い避

妊効果が期待できる。

性交に無関係。 

生理痛の軽減、量も減

る。にきび、多毛の軽減

や、卵巣がん予防など

の副効用がある。 

女性主体で避妊できる。

薬の飲み忘れが無い。

（IUD） 

授乳中も使用可。 

（IUS）生理の量が減り、

生理痛が軽くなる。 

ほぼ確実に避妊でき

る。 

性交の邪魔にならな

い。 

性交後に唯一効果があ

る方法。バリア法（※）の

失敗、性的暴行による

妊娠を防ぐ。原則的に

性交後72時間以内に

服用するが、120時間

以内であれば可能性が

ある。 

デ
メ
リ
ッ
ト 

コンドームの破損や脱

落で避妊できないこと

がある。 

勃起しないと使用できな

い。 

装着の手間がかかる。 

性感が損なわれる。 

男性主導になりがち。 

毎日服用。（飲み忘れに

より、避妊効果が期待

できない）性感染症は予

防できない。乳汁分泌

物を減らす作用がある

ため、授乳期には使用

不可。 

医師の受診が必要。 

医師による装着、除去

が必要。 

（IUD）生理の量が増える

場合がある。 

（IUS）挿入後数か月は

生理以外の出血が続く

ことがあるが時間と共

に日数や量は減る。 

外科手術が必要。 

一度手術した場合、生

殖機能を元に戻すこと

は困難。 

性感染症の予防はでき

ない。 

すでに妊娠している場

合は使用不可なので服

用前に妊娠検査が必

要。72時間以内に医師

の受診が必要。 

入
手
方
法 

薬局、 

コンビニ等の店舗。 

婦人科で処方。 

３週間服用、１週間休薬

（または偽薬を使用）を

繰り返す。 

婦人科で処方、 

挿入してもらう。 

医療機関での処置。 婦人科で処方。 

▼膣外射精は「避妊法」ではありません。ペニスは勃起しはじめると少量の精液が出始めます。ペニスを触った手指などを膣

に挿入した場合も、妊娠する可能性があります。 

※バリア法＝コンドーム、女性用コンドーム，ペッサリー，殺精子剤，周期法など受精を妨げる方法。 
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     ▼ストレス発散。 

▼感情（怖いよ。不安だよ。寂しいよ等）を訴える。 

▼喜びも表現している。 

▼身体の表現として、気持ちを伝えるため。 

▼心と体はつながっている。心の大切な表現方法。 

 

※著者の許可を得て使用しています。 

【 幼いころの思い残し 】 

▼親（大人）の幼いころの「思い残し」をヨシヨシしてあげよう。 

（例）「優しくしてもらえなくて悲しかったね」「辛いって言えなくて、苦しかったね」 

▼某大学の学生対象DV・虐待講義の感想・・・「私の母も、父に「私はそんなとき叩かれててんで。あんたは優しすぎや」と言

い、自分の体験を押し付けようとします。こういった体験は、「自分もされたから同じように」と思うのか「自分がされてイヤ

だったから同じ目にあわせたくない」と思うのか、2通りに分かれると思います。でも、多くは「自分もされたから」という方向

に進んでいるような気がします。 

▼「自由に選んでいいよ」と言いながら、子どもが選んだものに対し「え～それにするん？こっちがいいやん～」という対応

で、子どもは「どうせ自分が選んでもお母さんが決めるなら、もう選ばない」という思考になり、「自分で考える」「自分で選

ぶ」力が奪われていきます。選択の条件がある場合は、「これとこれなら、どっちにする？（選択肢）」や、「○○円以内でね

（条件）」など、最初に提示して選ばせる。（順番大事） 

▼自尊感情＝自分を大切にすること＝どんな自分でもOK！  

▼自分に優しくなれると他者にも優しくできる。自分に厳しいと、他者にも厳しさを求めてしまう。 

 

【 肯定語で伝えよう 】 

（例１）「走らない！」⇒「歩こうね」  

（例２）「汚い食べ方せんといて！」⇒「きれいに食べて大きくなろうね！」 

（例３）「家事手伝ってくれんけん、ドラマも見れんやん！」 

⇒「掃除機かけるのお願いしたいな～早く終わらせて、一緒にくつろぎたいな～」 

▼お願いは「具体的に」。お願いを受け入れてもらったら、ねぎらったり、感謝の言葉を伝える。（真似できる） 

▼暴力や暴言については、毅然と淡々と「やめて」と伝える。 

【 チームワークアップのポイント 】 

▼心地よいスキンシップ。抱っこ、頭ナデナデ・背中トントン・背中をさする・手足マッサージ・肩モミなど。 

▼ヒマさえあれば、「生まれてきてくれてありがとう。大好き！」を伝えあおう！ 

▼感謝の気持ちで心臓のリズムが規則正しく整う⇒脳のα波がシンクロ⇒呼吸、血圧等もシンクロ、健康に！ 

【 本当の自立って？ 】 

▼本当の自立とは、自分にできることと、できないことを知って、できないことは、助けてもらう、助けてと言える 

こと。また、社会の中に「つながる」ことも、「自立」に大切な要素です。 

【 迷惑をかけるって？ 】 

▼迷惑とは、他者の安心・安全・自信を持って生きる権利＝人権を奪う行為のこと。人に頼ったり甘えたり、相談すること、泣

いたり、泣き言を言ったりするのは「迷惑＝人権を奪う」ではありません。 

大切な感情について知ろう！ 

人はどうして泣くの？泣くのはいけない？ 

恐れ 

不安 

見捨てられ不安 

悲しさ 

寂しさ 

悔しさ 

絶望 

自信のなさ 

喪失感 

恥 

傷

つ
き

体

験 
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【参考資料】【  恋愛するに際しての契約  】 
伊田広行（2015）『デートDV・ストーカー対策のネクストステージ～被害者支援/加害者対応のコツとポイント～』（解放出版社）より 

この参考資料は「恋愛」となっていますが、親子、婚姻関係問わずのパートナー、友人、親族であっても同等です。「迷惑を

かけるって？」の項目でお伝えしたように『他者の安心・安全・自信を持って自由に生きる権利＝人権』を侵害する行為は、

すべて『人権侵害』であることを全ての人が認識しましょう(*^^*) 

▼この恋愛では、相手の自己決定や自由を侵害しないで、お互いの違いを認め合う。具体的には、束縛しない、嫉妬の気持

ちから相手の自由などを制限しない、など。 

▼相手のすべてを知る権利はないことを確認する。具体的には、相手のプライバシーを侵害しない、事前に誰とどこに行くか

などの報告を義務付けたり、終わった後に報告させるようなことをしない。また携帯のチェックなども行わない。 

▼片方が別れたいと申し出たら、相手はそれを拒否する権利はなく、別れをうけいれなくてはならない。恋愛関係の契約は、

片方が破棄すれば終了とする。 

▼相手と自分の成長や安全（安心）を大切にする。 

▼相手の友人関係（異性・同性関係なく）に干渉しない。恋愛関係であっても、恋人以外の人と仲良く交流するのは当然であ

り、むしろ応援するのが基本であることを認める。 

▼相手の嫌がることを強制しない。相手をコントロールしようとしない。DVを行わない。 

▼性役割を押し付けない。 

 

【 お互いの境界線を大切にしよう 】 

からだ  時間  空間  性  持ちもの  気持ち  考え方 

▼近寄られすぎて「いやなかんじ」は、「イヤ」って伝えていい。 

▼「イヤだ」と言われたら、離れることはカッコいい！ 

▼相手の「明確な許可」がないのに、勝手に体に触れてはダメ！ 

▼まずは、相手に優しくていねいに「聞く」 

（例）「今、時間大丈夫？」「この鉛筆、使っていい？」「ハグしていい？」 

▼気持ち（感情）の境界線→×「イライラしないの！」〇「イライラするよね～」感情を持つことは自由。 

▼考え方→「女性は結婚したら家庭に入って夫を支える」「結婚しても仕事をもって、自分を成長させたい」「結婚しても、子ど

もは持ちたくない」など、考え方、生き方も自由なので、誰かに考え方を強制、強要されるのは境界線を侵害されたことに

なる。パワハラも同様。部下が失敗したことで「土下座するべき」という考え方、行動の強要を受け入れる必要はない。立場

を利用したパワーとコントロールで、「恐怖」を与え、「選択する自由」を奪うことは、すべて暴力。 

 

【 感情の一覧 】 

様々なことに感じて抱く気持ち（感情）を一覧にしたもの。「感情」に「快」「不快」があるだけで、良い、悪いは無い。感じてはい

けない「感情」は無い。感じることと行動に起こすことは別。人間本来の感じるチカラ。感情には名前がある。気持ち（感情）は

伝えていこう。 

安心 

不安 

感謝 

驚愕 

興奮 

好奇心 

性的好奇心 

冷静 

焦燥 (焦り) 

不思議 (困惑) 

幸福、幸運 

リラックス 

緊張 

名誉 

責任 

尊敬 

親近感 (親しみ) 

憧憬 (憧れ) 

欲望 (意欲) 

恐怖 

勇気 

快、快感 (善行・徳に関して) 

後悔 

満足 

不満 

無念 

嫌悪 

恥 

軽蔑 

嫉妬 

罪悪感 

殺意 

シャーデンフロイデ（嘲笑） 

サウダージ（郷愁・思慕） 

期待 

優越感 

劣等感 

恨 

怨み 

苦しみ 

悲しみ 

切なさ 

怒り 

諦念 (諦め) 

絶望 

憎悪(愛憎) 

愛しさ 

空虚 
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【 知っておきたい、思春期特有の病気 『起立性調節障害』 】 

▼小さい頃はできていたことが、思春期になってこんな症状が出たら、起立性調節障害かもしれません。 

➡朝起きられず午前中調子が悪い・たちくらみや、めまい・立ち上がると失神したり気分が悪くなる・全身倦怠感・動悸や息

切れがある・頭痛・食欲不振・夜になかなか寝付けない・イライラ感や集中力の低下・乗り物酔いがあるなどは、思春

期に起こりやすい自律神経機能不全の一つです。 

▼近年の研究で、起立性調節障害が重症な場合、脳への血流低下など、とくに上半身へ自律神経による循環調節が障害さ

れるため、日常生活が著しく損なわれ、不登校や引きこもりが長期化し、学校はもちろん、その後の社会復帰に大きな支

障となることが明らかになりました。 

▼発症の早期から重症度に応じた適切な治療と家庭生活や学校生活における環境調整と、適正な対応を行うことが不可欠。 

▼起立時に血圧がひどく低下して脳貧血を起こす症例もあれば、血圧に異常を認めない症例もあります。また、心理的側面

から見ると、過剰適応な性格であり他人に気遣いして心理的にストレスをためやすい傾向があります。 

【 起立性調節障害に関する統計 】 

▼有病率…軽症例を含めると、小学生の約５％、中学生の約１０％。重症は約１％。不登校の約3～4割。 

▼性差…男：女 1：1.5～2  ▼好発年齢…10～16歳  ▼遺伝・家族性…約半数に遺伝傾向を認める 

【 起立性調節障害の原因として考えられていること 】 

▼急激な身体発育のために自律神経の働きがアンバランスになった状態と説明されている。 

▼起立に伴う循環動態の変動に対する自律神経による代償機構の破綻。 

➡起立するときはゆっくり。長時間の起立は避ける。立ち上がれなくても、座ったり、頭を心臓より高くするなど、高い位置

に血液を送るための調節を自律神経が忘れないようにしましょう。 

▼過少あるいは過剰な交感神経活動。 

▼水分の摂取不足➡水２ℓ 塩分１０gを目安に摂取しましょう。 

▼心理社会的ストレス（学校ストレスや家庭ストレス）。身体が辛いのに登校しなければならないという圧迫感が、さらに病状

を悪化させる。➡心の負担を軽減させるために、周囲も協力しましょう。 

▼日常の活動量低下→ 筋力低下と自律神経機能悪化→ 下半身への過剰な血液移動→ 脳血流低下→ 活動量低下という

身体調節機能異常が形成されるとさらに悪循環となる。➡そうかな？と思ったら、早期の診察、治療と対応を！  

 

【 脳や神経の多様性を認め、違いを尊重する考え方『脳神経多様性』（発達障害） 】 

ニューロ・ダイバーシティ ： Neurodiversity  1990年代 オーストラリアの社会学者Judy Singerが提唱したと言われている ※諸説あり 

▼脳神経多様性（発達障害）とは？⇒生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさと、環境や人間関係とのミスマッチから、

社会生活において、さまざまな困難が生じる状態。得意・苦手なことの差が大きく、偏った考え方やものの見方をしてしまう

ことがあり、「変わった人」というレッテルを貼られてしまうことがある。⇒自己肯定感の低下につながる場合も。 

  今後、「発達障害」を「脳神経多様性」と呼ぶようになるだろうと言われています。「普通vs障害」「良い vs悪い」「優 vs劣」と

いうジャッジではなく、それぞれの違いを尊重し、ニュートラルにとらえていきましょう。 

 

【 2022年現在「発達障害」と言われている主な 3つの分類 】 

▼広汎性発達障害（PDD）⇒自閉性障害・自閉症スペクトラム障害・特定不能の広汎性発達障害・小児期崩壊性障害・レット障

害の総称。コミュニケーションと社会性に困難が生じやすい障害。対人関係などの社会性やコミュニケーション能力に障害

を生じやすく、物事に強いこだわりを持つ傾向にあります。また、感覚過敏や鈍麻（感覚がにぶくなること）を伴うことも少な

くありません。 
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▼注意欠陥・多動性障害（ADHD）⇒年齢あるいは発達に不釣合いな注意力、衝動性、多動性が見られる障害。日常生活や

仕事などの社会生活に支障をきたし、集中力が続かず注意力散漫な様子（不注意）、落ち着きがなく行動をコントロールで

きない様子（多動性）、衝動的な感情を抑えられない様子（衝動性）が見られます。 

▼学習障害（LD）⇒学習障害は、知的発達には遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」などの特定の

能力を要する学習が極端に困難な障害。知的発達には遅れが見られないものの、読み書きや会話、計算などの特定の能

力を要する学習に困難を生じる障害。「読み」に困難がある読字障害（ディスレクシア）、「書き」に困難がある書字表出障害

（ディスグラフィア）、算数・推論に困難がある算数障害（ディスカリキュリア）に分類されます。 

 

【 脳神経多様性（発達障害）の原因と対策を取らないことでの二次障害 】 

▼一人ひとりに多様な症状が表れ、症状の背後にある要因も複雑で、すべての方にあてはまる単一・共通の原因はないとい

われています。現在有力とされているのは、「遺伝的要因と環境要因が相互に影響しあって発達障害の症状が表れる」と

いう説で、「親のしつけ方・育て方が悪い」「親の愛情不足」といった心因論は現在では医学的に否定されています。 

▼何も対策をしない⇒勉強や社会生活がうまくいかず自信を無くす⇒対人恐怖症や不安障害などの二次障害が発生⇒う

つ、引きこもりなど内的症状や、反抗的・攻撃的になり、万引きや暴力、虐待、性暴力加害などの反社会的な行動を起こし

てしまうことも。アルコール依存や薬物依存なども二次障害のひとつと考えられます。 

 

【 無料で利用できる行政サービスに相談してみよう 】 

▼発達障害者支援センター…生活から仕事に関することまで、発達障害に関する幅広い相談を受けています。施設によって

は、発達障害かどうかの診断の目安となる発達検査を受けられることがあります。 

▼障害者就業・生活支援センター…ハローワークや病院、その他関係機関と連携しながら、障害のある方の生活から仕事の

ことまで一体的に支援しています。 

▼相談支援事業所…一人ひとりに適した障害福祉サービス等の利用についての案内をし、就職に向けての準備や就職後の

定着支援などのサービス等利用計画の作成や見直しを行っています。 

 

【 家庭内での対処の例 】 

▼できたことをほめるできないことを叱らない。努力している点やうまく行っている点をほめたうえで、できなかったところは、

どのようにすればもっとよくなるかを肯定的、具体的に伝えましょう。 

▼視覚的な情報を提示して説明する。言葉で言われるよりも、目で見て分かる情報のほうが理解しやすいといわれていま

す。その人が理解している言葉を使い、写真や絵などを添えて説明してあげると、理解しやすくなります。 

▼説明や指示は短い文で、順を追って、具体的に。あいまいな表現を理解するのが苦手です。短い文で、一つずつ順を追っ

て、具体的にすることなどを配慮しましょう。話を理解しやすくなり、見通しがもてるようになります。 

▼安心できる環境を整える。自閉症の人たちは、人混みや大きな音、光などの刺激を苦手とする人が多くいます。そのような

刺激による不快感を大きくしないよう、安心できる環境をつくってあげましょう。 

▼善悪やルールをはっきりと教える。暗黙の了解や社会のルールが分からないことがあります。いけないことや迷惑なこと

（他者の安心安全を奪うこと）は、はっきり教えましょう。注意したり、叱ったりするだけでは、どうしたらよいのか分からない

ので、具体的にどのようにしたらよいかを教えましょう。人とコミュニケーションをとる際の、カラダのタッチの仕方。→性的

接触の基本となる。（資料6ページ「お互いの境界線を大切にしよう」参照） 

▼発達障害の子ども（人）を温かく見守る。子どもが騒いだり、パニックを起こしたりしているとき、「なぜ親は叱らないんだ」と

いら立つ場合があるかもしれません。しかし、発達障害の子の中には、少しの時間待つことで無理に叱るよりも早く混乱か

ら抜け出せることもあります。周囲の人にこうした知識があるだけで、本人も家族も楽になれます。 

【出典】政府広報オンライン『配慮する ～一人一人の特性を理解しよう～』 

 https://www.gov-online.go.jp/featured/201104/contents/hairyo.html  
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【 なぜ、逃げないのか、逃げられないのか 】 

■逃げる場所（安全な住居）がない。実家・友人宅は追ってこられる危険性がある。（ストーカー行為） 

■被害を他者に訴えようとした場合、「殺すぞ」など脅されていたり、別れた後の報復に対し強い恐怖を感じていたりなどで、加害

者のもとから離れることができない。  

■実母や相手の母親から「あなたの我慢が足りない」「もっと優しくしてあげて」などと責められ、自分が悪いと思ってしまう。 

■子どもがいる場合、子どものたにも父親が必要ではないか、子どもの将来を理由に、離婚に踏み切れない被害者も多い。 

■最低限の金銭しか渡されていない、働きに行かせてもらえない等の状況から被害者は別れた後の生活どころか逃げ出すため

のお金もないこともある。経済的見通しが立たない。 

■暴力のあと加害者が謝ってきたり、「別れないでくれ」と泣かれたりして、「もう暴力はふるわない」を信じてしまう。 

■加害者の家族や友人が、加害者のウソやゴマカシに騙され、加害者の味方になるため、被害者が責められる場合がある。 

■自分だけが「損する」のが嫌で闘ってしまう。（例）何十年も我慢してきたから。この家から自分が出るのが嫌だから。 

■自分のパートナー選びを間違っていたと認めたくない。（周囲へも思われたくないなど） 

■親や親せき、友人や地域の人に「DVで悩んでいる」と知られたくない。 

【 DV被害者への対応 】 

■被害者の話を落ち着いて聞き、批判的な態度をとらない。（NG例）「あなたがそんなこと言うから」「それくらい、みんな言われて

るわよ」等⇒否定されたと感じ、以降の支援に繋がらなくなる場合がある。 

■DVがなぜ起こったのかという原因や、その意味より「何が起こったか」のみ尋ねる。「叩かれた、押された、つかまれた、脅され 

た、後をつけられた」等。 

■語彙や、言葉の使い方を丁寧に聞き、情報を集め、「あなたの味方である」ことを伝える。 

【引用文献】保健・医療のためのDV対応トレーニングマニュアル（2005）Family Violence Preventhion Fund(編著者） 

【 DV加害者への対応 】 

■相手があなたを怖がっているなら冗談のつもりでも、脅かすつもりでなくても暴力であることを伝える。 

■「ついカッとなっただけ」に同意しない。 

■「原因は、相手にある」から暴力をふるっていいわけではない。 

■首を絞めても「抱きしめただけ」などという過小評価に騙されないよう注意する。 

■大声で怒鳴る、罵る、脅す、無視するなど。 

■バカ・死ね、容姿についてなど傷つく言葉を言う。 

■「別れたら死ぬ」「お前のせいだ」などと言う。 

■大切にしているものを壊したり捨てたりする。 

■生活費を渡さない。勝手に借金する、させる。 

■働きに行かせない、無理に働かせる。 

■子どもにパートナーどうし（婚姻問わず）の暴力を見せる。 

■子どもに「しつけ」と言って体罰（暴力や食事を与えない等の罰）を与える。 

■子どもをバカにする、人と比べる、「生まれてこなければよかったのに」等と言う。 

■可愛がってやると言って子どもに性的な接触をする。 

子どもへのこのような関わり方は、子どもの心を深く傷つけ、その後の生きづらさに繋がります。また目

の前で暴力を見せられたり暴言を聞かされ続けた子どもの脳は萎縮し、注意力、視覚的な記憶力が

低下することが研究でわかっています。 

■行動の制限や、報告の強要、メール等のチェックや監視。 

■友人、親族との関りを制限する。 

■明確な同意が無いのにセックスを強要する。 

■性的な写真や動画を同意なく撮ったり見せたりする。 

■避妊に協力しない、中絶を強要する。 

DV（暴力）の特徴 

 

 

 

 

 

内閣府男女共同参画局 

DVの子どもへの影響 

 

 

 

 

 

内閣府男女共同参画局 

少しでも思い当たることがあったら、 

一人で悩まず支援機関に相談しましょう。 

これDV＝暴力です 
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【 パートナー関係チェックリスト 】 監修/広瀬貴子 

 １：その通り  ２：少しそうだ  ３：どちらでもない  ４：あまりそうではない  ５：全く違う         

A：期待と現実 自分 相手 

①パートナー間のズレは、時間が解決してくれるものだと思う。   

②パートナー関係って、やっぱり一緒に過ごす時間が重要！   

③相手の嫌いなところは、結婚してからのほうが改善しやすい。   

④相手のことで、知りたいことは、もうちゃんとわかっている。   

合計   

B：日常のこと 自分 相手 

①相手のヤキモチが、ちょっと煩わしい
わずら

ことがある。   

②「なんで、そんなことで怒るの？」と思うことがある。   

③一人で暗くなっているパートナーが気になることがある。   

④ちょっと、束縛しすぎなんじゃないの？と、ときどき感じる。   

合計   

C：コミュニケーション 自分 相手 

①話をしていて、「ん？まるめこまれてる？」と感じることがある。   

②「こうしてほいし」と素直に言えないことがある。   

③相手の言うことに「ホントかなぁ？」と、疑ってしまうことがある。   

④相手が怒ってしまうのが心配で、つい意見を合わせてしまうことがある。   

合計   

D：ささいなトラブル 自分 相手 

①お互いが、別の意見を持っていて当たり前だと思う。   

②後で思うと、くだらないことでケンカになることが多い。   

③ケンカをしていても、相手を思って言葉を詰まらせることがある。   

④私の考えが違うと、真剣に取り合ってくれないと感じる。   

合計   

E：お金のこと 自分 相手 

①私たちは、けっこう楽天的などんぶり勘定派だ。   

②今の収入で、やっていけるのか、ふと不安になる。   

③まだ、完済していないローンや借金を、どちらかが持っている。   

④今後、どちらが財布を握っていくのか、気になる。   

合計   

F：余暇の過ごし方 自分 相手 

①趣味やレジャーを、いつも共有しなきゃいけない！と、プレッシャーに感じる。   

②無趣味なパートナーが、ちょっと気になる。   

③笑いのツボがずれていても、かまわないと思う。   

④パートナーと一緒じゃないと、何をしていても楽しくない。   

合計   
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１：その通り ２：少しそうだ ３：どちらでもない ４：あまりそうではない ５：全く違う 

G：セックス 自分 相手 

①裸を見られるのは、ちょっと恥ずかしい。   

②パートナーは、セックスに関する知識があまりない。   

③セックスに関する興味のポイントが、ズレていると感じて気になる。   

④セックスに関して、積極的すぎるパートナーに引いてしまう。   

合計   

H：家族・友人について 自分 相手 

①実は、私たちの結婚を反対している親族や友人がいる。   

②パートナーの実家との仲の良さは、私的には異常だと思う。   

③パートナー側の実家・親戚に関わりたくない人がいる。   

④今後、どちらかの実家の事情に振り回されそうで不安。   

合計   

I：夫・妻 とは 自分 相手 

①夫は家庭の大黒柱。生きがいをもって仕事をするべき。   

②共働きでも、妻が家事を仕切るのが普通と思う。   

③住まいは、夫の通勤環境を重視する。   

④子どもが小さい間は、やっぱり妻は家に居るほうがいい。   

合計   

J：子育て・両親 自分 相手 

①「子どもは何人ほしい」という意見は、パートナーで一致している。   

②私たちは、子育てに関する価値観が同じである。   

③私の両親は、パートナーのことが好きだと思う。   

④パートナーの親との同居は受け入れられる。   

合計   
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【 パートナー関係チェックリスト 結果の見方 】 

ミネソタ大学の家族心理学者デイビッド・オルソン博士ら研究チームの手で開発され、科学的に立証された結婚前の

カップルのための「プリペア質問表」を、アレンジしたものです。 

このプログラムで大切なのは、一致することではなく、どの部分が、どう違うのかを「知っているかどうか」です。

「だいたいわかる」と「話をして知っている」とは意味が違います。価値観の違いを一致させることにとらわれず、

「そう考えているのね」と受け止めることでパートナー関係は良好になっていきます。 

「わかっているつもり」は、相手の意見が少しでもズレたときに、期待から不安や怒りを招いてしまいます。「違

う」を「一致する」に近づけることが円満なのではなく、そのことについて「話ができるか」がステキなパートナー

関係のスタートラインです。 

 

各カテゴリーの4つの回答を合計。10点をボーダーラインとして、 

それ以上だと、やや高い～高い。それ以下だと、やや低い～低い と判断し、結果の参考にしてみて下さい。 

 

A：期待と現実 

得点が高いほど現実が見えています。低いほど、幻滅することになります。 

B：日常のこと 

得点が高いと性格がいい、低いと理想ではないと感じているかも？ 

C：コミュニケーション 

得点が高いほど、お互いの気持ちを上手く相手に伝えられています。 

D：ささいなトラブル 

ケンカになった場合、得点が高いほど、うまく解決できます。 

E：お金のこと 

得点が高いほど、一致し、納得している。高いほど不安定？ 

F：余暇の過ごし方 

2人の時間と、自分の時間をバランスよく楽しめていますか？ 

G：セックス 

得点が低く、モヤモヤしていたら、勇気を持って、話をしてみましょう。 

H：家族・友人について 

得点が高いほど、家族や友人との付き合いに満足しています。 

I：夫・妻 とは 

得点が低い場合は、「男は外、女は家で」という、「昭和型夫婦」の固定概念が強いかも。 

J：子育て・両親 

子育て、老後についても、ちゃんと話ができていますか？ 
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【 自立度チェック 】 
〇：できる  △：時々できる  ×：全くできない 

 自分 相手 

朝は自分で起きる   

掃除をする（部屋・食器洗い・風呂・玄関・サッシ等）    

衣服を洗濯して、決められた場所に畳んで収納できる    

季節の衣替えが自分でてきる   

カッターシャツのアイロンがけができる   

旅行や出張の準備   

自分以外の家族の下着を洗濯して干すことに抵抗がない   

トイレットペーパーなど日用品のストックを知っている   

ごみの日を知っていて分別して出せる   

印鑑や保険証書、重要書類などがどこにあるのか知っている   

鍋やフライパンが、いくつあるか知っている   

調味料の場所を知っていて、今あるもので自炊できる   

家に来客があるとき、お茶を出すことができる   

家族・パートナーの友人の名前を３人以上知っている   

隣近所の人と気軽に挨拶や話ができる   

「自立」とは、「人の助けを借りないで自分だけの力でやっていくこと。独り立ち」（小学国語辞典 第五版/文栄堂）とありますが、人

の助けを借りないということは、家も自分で建てなければいけませんね。水道もガスも電気も衣服も、食材を育てたり、調達した

り・・・と考えると、人の助けを借りないで生きることって、世の中のどれくらいの人ができるでしょうか？  

本当の自立とは、自分にできることと、できないことを知って、できないことは、助けてもらう、助けてと言えること。また、社会の中

に「つながる」ことも、「自立」に大切な要素です。社会と繋がるチカラをつけられるように、日頃から家族で話し合って、「生きる」こ

とを共有していけるといいですね。 

【 家族力（家族の絆）を UPさせるファミリーミーティング 】 

普段から「ネガティブ感情」を認める会話や体感。なんでも言いあえる環境へ。 

①用意するもの。→ミーティングノート（記録に残すために）・筆記用具・好きな飲み物や、おやつ等 

②リラックスできる音楽などがあれば小さめに流す。 

③ルールの説明（毎回全員で行う）→否定、批判、お説教、ダメだしは、一切しません。 

④テーマ（議題）を決める。 

（例）居心地よい楽しい家・スマホやゲームの使用・塾や習い事・休日どうする？貯金について・老後の暮らし等。 

⑤「どうやったらイイと思う？」「どう考えたらイイと思う？」それぞれが、自由に意見を出す。 

⑥「使える！」と思う意見をそれぞれがピックアップ。（ここでも、「これは○○だから無理」などの意見は出さない。「これ出来そ

う！」に限定） 

⑦意見のまとめ。全員が良い意味で「妥協」できるように。とりあえず一度試してみる！！（体感大事！） 

⑧決めたことを、家族が見える場所に貼って、実行。 

⑨実行してみて、不具合が起きてきたら、誰からでも「ファミリーミーティング」開催希望を出す。 

⑩次のミーティングでも「ほらやっぱりダメだったじゃない」は NG。どこまでも「進化・成長・向上」していることを「意識」する。 

【 家族は「チーム」チームワークの良い家族を目指そう！ 】 

 

 

 

血のつながりや婚姻に関係なく、一つ屋根の下に２人以上が生活を始めたら「チームメイト」！！ 

●それぞれを尊敬しあう。お互いの存在に感謝する。感謝は自分から伝えよう。 

●家族（チーム）内に「勝ち負け」は不要。どうしたらお互いが心地よくすごせるかな？ 

●安心・安全・泣けるチーム。泣き言こそ分かち合える「居心地のよいチーム」を目指そう！ 

●お互いの特徴（得意・不得意）を知って、補い合う関係を築こう！ 
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【 お互いの心と体のことを知ってズレを解消！ 】 

女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【産前産後の女性の心と体の変化（個人差はあります）】 

月経がある女性は、常に女性ホルモンの影響を受けるため、 
個人差はありますが、体調や気分（感情）が浮き沈みしやすいのです。 

●妊娠中は、赤ちゃんが成長するために母体にさまざまなホルモンが大量に分泌されるため、より気分（感情）の浮き

沈みが大きく出やすくなります。 

●産後、エストロゲンとプロゲステロンというホルモンの急激な減少により、不安感や孤独感を強く感じやすくなります。 

●産後、乳腺を刺激して、乳汁を分泌する働きをするプロラクチンというホルモンは、性欲を減退させます。 

●ママは赤ちゃんと触れ合うことが多いので、必然的に信頼感が増すオキシトシンというホルモンが分泌されます。これ

により、ママと赤ちゃんの絆は深まるのですが、関わってこない人には敵意を感じてしまうこともあるそうです。パパは

積極的にママをいたわる行動をとりたいですね。「パートナー間が円満になるために」の項目を参考にしてみましょう。 

【 男性ホルモンは健康に大きく影響しています！ 】 
●皮膚 体毛、皮脂合成 

●筋肉 筋肉量、筋力増加 

●肝臓 血清タンパク合成 

●骨髄 幹細胞刺激 

●骨 骨身長増加、骨端閉鎖 

●脳 うつ、性欲、記憶、認知力、集中力 

●腎臓 エリスロポエチン（造血因子）を刺激 

●生殖器 ペニス（陰茎）の発育、造精機能、前立腺への作用 

男性ホルモンは、脳からの指令で調節されており、95％は精巣（睾丸）でつくられます。精巣の健康を保つためには体温より 2～3℃低めが

適温。陰嚢が温度調節しやすいように風通しの良い下着を着用しましょう。またストレスや睡眠不足により脳が疲れていると男性ホルモンを

つくる指令が出にくくなるので、良質な睡眠、バランスの良い食事を心がけましょう。 

■疲れた時ほど性欲が増す？ 

→睡眠不足や疲労などのストレスでホルモンバランスが崩れているだけ。休息をとりましょう。 

■妻の性欲が落ちた原因が子どもにあると感じ、子どもに敵意を持ち、虐待に繋がる？ 

 →上に記載してあるように、夫が嫌いになったわけではなく産後の女性ホルモンによる影響であることを知り 

思いやりを持ってコミュニケーションをとりましょう。 
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【 伝え方 】 

▼幼いころの心と体の記憶が「出来事」をきっかけに「感情」を思い出す。 

▼健全な「怒り」もある。尊重されない扱いを受ければ、怒りを感じることは健全。ただし、「怒り」の出し方が問題。暴言や暴

力で訴えるのは、結果的に、「自分のより良く生きたい心」を傷つけてしまう。瞬間の怒りは、「上半身だけ 100ｍダッシュ７

秒」身体から発散して、ちゃんと出す。からの～深呼吸～。からの、自分と向き合うカウンセリングなど、心の根っこにある

「不安」や「恐れ」に気づいて癒す作業ができたら、よりGOOD！ 

▼穏やかに「やさしく丁寧な伝え方」を家族みんなでやってみよう！ 

▼生きるために必要な家事（調理・買い物・片づけ・掃除・洗濯など）は男女関係なく、誰もが心地よく、楽しくできるように、 

『家事（出来事）＝楽しい（感情）』をセットにしよう！ 

▼LINEや、SNS等で「文字」では「感情」が伝わりにくいため、大人でも誤解やトラブルが生じやすい。子どもたちに使用させ 

る場合は、時々親がチェックする条件をつけるなど、注意が必要。 

▼「意識するワーク」で感じたように、「何を意識」するかで、見え方が変わってくる。 

▼イライラしたら、タイムアウトもあり。（その場から一旦逃げるもアリ！） 

▼自分の好きな風景を思い出して、その時の表情、気持ちを味わう。 

▼伝え方の工夫。 

（例） 

①語尾に「ニャン」をつけてみる。 

②モノを擬人化する。 

③目が合ったら笑顔（変顔）。 

④外人風に伝える。 

⑤抑揚をおおげさに付けてみる。 

など、伝え方の工夫も、ファミリーミーティングで出し合って、楽しく実行してみよう！ 

 

 

【 ワーク ： でかこけ 】 

【参照】藤岡淳子（2014）『非行・犯罪心理臨床におけるグループの活用～治療教育の実践～』（誠信書房）ｐ75より「考え」と「感情」を分けたものです。 

出来事・考え（感情）・行動・結果の日本語の頭文字をつなげて「でかこけ」 
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【 子どもたちのコミュニケーションのお手本に！！パートナー間が円満になるために！！ 】 

我が家で実行しているコミュニケーションです！ 

▼スキンシップ・ファミリーマッサージ  

行ってきますの握手や普段出かける時に手をつなぐ事、手や足、背中をさするなどのスキンシップは、するほうもされる

ほうも、オキシトシンやセロトニンといった幸せホルモンが分泌されるそうです。これにより自律神経が整い、脳の疲れ

も取れて、ストレスも軽減されます。「ちょっと背中マッサージさせてもらってもいい？」「今日はパパを皆でマッサージ！」

など伝えて、ファミリーマッサージ大会もいいですね！実際にこれを実行された DVに遭っていた方は、夫が優しくなり、

離婚を思いとどまったと報告してくださいました。 

 

▼話をする時間をつくる  

離婚をする夫婦間には会話が少なくなるといった統計があるように、業務連絡ばかりではなく、たわいもない会話でも

パートナー間で楽しむ時間を作るのが大切です。たわいもない話こそ「どうでもいい話なんやけど～」となど枕詞を付け

て、会話を楽しんでみましょう。「今日、嬉しかったこと」などのテーマで話すのもいいですね。ポイントは自分の話をする

だけでなく相手の話を聞いて相手のことを知りたいと、興味を持ち続けることが大切です。趣味や最近気になっているこ

と、好きなことを話してもらう。（今なかったら、過去にハマっていたことなど） 

 

▼感謝の気持ちや愛情を口に出す  

「お仕事ご苦労様、ありがとう」「お掃除ありがとう」と感謝を伝えたり、男性の場合「好きだよ」と口にするだけでも男性ホ

ルモンの増加が見られるそうです。男性ホルモンは、生殖系だけでなく、皮膚、骨、筋肉、腎臓、肝臓など男性の体の健

康と心理面にも大きく影響します！また、感謝の気持ちで心臓のリズムが規則正しく整うことが最近の研究でわかってき

ています。心臓のリズムが規則正しく整うことで、脳のα波が呼吸、血圧等にシンクロ、健康になり、幸福感が上がると

言われています。伝えることで自分もパートナーも、心と体が健康に！ 

 

▼二人でデートに行こう！  

時には、二人だけででかけてみましょう。ウォーキングもいいですし、デートに行くこともステキですね。例えば、有給休

暇が取得できる仕事に就いている方なら、ゆとりのある生活をするために与えられる休暇のことで、法律で定められて

いるものですから、ワークライフバランスを考える上でも、有給休暇の一部でいいので、平日デートに使ってみてはいか

がですか？女性も男性もドキドキしたり幸福を感じたりすると、精神を安定させる働きがあるホルモンの分泌量が増え、

肌ツヤが良くなったり、特に男性は心筋梗塞や脳梗塞、認知症の予防にもなるそうです。特に中高年は、積極的にゆっく

りできる時間を作って、ホルモンバランスを整えることが、お互い健康的に過ごす大きなポイントです。 

 

▼え～そんなのできな～い！！って方へのワンポイントアドバイス！  

これまで習慣になっていた「行動」は、感情や考え方から「行動」を起こしています。 

もし、今の環境や、しんどさを変えたいと思っているなら、「感情」は 

伴わなくてもいいので、まずは「行動」を変えてみましょう。 

ネガティブな思考（ムカつく！・寂しい・悔しい・悲しいなど）を 

消そうとしなくてもOKなのです。まずはネガティブを認める。 

からの～ポジティブに転換する。例えば「イラっとするよね～（認める） 

でも、ポジティブに考えてあげるもんね～自分エライね～」という風に。 

どちらの思考、感情も大切な自分の気持ちなのです。 
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【 私、柳谷和美は、なぜ性暴力、DV、虐待について語ることにしたのか？ 】 

▼自分の気持ち（特にネガティブな感情）や出来事（特に困ったことや悩み）を言えない家庭環境。親の顔色をうかがい、常に

ビクビクしていた。日頃から、親や大人に「イヤだ」「やめて」（不快であること）を伝えることを許されていなかった。「イヤだ」

「やめて」と伝えていいことを知らなかったし、知っていたとしても怖くてできなかった。18才から 21才まで付き合った相手

からの暴力（デートDV被害）さえ「自分が怒らせるから悪い」と自分を責め、助けを求めることすら想像できなかった。暴力

を受け入れる生き方になっていた。 

▼体罰容認の親から、「言うこと聞かなければ叩いてでも従わせる」ことしか学習できなかった。叩かない子育て、怒鳴らない

子育ての仕方がわからない。誰も教えてくれない。無免許運転で暴走しているような状態。 

▼機能不全家族の中で、「ネガティブな感情」を否定する育てられ方は精神的虐待と知った。「こわがらせて操る」のは精神的

虐待であり、「自己肯定感」を持てない生き方につながる。「自己肯定感」が低ければ、自分の存在を否定するので、他人や

子どもの存在も認められない。 

▼子どものころ、ネガティブな感情を表出したとき、暴力や暴言で抑え込まれていたので、自分が母親になり、子どもがネガ

ティブな感情を表出したとき（泣いたり、駄々こねしたり）に、同じように暴力や暴言でしか対応できなかった。（虐待の連鎖）

「優しくしなければ」と、うわべの理解（頭だけ）ではできなかった。優しくするためには、傷ついた心を癒す作業（カウンセリ

ングやセラピー、心理教育）と並行して、優しくしてもらう体験＝友達、パートナー、支援者など「大好き」「あなたは、あなた

だから大事」などの声かけや、気持ちに寄り添ってもらうなど、長期にわたる継続的な体験が必要。 

▼「怒り」は、心の傷の SOS信号だが、その「怒り」で被害後に加害側になってしまっていた。「怒り」ではなく「泣ける」ことが必

要だと知らずに、「怒り」を巻き散らして、多くの人を傷つけてしまった。 

▼「命」を学ぶ機会がなかった。正しい性教育（命の誕生、生命の神秘、自分の体を大切にすること（特にプライベートゾーン

を人に見せない、触れない、触れさせない等））を誰も教えてくれなかった。０歳から、年齢に合った性教育をされていれ

ば、性被害を最小限に食い止めることができたと痛感。一人でも性被害で辛い想いをする子どもを本気で無くしたいから。 

▼親の姿から「夫婦」とは、お互いの顔色を伺いながら、本音が言えない、世間体第一の関係だと学習した＝DVのモデル

（他者優先・自己犠牲）それ以外は、子どもには想像不可能。親（大人）から意識革命が必要だと感じた。 

▼被害後ケアがないと無力感と異常行動、加害行動へ。→自傷、自殺、自殺未遂の繰り返し、不安、抑うつ、薬物依存、摂食

障害、家出、非行など逸脱行動、虐待経験の再演、性化行動（人前での頻繁な性器いじり、他の子どもへの性的加害行

為）、無差別性的行動（たとえば援助交際など）性被害やその他の暴力や搾取を繰り返し受ける、パニック障害、フラッシュ

バック、解離、感情鈍磨、健忘、複雑性PTSDの諸症状。→心の傷のケアが必要。表面上の対応では結局繰り返してしま

う。（参考文献：森田ゆり（2008）『子どもへの性的虐待』（岩波新書）18-19ページ）なるべく早くに、話をしっかり聞いてくれる人、援助をしてく

れる人に出会えたかが大切。私の場合、子どもだから「忘れるだろう」とケアされず、被害を「認識」してから自己崩壊につ

ながってしまう体験をしたから。 

▼被害後、「性暴力を受けた」という認識が無く、ただ体に残った感覚に「あれはいったい何だったのか？」ということを思い出

し続け、わけもわからずマスターベーションに耽っていた自分は「いけないことをしている悪い子」だと思い続けていた。自

責しながらも、その感覚に執着し、身近な子どもへの「性加害」に繋がってしまった。何より、自分が加害側になってしまっ

たことが、さらに自己嫌悪、自傷行為のスイッチとなったことが一番辛く苦しいことだった。だからこそ、年齢に合わせた性

教育をしなければ「子どもらしい子ども時代」を生きることも奪ってしまうことを知ってほしい。 

▼事件、事故、虐待などが起こったときの瞬間に凍りつき反応がある。いわゆる固まる状態。防衛のため。ショックすぎると

笑ってしまうこともある。（参考文献：ピーター・リヴァイン（2008）『心と身体をつなぐトラウマセラピー』（雲母書房））子どものころ、それを知ら

ず、父親に怒鳴られて、叩かれているのに、ニヤニヤしてしまう自分は、人間として異常だと思っていた。 

▼子どもへの性暴力は、可愛がりや遊びの延長線上にあることが多く、子どもが「暴力」と認識しにくい。しかも性暴力加害者

が家族や身近な大人からの被害の場合、口止めされたり、「お前はいけない子」など自責させるようなことを言われ混乱し

てしまい、SOSすら出せない→子どもの SOSに気づける大人を養成していくことが大切。（バイスタンダーの重要性） 

▼まずは親（大人）が傷ついた心と向き合い、癒され、慰められ、涙を流し、気持ちを受け止めてもらって、はじめて子どもの

気持ちを受け止められる心が育つ。暴力の連鎖を経験したが、心理教育を受け、学び、日常生活で実践し、自分と家族と

向き合う中で、非暴力の子育てができること、自分を大切にする生き方ができると確信できた。 

▼「知らない」ことで私のように長期にわたって苦しむ人を無くしたい。被害も加害も予防したい。 

▼性暴力被害を訴えた場合、被害者が責められる傾向にある。（ついていったあなたが悪い、あなたにも隙があったんじゃ

ないか、逃げられたでしょう、つきあってたんだから、夫婦なんだから等）どんな理由があっても、明らかな同意が無い性

的接触は暴力であり、加害者が加害を「選んで」いることを認識してほしい。 

▼例えば加害者が受刑すれば「刑務所」という住む場所、食事、仕事が与えられ病気になれば診察が受けられ、出所しても

保護司などが付くなど手厚い一方で、被害者は通院やカウンセリング等自分で探し、費用は自腹、支援に繋がることが困

難。被害を訴えた場合、行政や専門機関での心と体のケアを無料で受けられるシステムを構築してほしい。 
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【 参考文献 】著者名50音順・同著者発行年順・敬称略 

▼浅井春夫（他4名）（2014）『あっ！そうなんだ！！性と生～幼児・小学生そしておとなへ』（エイデル研究所） 

▼浅井春夫（2020）『包括的性教育～人権、性の多様性、ジェンダー平等を柱に～』（大月書店） 

▼阿部秀雄（2015）『子どもの泣くわけ」（二見書房）※2005年（リヨン社）刊行『子どもの「泣く理由』がわかる本』の改題、加筆・修正本。 

▼網谷由香利（2009）『こころの病が治る親子の心理療法』（第三文明社） 

▼伊田広行（2015）『デートDV・ストーカー対策のネクストステージ～被害者支援/加害者対応のコツとポイント～』（解放出版社） 

▼岩室紳也（2013）『イマドキ男子をタフに育てる本』（日本評論社） 

▼岩室紳也/監修（2014）『男の子が大人になるとき ドキドキワクワク性教育④』（少年写真新聞社） 

▼岡本茂樹（2016）『いい子に育てると犯罪者になります』（新潮新書） 

▼キャロライン・M・バイヤリー（著）宮地尚子（監訳）（2010）『子どもが性被害をうけたとき～お母さんと、支援者のための本～』（明石書店） 

▼斎藤学（2020）『「愛」という名のやさしい暴力』』（扶桑社） 

▼早乙女智子（2011）『おとなの楽習 保健体育のおさらい 性教育』（自由国民社） 

▼杉山登志郎（2007）『子ども虐待という第四の発達障害』（学研教育出版） 

▼染矢明日香（2015）『マンガでわかるオトコの子の「性」』（合同出版） 

▼友田明美（2012）『新版 いやされない傷～児童虐待と傷ついていく脳』（診断と治療社） 

▼友田明美（2019）『脳を傷つけない子育て～マンガですっきりわかる～』（河出書房） 

▼沼崎一郎（2002）『なぜ男は暴力を選ぶのか～ドメスティックバイオレンス理解の初歩～』（かもがわブックレット） 

▼野坂祐子・浅野恭子（2016）『マイステップ 性被害を受けた子どもと支援者のための心理教育』（誠信書房） 

▼野坂祐子（2019）『トラウマインフォームドケア～“問題行動”を捉えなおす援助の視点～』（日本評論社） 

▼林愼吾（2011）『ヒトはなぜ幼児を虐待するのか』（たま出版） 

▼ピーター・リヴァイン（2008）『心と身体をつなぐトラウマセラピー』（雲母書房） 

▼藤岡淳子（2006）『性暴力の理解と治療教育』（誠信書房） 

▼藤岡淳子（2007）『犯罪・非行の心理学』（有斐閣ブックス） 

▼藤岡淳子（2019）『治療共同体実践ガイド～トラウマティックな共同体から回復の共同体へ～』（金剛出版） 

▼松本俊彦・岩室紳也・市川潤哉（2016）『中高生からのライフ＆セックスサバイバルガイド』（日本評論社） 

▼メグ・ヒックリング（1999）『メグさんの性教育読本』（木犀社） 

▼森田ゆり（2002）『癒しのエンパワメント～性虐待からの回復ガイド～』（築地書館） 

▼森田ゆり（2007）『ドメスティックバイオレンス～愛が暴力に変わるとき～』 

▼森田ゆり（2008）『子どもへの性的虐待』（岩波新書） 

▼森田ゆり（2018）『虐待・親にもケアを～生きる力をとりもどすMY TREEプログラム～』（築地書館） 

▼森田ゆり（2021）『トラウマと共に生きる：性暴力サバイバーと夫たち＋回復の最前線』（築地書館）←柳谷和美 約50ページ寄稿しました。 

 なぜ、柳谷和美が「性教育」を、早期からはじめたほうが良いのか、幼少期の被害体験と、その後の生づらさを赤裸々に綴っています。 

▼やまがたてるえ（2012）『１５歳までの女の子に伝えたい 自分の体と心の守り方』（かんき出版） 

▼ユネスコ編（訳：浅井春夫・艮香織・田代美江子・福田和子・渡辺大輔）（2021）『国際セクシュアリティ教育ガイダンス【改訂版】』（明石書店） 

▼リヒテルズ直子（2018）『０歳からはじまる オランダの性教育』（日本評論社） 
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【 参考インターネットサイト 】 『 』内の言葉で検索してください。サイト名50音順 敬称略 

▼『子ども情報ステーション ぷるすあるは』 精神障がいやこころの不調、発達凸凹［デコボコ］https://kidsinfost.net/ 

▼『子どもの性の健康研究会』子どもの性被害・加害対応などリーフレットのダウンロードもあります。 http://csh-lab.com/ 

▼『セイシル～知ろう、話そう、性のモヤモヤ～』中高生が抱える性のモヤモヤに答えるメディア https://seicil.com/ 

▼『性の健康医学財団』性感染症など、性の健康について https://www.jfshm.org/ 

▼『性の権利宣言』 ←このワードで検索。性の権利は、人権ということがよくわかる「性の健康世界学会（WAS）により採択された宣言。 

▼『政府広報オンライン 発達障害』 発達障害って、なんだろう？ https://www.gov-online.go.jp/featured/201104/contents/rikai.html 

▼『正しいコンドームのつけ方ピルコン＆Link-R』正しいコンドームの付け方（youtube） https://www.youtube.com/watch?v=0N8fZyC22xg 

▼『日本産婦人科医会 思春期ってなんだろう？性ってなんだろう？2019年度改訂版』 

http://www.jaog.or.jp/about/project/document/shisyunnkibunnkatsu/ 

▼『日本性教育協会』 https://www.jase.faje.or.jp/ 

▼『Human+女と男のディクショナリー』思春期から老年期までの性の健康 http://humanplus.jp/ 

▼『命育（めいいく）』家庭でできる性教育サイト・医師専門家×ママクリエイターによる https://meiiku.com/ 

▼『もふもふネット』性加害・性被害の治療教育プログラム、専門研修など https://mofumofunet.jimdo.com/ 

▼『LITALICO リタリコ 発達ナビ』発達障害ポータルサイト https://h-navi.jp/ 

 

【 性暴力被害 ・ デートDV ・ 予期せぬ妊娠 ・ 性の悩み ・ 痴漢 ・ 盗撮 ・ AV出演強要被害など相談窓口 】 

▼デートDV110番（火・水・木 午後7～9時、土 午後6～9時）  050・3204・0404  https://ddv110.org/  （LINE相談可能） 

▼全国妊娠SOSネットワーク https://zenninnet-sos.org/contact-list  （全国の妊娠相談窓口一覧あります） 

▼NPO法人ぱっぷす（ポルノ被害と性暴力を考える会）  https://paps.jp   メール： paps@paps-jp.org  050・3177・5432（24時間） 

LINE:@paps 

▼NPO法人SEAN（大阪）ポルノ被害相談  https://sean-psoudan.jimdo.com/  メール： psoudan@npo-sean.org 

▼一般社団法人社会的包摂サポートセンター よりそいホットライン  https://www.since2011.net/    0120・279・338（24時間） 

岩手・宮城・福島からは 0120・279・226 

▼NPO法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止全国ネットワーク    06・6995・1355（火曜午前11時～午後7時） 

▼キュアタイム（月・水・土 午後5～9時）性暴力の悩み相談  https://curetime.jp/  （チャットで相談可能） 

 

▼全国の主なワンストップ支援センターの連絡先   全国共通短縮ダイヤル #8891 

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html 

 

▼北海道  性暴力被害者支援センター北海道「SACRACH（さくらこ）」 050・3786・0799 函館・道南SART（サート） 0138・85・8825 

▼青森県  あおもり性暴力被害者支援センター 017・777・8349 

▼岩手県  はまなすサポート 019・601・3026 

▼宮城県  性暴力被害相談支援センター宮城 0120・556・460（県内専用） 

▼秋田県  あきた性暴力被害者サポートセンター「ほっとハートあきた」 0800・8006・410 

▼山形県  やまがた性暴力被害者サポートセンター「べにサポ やまがた」 023・665・0500 

▼福島県  性暴力等被害救援協力機関SACRAふくしま 024・533・3940 

▼茨城県  性暴力被害者サポートネットワーク茨城 029・350・2001 

▼栃木県  とちぎ性暴力被害者サポートセンター「とちエール」 028・678・8200 

▼群馬県  県性暴力被害者サポートセンター「Saveぐんま」 027・329・6125 

▼埼玉県  県性暴力等犯罪被害専用相談電話アイリスホットライン 048・839・8341 

▼千葉県  千葉性暴力被害支援センターちさと 043・251・8500   千葉犯罪被害者支援センター 043・222・9977 

▼東京都  都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「性暴力救援ダイヤルNaNa」 03・5607・0799 

▼神奈川県 かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」 045・322・7379 

        男性及び LGBTs被害者のための専門相談ダイヤル 045・548・5666（火午後4～8時） 

▼新潟県  性暴力被害者支援センターにいがた 025・281・1020 

▼富山県  性暴力被害ワンストップ支援センターとやま 076・471・7879 

▼石川県  いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」 076・223・8955 

▼福井県  性暴力救済センター・ふくい「ひなぎく」 0776・28・8505 

▼山梨県  やまなし性暴力被害者サポートセンター「かいさぽ ももこ」 055・222・5562 

https://kidsinfost.net/
https://seicil.com/
https://www.jfshm.org/
https://www.jase.faje.or.jp/
http://humanplus.jp/
https://mofumofunet.jimdo.com/
https://h-navi.jp/
https://ddv110.org/
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▼長野県  県性暴力被害者支援センター「りんどうハートながの」 026・235・7123 

▼岐阜県  ぎふ性暴力被害者支援センター 058・215・8349 

▼静岡県  県性暴力被害者支援センター SORA 054・255・8710 

▼愛知県  ハートフルステーション・あいち 0570・064・810（県内専用）  性暴力救援センター 日赤なごや なごみ 052・835・0753 

▼三重県  みえ性暴力被害者支援センター よりこ 059・253・4115 

▼滋賀県  性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖SATOCO 090・2599・3105 

▼京都府  京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター 京都SARA 075・222・7711 

▼大阪府  性暴力救援センター・大阪SACHICO 072・330・0799 

▼兵庫県  ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」 078・367・7874    性暴力被害者支援センター・ひょうご 06・6480・1155 

▼奈良県  県性暴力被害者サポートセンター NARAハート 0742・81・3118 

▼和歌山県 性暴力救援センター和歌山「わかやまmine」 073・444・0099 

▼鳥取県  性暴力被害者支援センターとっとり（クローバーとっとり） 0120・946・328（県内専用）、0857・32・8211（県外可能） 

▼島根県  性暴力被害者支援センターたんぽぽ 0852・25・3010   しまね性暴力被害者支援センターさひめ 0852・28・0889 

▼岡山県  性暴力被害者支援センター「おかやま心」 086・206・7511 

▼広島県  性被害ワンストップセンターひろしま 082・298・7878 

▼山口県  県男女共同参画相談センター「やまぐち性暴力相談ダイヤル あさがお」 083・902・0889 

▼徳島県  性暴力被害者支援センター よりそいの樹 とくしま 0570・003889 

▼香川県  性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」 087・802・5566 

▼愛媛県  えひめ性暴力被害者支援センター 089・909・8851 

▼高知県  性暴力被害者サポートセンターこうち 080・9833・3500 

▼福岡県  性暴力被害者支援センター・ふくおか 092・409・8100 

▼佐賀県  性暴力救援センター・さが「さがmirai」 0952・26・1750 

▼長崎県  性暴力被害者支援「サポートながさき」 095・895・8856 

▼熊本県  性暴力被害者のためのサポートセンターゆあさいどくまもと 096・386・5555 

▼大分県  おおいた性暴力救援センター「すみれ」 097・532・0330 

▼宮崎県  性暴力被害者支援センター「さぽーとねっと宮崎」 0985・38・8300 

▼鹿児島県 性暴力被害者サポートネットワークかごしま「FLOWER」 099・239・8787 

▼沖縄県  沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター（with you おきなわ） #8891（つながらない場合は 098・975・0166） 

【あとがき】 

【なぜ、日本の性教育が後退したのか？原因のひとつである『七生養護学校事件（性教育）』【法学】（判例）】 

https://ch-gender.jp/wp/?page_id=10056 

上記のような「事件」から、学校教育の現場で、「性教育」が萎縮していきました。そもそも家庭内で性教育が出来ていなかっ

たのに、学校すら子どもたちに伝えられなくなり、家庭内での性教育は、さらに後退していきました。このような背景もあり、

実際、2017年から私が主催している「親子で性教育」を会場で開催していたときも、一旦お申込があったあと、「同居の実母か

ら、孫にあたる息子が、小学校５年生でまだ早いと言われたのでキャンセルします」という方も数名いました。５年生くらいに

なれば、男女問わず、マスターベーションを知っている子は居ますし、性的なことに興味が湧いてくるのは標準です。身体の

成長が早い子どもは、男子なら精通、女子なら初経を迎えています。「身体と心を守り、健康に生きるための性教育」「人権教

育としての性教育」は、子どもたち、大人もの権利として享受していきたいものです。 

しかしながら、上記のような件もあり、ご家庭によっては、性教育に対して拒否感、嫌悪感を抱いている保護者も残念ながら

存在しています。学校教育の現場から、性教育に関する講演のご依頼の際も、規制がかかることもあります。本来であれば、

お互いの同意のもとで、性教育についてオープンに、家庭内（チーム内）で、友達どうし、学校などでも語り合ってほしいとこ

ろですが、本講座では「プライベートなお話なので、ここで聞いた話は自分の家族だけでとどめておいてね」ということにして

います。 

近い将来、性教育について語り合うことがスタンダードになりますように、祈りを込めて、皆さんにこの講座をお届けします。 

おやこひろば桜梅桃李・やなぎたに和美主催の「性教育インストラクター養成講座」「親子カウンセラー養成講座」詳しくは、 

ホームページ「虹をみつけて」にて、チェックしてみてくださいね！！ 

 

おやこひろば桜梅桃李 代表  

心理カウンセラー・親子カウンセラー 

やなぎたに和美 
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ご質問・ご意見・ご感想は、ホームページ「お問合せ」よりお送りください。 

※誹謗中傷、暴言等は削除し、これについての説明は一切いたしません。 

▼ホームページ：「虹をみつけて」http://www.niji32.net/  

▼ブログ：「おやこひろば桜梅桃李」https://ameblo.jp/tamukazu/  

ホームページ 

http://www.niji32.net/

