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まず実践編 悩み相談
話し合いを！ルール：否定なし、嘲笑なし、秘密守る！

私の両親は病院の外科医と看護師です。

外科医の仕事は手術など忙しく、帰りが遅く、家事も全くし
ません。それが不満で、よく愚痴を聞きます。

中学生の弟は頼りにならず、私が家事を手伝っていますが、
両親が不仲になりそうで、何とかしたいです。両親に何と言
えばいいでしょう。アドバイスをください。



お父さんにもっと早く帰って手伝うようにいう。

それにお姉さんばかりでなく、弟にも手伝うよう
にいう。

？？？？？？？

次問：身近な男性に月経用品購入、頼めてま
すか？ 頼まれてますか？



日本「生理の貧困」
5人に1人の若者が「金銭的理由で生理用品を買うのに苦労し
た」内27.1％が代用品

英スコットランドで無料提供、配布はコンドーム無料配布参考
に世界初、フランス、ニュージーランドでも全学生に無料提供
#みんなの生理より



「『生理の貧困』が女性の心身の健康等に及ぼす影響に関する調
査」厚労省22年3月

「新型コロナウイルス発生後（2020年２月頃以降）、
生理用品の購入・入手に苦労したこと」が「よくある」
「ときどきある」のは回答者の8.1％。

対処方法
「生理用品を交換する頻度や回数を減らす（長時間
利用する等）（50.0％）」、
「トイレットペーパーやティッシュペーパー等で代用
する（43.0％）」
「家族や同居者に生理用品をゆずってもらう
（39.8％）」
「友達に生理用品をゆずってもらう（33.2％）」



同じく厚労省「生理の貧困」より



“生理の貧困”世界初の無償法制化のス
コットランドでは - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=83ogILx53PQ


「生理の貧困」に係る地方公共団体の取組
（第３回調査 2022年７月１日時点） 内閣府HPより

【調査結果】
・「生理の貧困」に係る取組を実施している（実施した・実施を検討して
いる）ことを今回把握した地方公共団体の数は715団体。※前回調査
（第２回調査 2021年７月20日時点）581。

・調達元としては、予算措置が最も多く、次いで防災備蓄、企業や住民
等からの寄付が多い

・前回調査と比べ、配布場所として学校のトイレに設置している取組や、
相談者への配慮として専用の意思表示カードやスマートフォンの画面
を提示することで声を出さずに受け取れるといった取組を行う地方公
共団体が増えた。

・また、今回調査では、生理用ナプキンのみならず、生理用ショーツの
提供をしている地方公共団体もみられた。



実施割合 奈良県５０％



実施自治体



実施自治体



生理・月経ってなに？【生理のしくみ】 -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=j5Wp8YDs0Nc


課題質問 初めての月経（初経） 赤飯の風習はなんのためでしょう？

月経はプライバシー でも「わずらわしい」→ポジティブに
おとなの対応大事
テキストのコメント
「私は性に関しては汚いとかやらしいとか思いません」

月経は健康のバロメータ
『性の幸せガイド』の学生コメント

①「私は高校一年生のときにダイエットしてしまい、月経が４年間きていません・・・略」⑤
「私は陸上駅伝の・・・略」

無月経は骨粗しょう症・疲労骨折の原因 スポーツ寿命奪う
エネルギー不足・無月経・骨粗しょう症が「女性アスリートの三主徴」
不妊や低体重児出産にもつながる。 痩せ願望を煽る社会の罪

役立つサイト 資料
http://femaleathletes.jp/document/download.html
資材ダウンロード｜女性アスリート外来（東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科）
(femaleathletes.jp)

http://femaleathletes.jp/document/pdf/210316_ConditiongGuide1.pdf
http://femaleathletes.jp/document/download.html


無月経等の多いスポーツ種目
能瀬ら : 日本臨床スポーツ医学会誌 2014 



無月経は骨粗しょう症・疲労骨折の原因 スポーツ寿命奪う
低体重児にもつながる。 痩せ願望を煽る社会

月経異常は健康危機サイン、 下のような症状がある場合は、（産）
婦人科の受診を

＊１６歳になっても初経が来ない
＊1回の月経が8日以上続く
＊1回の月経が2日以内で終わってしまう
＊月経周期が39日以上
＊月経周期が24日以内
＊出血量が異常に多い
＊月経かどうか分からないほど出血量が少ない
＊日常生活に支障が出るほど月経痛がひどい
＊PMS(月経前症候群)月経前のイライラ・頭痛・腹痛・
乳房痛等 テキスト２６ページ 医院は62ページ



月経痛
「月経痛はがまんしない」日本人女性で月経痛６７．３％、
生活支障６％、寝たきり２％
テキスト27ページ

コメント① お腹は縮まっていくようなキューンという痛み。
頭は殴られているようだ。腰は骨が折れるようだ。

コメント② 私は月経が重く不規則で月経痛のときは腰
からモスラが割れて出てくるようでつらい。・・・・・

入試と重なって落ちたときは本当に悔やんだ。でもこの
授業で月経はコントロールできるとわかり、ほっとした。

男性の理解と協力 パートナーシップに欠かせない
テキスト28ページ 男性コメントの略文

彼女の月経時に行けるときは彼女の家に行ってご飯をつくって
掃除なんかをしてあげる。・・・。



【漫画】もしも男が生理を体験したらど
うなる？ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=o0YP20viDs0


月経について
「排卵はいつも月経中に起こる」？○ｏｒ×不明は△
大学生の正答率 男子33.2％ 女子66.2％
女子のみ月経指導の後ろめたさ 弊害

多様な月経用品を選択できない日本女性
使い捨て紙ナプキン９２．９％ タンポン４．８％ その他２．３％
（出典：https://woman.mynavi.jp/article/131213-14/ ）

多様な月経用品を選択できるようにする

経血の外部処理型アイテム

・紙ナプキン（通常タイプ・肌に張るタイプ・おむつタイプ・流せるタイプなど）

・布ナプキン（洗って再使用する布製のナプキン）

経血内部留置型アイテム

・タンポン（膣に挿入して経血を吸収する）

・月経カップ（シリコン製のカップを膣に挿入して経血を溜める）



アンネナプキンの誕生１９６１年１１月１１日

それまで月経帯



女性の権利 進まぬ日本

低用量ピル認可 1999年 国連加盟国ラスト

緊急避妊ピルの市販化、無料・低額化遅れ

中絶：未だに｢かき出す中絶｣が行われている日本の謎
英米では｢消えた術式｣がまだ主流に

多様な避妊法と経口中絶薬の認可遅れ 「認可後１０万円に」？

若年妊娠出産子育て支援の遅れ
学びつつ育てられる環境不備 負の連鎖 非正規シングルマザー

働く女性：雇用の調整弁 「学徒勤労動員」から一貫して



性は人権SRHRセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ
新定義2018

① 自分の身体は自分のものであり、プライバシーや個人の自
主性が尊重されること

② 自分の性的指向、ジェンダー自認、性表現を含めたセクシュ
アリティについて自由に定義できること

③ 性的な行動をとるかとらないか、とるなら、その時期を自分
で決められること
④ 自由に性のパートナーを選べること
⑤ 性体験が安全で満ち足りたものであること
⑥ いつ、誰と、結婚するか、結婚しないかを選べること

⑦ 子どもを持つかどうか、持つとしたらいつ、どのように、何人
の子どもを持つかを選べること

⑧ 上記に関して必要な情報、資源、サービス、支援を生涯に
わたって得られ、これらに関していついかなる時も差別、強制、
搾取、暴力を受けないこと （IPPF国際家族計画連盟）



性は人権『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』2009、2018
ユネスコ(UNESCO)などが作成した性教育指針 世界のスタンダード化

『ガイダンス』は、質の高い包括的なセクシュアリティ教育を提唱し、 健康と

福祉を促進し、人権とジェンダー平等、性の多様性を尊重し、子どもや若
者が健康で安全で生産的な生活を送ることができるようにすることを目的
としています。

人権を基盤に、性についてのポジティブなイメージを育てて欲しい、とい
うのがこのガイダンスの考え方です。

重要：実施した学校や大人は信頼し相談できる存在になって、
性的自立を保障できる

効果実証：慎重！安全！ジェンダー平等・多
様性理解、など増進



学習形態：交流、子どもたち自身が考え活動する

『ガイダンス』においても重視：学習者自身が活動する参加
型の授業形態

性教育が、リスクのより少ない安全な性的行動を選んでい
ける力を培うことを目指すのであれば、子どもたち自身が考
え、表現し、交流する機会は極めて重要である。
この時に重要なことは、「正しい答えを発見する」ためでは
なく、様々なものの見方、考え方、表現の仕方を共有し、より
安全で快適な行動変容につながることである。

「性について真面目に本音で話し合ったことがある」というグ
ループワークの体験が必要とされる



実践：ジェンダー平等を考えよう
質問女性トイレだけ長蛇の列

どうしてなの？どうしたら解決する？





性の多様性は、すべての人が当事者
顔や身長体重が違うように、性も違って100人いれば100通り

ひとり一人の尊厳を守り、多様な幸福を達成する

いつ恋愛や結婚や性行為をする・しない
いつ何人子どもを持つ・持たない（持てない）

違って多様でなければ社会的に成熟しているとはいえません。

多様性への寛容は性においても最も尊重されるべきです。
「多様性はセクシュアリティの基本である」

（国際セクシュアリティ教育ガイダンス）



ジェンダー平等と多様な性は性的権利の基盤
質問 性的マイノリティ（LGBTｓ）が身近にいましたか？

自分がLGBTｓ当事者なら他の人がいましたか。





ある父親が息子を車にのせて運転中、交通事故
にあいました。父親は即死、子どもは重傷を負っ
て病院に運ばれました。緊急手術を行うことにな
り、準備を整えた外科医が手術室に入ってきまし
た。が、外科医は、手術台に寝かされた子どもを
見て言いました。「おお、これは私の子どもだ」。

外科医と子どもの関係は？母親は昔！



事例：大阪市が男性同士の同性カッ
プルを「養育里親」として認定 世界
は同性婚多い 同性愛結婚男性 今
後日本も
トランスジェンダー女性や男性 Xジェ
ンダーの子どもあり

「別れた前妻（その後再婚）との子ど
も」も もっと他にも・・・・。一妻多夫等
多様性あり。
児童期 家族・動物の多様性で実践
絵本『いろいろな家族の本』『タンタンタンゴはパパ二人』



タイトル：「ふつうの家族って？」性別思い込みあるある（６）
ユーチューブ動画：https://www.youtube.com/watch?v=mQctZk8mozA&list=PLLxRfF-C_-4L9CYoWguk39BGWSeaAKrAZ&index=2





２０２２年

世界経済フォーラム世界男女格差報告
4分野（健康医療、教育、政治、経済）で比較

日本（146国中116位 2006年80位） スコア６５％

経済121位（56.4％）、政治１３９位（6.1％） 衆院9.7％

教育１位（100％）、健康63位（97、3％）

女性の低い地位は 貧困や性暴力の温床

低位男性も格差で貧困 性的逃避と排除

1位「アイスランド」でスコアは９０．８％ 完全平等まだ

2位「フィンランド」 3位「ノルウェー」

4位「ニュージーランド」 5位「スウェーデン」

女性首相が多い



計測開始の2006年の80位から、年々ランキングが下がる。
他国が改善、日本はスコア改善微少

（内閣府「共同参画」2021年5月号より転載）



性別による無意識の思い込み２２年内閣府



「結婚・家族形成に関する意識調査」2022



13年連続1位 アイスランド「女性の休日」ゼネスト
1975年10月24日、男女給与格差、性別役割分担に抗議 女性の9割参加
翌年ジェンダー平等法 80年女性大統領 男性育休７割・賃金８割支給

ハフポスト日本版坪池順論文より：https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5e5f770fc5b67ed38b3ae50a



写真は生後11カ月の娘に離乳食を与える、母親の13歳の女の子。
8歳の時に自分よりも20歳年上の男性と結婚を強いられた。
（バングラデシュ）。推定6億5千万人の女性が18歳の誕生日を
迎える前に結婚。子どもで結婚する女の子年間推定1千2百万人

ユニセフHPより



10代前半で親に結婚を強制されたため、故郷を離れて首都のダッカに逃れた主人
公23歳のシムは、衣料品工場で働いていた。工場では女性たちがミシンを踏み続
ける一方、男性幹部は横柄な態度で、残業は長く給料は未払いが続いていた。

通販や量販店のTシャツなど



映画
「ムクウェゲ 『女性にとって世界最悪の場所』で闘う医師」
アフリカ大陸、コンゴ民主共和国では、20年以上に渡って、紛争、40万人以上の
女性がレイプ被害 4万人救済 2018年ノーベル平和賞



ついでに、よりよい実践に改善するために 動画や教材紹介だけ

文科省は「生命（いのち）の安全教育」と題した性暴力防止教育を、
小中学校などで段階的に導入予定 2023年度には全校で実施
NHKおはよう日本

文科省が「生命の安全教育」パワーポイントデータや資料を提供しています。 URL https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html



事例「生命（いのち）の安全教育」の研究指定校になった障害児学校
「距離をとることの文科省教材」だけで実践の結果

「近寄るな！」と強い口調で言ったり、仲良い二人が急に「距離をとら
んとダメ」と言ったりすることになってしまったそうです

文科省「生命（いのち）の安全教育」を改善 文科省も改善推奨

＊からだ・性を肯定的に扱う。「汚い」「恥ずかしい」等ネガティ
ブメッセージを避ける

＊禁止や望ましい行為の強制ではなく、自己決定力を育む
「イヤ」と言える力を養う（自己肯定）

＊相手の決定を尊重する力をに育てる （交流する学び）
同意の重要性（お互いのバウンダリー尊重）

＊性をポジティブにウェルビーイングな関係を実現するため
の性暴力防止教育に



ユーチューブ動画：タイトルConsent for kids （日本語版）
初めに「これはきみのからだ、きみのからだをどうするかはきみが決める」



タイトル：Consent – it’s simple as tea（日本語版）
ユーチューブ動画：
https://www.youtube.com/watch?v=-cxMZM3bWy0&t=23s



性暴力ってどんなこと？【もし被害を受
けたら？】【性的同意】



タイトル：インターネットの安全な使い方【情報モラル教育】
ユーチューブ動画：https://www.youtube.com/watch?v=p3Ftrg1iyYk



子どもや若者が巻き込まれる可能性のある、自画
撮り被害を知っていますか？ライトハウス（現在活動止）



啓発動画「あなたのそばに」ライトハウス（現在活動
停止）

ＪＫビジネス 若い性の商品利用



デートDV・親密なパートナーによる暴力【もし
こまった時はどうすれば？】



おとな子ども共学の本



学びを深める 思春期から
性教育は心地よい人間関係・社会を築く


