
近年、情報技術の進展に伴う性情報の氾濫など、子どもたちを取り巻く社会環境が大きく変化しておりま

す。そのような中にあって、子どもたちには、現在及び将来の生活において直面する性に関する諸問題に対

して、適切に意志決定し、行動選択できる力を身に付けていくことが一層重要となっております。

札幌市教育委員会では、性に関する指導の充実を札幌市学校教育の重点の一つに位置付け、「性教育の手引」

（平成18年３月）の発行や研究指定校における実践研究などを通じて、各学校における性に関する指導が計

画的に実施されるよう努めるとともに、産婦人科医師や助産師など専門的な立場の方を学校に派遣し、子ど

も向けの講演会を実施するなど、効果的な指導の工夫に取り組んできたところです。

しかし、現在、インターネットに起因する性的トラブルや人権尊重の精神の欠如によるデートDV、若年層

のエイズ及び性感染症、人工妊娠中絶など、性に関する問題が多様化・複雑化してきていることから、性に

関する指導については、より一層現状に応じた効果的なものとなるよう工夫改善を図ることが重要となって

おります。

このため、教育委員会では、子どもを取り巻く現代的な課題等に対応して、各学校における指導方法等の

工夫改善を図ることを目的として、「性教育の手引」を改訂し、本書「性に関する指導の手引」を発行するこ

とといたしました。今回の改訂では、性に関する指導の内容を発達の段階に応じて系統的に指導することを

重視し、幼稚園から高等学校までの各段階における指導の在り方を具体的に示すとともに、学校教育の重点

における「豊かな心の育成」の一つに位置付けている「命を大切にする指導の充実」に関わる指導事例や、

性同一性障害などの性に関する現代的な要素を反映した事例を掲載するなど、内容の充実を図っております。

各学校においては、本手引を十分に活用し、教職員の共通理解のもと、家庭や地域、関係機関との連携を

図りながら、一人一人の子どもに、生命を尊重する心、自己を肯定的に受け止め自他の心と体を大切にする

態度、性に関する正しい知識をもって適切に行動することができる倫理観等を培うことができるよう、性に

関する指導の一層の充実に努めていただくことを期待しております。

平成28年３月

札幌市教育委員会

教育長 長 岡 豊 彦
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本手引は、近年の性情報の氾濫など、子どもたちを取り巻く社会環境の大きな変化や性に関する問題の多

様化を踏まえ、学校教育における性に関する指導を一層推進するために、平成18年３月に発行した「性教育

の手引」を改訂し、新たに発行したものである。

各園・学校（以下「各学校」という。）においては、性に関する指導の重要性を改めて認識し、子どもの発

達の段階や実態に応じて、計画的に授業実践を進める上で、以下の１～３を踏まえながら、全体計画及び年

間指導計画作成の参考にするなど、本手引を十分に活用していただきたい。

１ 各学校における性に関する指導は、子どもの発達の段階に応じ、学習指導要領等に基づいて、体育

科、保健体育科、道徳、特別活動などを中心に学校の教育活動全体を通じて行うことが必要である。

また、各教科等との関連を十分に配慮しながら、計画的に指導を行うことが大切である。

２ 性に関する指導は、関連する各教科等において、性に関する科学的知識を学ばせるとともに、道徳

や特別活動等において人間尊重の精神に基づいて、子どもに健全な異性観をもたせ、これに基づいた

望ましい倫理観や行動を身に付けさせることが重要である。

３ 第Ⅰ章「総論」では、学校における性に関する指導の意義と基本的な考え方や目標などを示した。

第Ⅱ章「発達の段階に応じた性に関する指導の目標及び指導内容」では、幼稚園・認定こども園、

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校・学級における性に関する指導の目標と指導内容を掲載し

た。

第Ⅲ章「指導計画」では、第Ⅱ章の目標と指導内容から、発達の段階に応じた指導事項を選定し、

各発達の段階や各校種で必要な指導事項を示し、指導計画例を作成した。

第Ⅳ章「指導事例」では、指導計画例の一部から指導事例として授業展開を具体的に示している。

ワークシートや資料なども紹介し、活用しやすいように努めた。

「資料」では、中・高校生の「性に関する意識・実態調査」の結果、保健福祉局からのデータ、北海

道警察からのデータを掲載し、本市等における子どもの実態を把握できるようにした。

活用にあたって
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