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飲酒と健康に関する講演会

今、学校に求められる未成年者飲酒防止教育

１．はじめに
　この度はこの様な機会をいただき光栄に思っております。私は研究者でも医療関係者でもありません。
公立中学校の体育科の教師です。私が未成年飲酒問題等に関わりましたのは昭和 56 年前後、我が国の
学校で多くの校内暴力が発生しその対応に苦慮する状況が起こり、私の勤務する学校も大変な状況にな
り対処し、その解決方法が評価を受け様々な媒体に紹介され関連する文部省の事業に呼ばれ我が国最初
の「喫煙飲酒薬物乱用防止教育手引書」作成に関わりました。この過程の中で多くの研究者にお会いし
最先端の指導を受ける機会を頂きました。そこで学び実践した事を今日はお話させていただきます。
　学校が荒れてきますと、たばこやお酒、シンナー、異性問題などが一緒に起こります。別々に起こる
わけではありません。校長から「この学年を改善し
て欲しい」との話で対処にあたりました。その現状
は、毎日バケツ１杯のたばこの吸い殻を拾っていま
した。修学旅行に行けば酒盛りをされ、下校後はシ
ンナー等の問題が起き並行して異性問題も起きまし
た。一度学校が混乱しはじめると、たばこ、お酒、
薬物乱用、異性問題等が一斉に起こってくる状況で
した。その様な状況下で子どもたちがつぶやく言葉
に「どうせ俺なんて」と言う自分を捨てている言葉
でした。この「どうせ駄目だ」と言う子たちを、駄
目ではないとする指導は実はものすごく時間がかか
り、大変な対応でした。（スライド１）
２．現在の学校の現状
　（スライド２）ここに、文科省発表の「学校の管
理下における暴力行為の発生件数」とあります。「小
学校での暴力事故が多くなってきている、高校が少
し減っている」などと言われていますが、トータル
的に見ますと暴力行為は中学校で起きているのが現
状です。いわゆる思春期の難しい時期に、どう対応
するかが、大きな課題だろうと思います。いじめの
問題も、中学の１年生と中学の２年生あたりが突出
しています。この難しい中学校の子たちに、効果的
な飲酒指導はどうしたら良いか考えなければいけな

並木　茂夫
公益財団法人日学校保健会　事務局顧問

暴力行為発生件数の推移
小学校 中学校 高校 合計

11.468
＋572

35.683
－4563

7.091
－1112

54.242
－4563

千人当たりの発生件数
文部科学省問題行動調査Ｈ２７

児童間 対教師 器物破壊

7113 2151 1997

ＪＫＹＢ

自分は何も出
来ない

悪い友達
の影響を
受ける

人の失敗
を攻める
いじめる

欲求不満

協力してく
れない

挑戦しない
状況を回避

どうせ
俺なんて

嫌われてる
必要でない
ひがむ行動

自分は駄
目だと思っ
ている子

スライド 1

スライド 2



－ 23 －

飲酒と健康に関する講演会

いと思います。
　（スライド３）この資料は、日本学校保健会の調
査です。保健室に来た子どもたちが、どの様な悩み
を抱えて来室するかという資料です。「体の症状」「友
達との関係」があります。中学生は成長期で身体の
悩みがあるのは当然ですが、一番に挙げてくるのは、
「友達との友人関係」です。そして、「漠然とした悩
み」であり、また「家族に関すること」です。家族
関係も、悩みの対象になっていることが気になると
ころです。
３．未成年の薬物乱用のターゲットはどの年代か
　未成年で薬物乱用問題をどの年代が起こしている
かと言いますと、少なくとも中学生から大学生まで
学校に通っている限りは、あまり大きな数字が出て
こないのですが有職、無職、に関わらず高校を中退
した年代の子どもたちから問題が起きていることが
資料から読み取れます。要は、学校を中退させては
駄目だということです。飲酒問題なども、学校に在
籍することで教育で対応できます。今、高校進学率
は 97％以上で、ほぼ義務教育化しています。その
様な環境で高校を中退すると言うことが、自尊感情
を損ない、精神的に苦しい状況に追い込んでいて、
こういう問題が起きるのかと私は推測しているとこ
ろです。高校生が退学する数字は現在６万人ぐらいの中退者がいるわけです。この６万人からなかなか
減らない状況で（スライド４）、国も何かと対策を取られている様ですが、なかなか中退者の減少に繋
がる有効な手立てが講じられていない現状だと思います。中退の理由は、大した理由で辞めているわけ
ではないと思っています。「学校の雰囲気に合わない、人間関係が上手く保てない、授業に興味がない、
もともと高校生活に熱意がなかった、学校生活、学業不適合など」でした。進路指導の改善や学校に上
手く適応させる方策や、中退後のサポート体制としてのもう一回やり直せるような環境を整える必要を
感じています。薬物の問題、アルコール問題での最大の対応は、高校を中退させないことだと言われて
います。

高等学校中途退学者の推移
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４．性と心の実践　
　私が退職前の学校で熱心な教諭からライフスキル
教育の実践研究を求められました。研究主題を「性
と心」とし、本日の発表にはその時の研究成果が、
多く含まれます。その研究の中でいわゆる性経験が
あると答えるような子ども達は、飲酒、喫煙、薬物
乱用経験もある（スライド５）と答える傾向にあり
ました。お酒のことや、たばこのこと、薬物のこと、
性のことなどの問題は、要は心の有り様と関わりが
あって、根は同じところで起きてくる、単独でお酒
の問題だけが起きてくる分けでは無く、すべてが微
妙に絡まっていることを、基本に据える必要がある
と思っています。
５．なぜ飲酒問題と薬物乱用か
　我が国の指導では喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育
として、取り組んでおります。依存と言う括りでの
指導で、お酒が、喫煙や乱用薬物と同列の指導かと
関係業界の皆様には抵抗のある方もいらっしゃると
思いますが、一応、そういう区切りで指導されてい
ます。これからお示しするのは（スライド６）、あ
るダルクのデータで 164 人ぐらいの方に調査をした
結果です。13 歳ごろからたばこを始めて、アルコー
ル、有機溶剤、覚せい剤と、一つのゲートウェイド
ラッグ（入門ドラッグ）として、たばこやお酒から
始まっています。従って、わが国の指導では、たば
こやお酒の指導を入り口で、きちんとした指導をす
れば、その後、大きな問題に発展しないだろうという捉え方で学校現場の指導が求められています。
６．効果的な知識習得の学習方法　
　親の愛、お説教、法律などの従来から言われて来た単純な指導だけではこの問題の解決は難しく、１
次予防で、将来的展望に立つ健康観育成の指導が必要なのだろうと、痛切に感じるところです。知識取
得の授業は、教える授業から、学習者が主体的に学ぶ授業が求められています。ビデオなどを沢山提供
いただいているわけですが、それを見て、そこからデータを拾って、自分たちの調べる方向を決め、ま
とめにグループで壁新聞を作成し、ブレインストーミングでお酒のことについて、意見を出し合いまと
めてミニ新聞などを作り教室に貼っておく様な展開が同じ知識の学習でも効果的です。一方的な教授法
では知識の定着は期待されない印象がありました。そこでお酒の指導は知識学習で十分か？　となるの
ですが、先ほど私も少し申し上げたように、自分を捨てている様な子ども達にとっては、教えた側の満
足であまり役に立たないと言う指摘が有ります。「俺なんかはどうなってもいい」と言って投げやりで、

性交経験別に見た飲酒・喫煙・薬物乱用経験
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自分を捨てているときに、知識だけで有効に対処出来るか？ということです。あまりお見せしたくない
のですが、小学校の先生が覚せい剤で逮捕された新聞記事の事例です。この先生は、自分の納得のいか
ない転勤が決まったりして、自分の気持ちをコントロールできなくなり覚せい剤に染まってしまった事
例です。どう考えても、先生に知識がなかったのではないと思います。気持ちの有り様で、この様な問
題が起こるという事がこういう問題の難しいところだろうと思います。
７．我が国の学習指導要領と授業（スライド７）
　先ほど奥田教科書調査官からお話があったよう
に、学習指導要領の中学生の解説などを見ますと、
「個人の心理状態や人間関係、社会環境が影響する」
と記載されています。「お酒などの行為は、好奇心
や投げやりな気持ち」「過度のストレスなどの心理
状態、断りにくい人間関係、宣伝、いわゆるコマー
シャル、広告や社会環境に助長される」と、学習指
導要領で解説され示されている分けです。知識だけ
の指導では十分では無いと言う事です。文科省未成
年飲酒担当前調査官の指摘は、全然関心がなかった
子どもたちが、興味、関心を持ち始め、正しい情報
は学校で学び、その学んだ正しい情報が、いわゆる
「生きる力」がないと使えないとの指摘です。未成年飲酒に関する知識はしっかり持っているのですが
周りを囲まれて、強引気味に誘われた時、適切に「ノー」と言うことが出来ない様な状況が生まれてし
まい、そういう場面で「生きる力」が求められます。学んだ事が行動変容に繋がらなければ学んだ事に
ならないという考えで指導が必要ということです。
　（スライド８）知識は、小学校から高等学校を卒
業するまでに完成することが重要です。問題なのは、
残りの半分に、「生きる力」が必要と言う事です。「生
きる力」の具体的な能力としてメディアリテラシー、
ストレスマネジメント、コミュニケーション能力等
が重要でベースに必要なのは、いわゆるセルフエス
ティーム（自尊感情）です。自分は大切で、必要な
人間で、世の中にとっても重要な役割を果たせるの
だというベースがないと、簡単に誘いに乗ってしま
います。文科省未成年飲酒担当前調査官の指摘する
「生きる力」極めて重要であると思っているところ
です。

学習指導要領解説等 Ｈ29年3月

未成年の飲酒は法律によって禁止，好奇
心や周りの人からの誘いなどがきっかけ

で喫煙や飲酒を開始する（小学校）

個人の心理状態や人間関係，社会環境が影響
する，飲酒などの行為は，好奇心，なげやり
な気持ち，過度のストレスなどの心理状態，
断りにくい人間関係，宣伝・広告や社会環境

に助長される、（中学校）
（一部要約）

青少年の危険行動を抑止基本概念
文部科学省調査官資料参照Ｈ２３年２月
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８．生きる力とライフスキル（スライド９）　
　国が示す「生きる力」と「ライフスキル」が示す
内容です。具体的には目標設定スキルや、意思決定
スキル、ストレス対処スキル、対人関係スキル、自
尊感情の形成などを言っているわけです。少なくと
も、目標設定や意思決定、ストレスの対処や対人関
係がきちんとできないと、教室の中で上手くやって
いけない現状があります。年中トラベルだらけでは
自尊感情などは高まり様がないということです。今
の子どもたちはこの部分が非常に弱いと感じていま
す。（スライド 10）ライフスキルの定義は、資料の
通りでございます。知識は絶対条件なのですけれど
も、それとライフスキル、いわゆる生きる力が学習
でされているとすれば、心の能力は変えることがで
きるし当然学力にも影響するだろうと思います。今
は「見える学力」だけが言われていますが、私はこ
のことは、「心の学力」で、「見えない学力」だと思っ
ています。この分野に、もう少し力を入れていく方
向性が大事だろうと思います。「教えたよね」と言っ
て、「なぜやらないの」と言われても、今の子はや
れないのです。学んだことを、どう行動に変えさせ
るかという踏み込んだ学習を、少しこれから説明し
たいと思います。（スライド 11）
９．具体的なライフスキル学習の実践
　意思決定の授業では何かをやろうと思ったら止まって、それから、何が必要なのか、選択肢を全部挙
げて、結果を予測して、意志を決定する考えかたです。これはトレーニングで出来る様になります。
　また、断りかたを間違うと、人間関係が壊れるの
が、意外と簡単に捉えられています。実は意外と難
しいことです。「ノー」と言うのは、下手な言いか
たをすると関係が壊れますから。関係を壊さない感
じで、「ノー」と言えるような能力はかなり不足し
ています。（スライド 12）きちんと断れずに相手の
言いなりになってしまうタイプ、けんか腰のタイプ、
はっきり言えるタイプ。これは『ドラえもん』で言
うと、弱気型はのび太君、けんか型はジャイアン、
はっきり型はしずかちゃんです。みんながこのはっ
きり型のようになってくれれば、将来的には、こう

生きる力とライフスキル ＪＫＹＢ研究会編
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ライフスキルとは，日常生活で生じる様々な問
題や要求に対して，建設的かつ効果的に対処
するために必要な心理社会能力

（ＷＨＯ精神保健部局ライフスキルプロジェクト）

誰もが，学習し，経験し，練習で獲得可能

幅広い 適用可 基礎的能力

心理社会能力

ＪＫＹＢ：神戸大学名誉教授 川畑徹朗
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いう問題の対応も非常にやりやすくなるのだろうと
思います。これはシナリオを書いて、きちんと練習
をします。問題のある行動に誘われた時、親や先生
の言いなりになっていることは、中学生としては友
人の手前苦しいわけです。まして、集団が背景で盛
り上がっているときに、何か言うのはさらに難しい
状況が想定されます。そういう学習も、実は体験を
しておく、経験をしておく必要があります。誘う側
としては、相手との距離や動きや、話の内容、目の
視線などいろいろとやりかたがあります。そのこと
にどう応えるかです。この授業は、断ることに焦点
を当てるために、誘い役はあまり生徒にやらせないで、断ることに焦点を当て学習をしています。前の
ボードは、採点をしているところです。単独で誘われると決まっているわけではないわけです。周りを
２人、３人と囲まれた状況とで誘われたときに、「ノー」と言えないと困るわけです。資料はかなり優
秀な子なのですけれども、お母さん方に誘われているのです。これは、かなりたじたじで、こういうこ
とを体験して置くことが重要です。「一度練習すれば、断れていると思っていた」と。これは全部の生
徒が思っているのです。嫌なことから誘われたら、簡単に断れると。「けれども、きょう実際に大人に
誘われてみたら、これが本当だとしたら、いや、年上の人だと考えたら、断れるかどうか、俺は自信が
ない」と、本人の考えが変わるのです。体験から、もう、こういうところに近づかない選択肢も出てく
るのです。体験をするまでは、不思議なことにほとんどの生徒が断れる、そんなのは大丈夫という妙な
自信を持っているのですけれども、体験をすることによって、これからの考えかたが大きく変わってき
たりします。（スライド 13）
　今現在は、ネットの会話も考えなければいけなく
なってきたということです。Aさんは、ネットでグ
ループトークを日課にしていると。きょうは Bさ
んの悪口。Aと Bは小学校の友人、中学校では C
のグループに入っていると。「Bは勉強ばっかりし
て、キモイ」と言っていると、D、Eも、「うざい、
キモイ、そうだ、そうだ」と同調しています。Aが
答えないものですから、「Aもそう思うでしょう」
と言われたときに、あなたはどう答えるということ
です。
　残念ながら「Bさんがかわいそう、でも今の友達
にも嫌われたくない。私のできることはどうしたらいいのだろう」ということも、実はもうどんどんと
学習していかないと、追い付かなくなってきているのだろうと思います。そういうことです。
　ストレスの対処などもこれは、ストレスの原因となるものがずらっとあるわけです。まったくストレ
スを感じないから、右側のストレスを感じるという状況なのですが、このことをつくったお子さんは、

シナリオを書く
相手との関係をこわさない
ように上手に断るには？

でも、ちゃんと自分の意志
は伝えなくちゃ！

スライド 13

無視すれば終わるけれど・・・

危険な誘いは、どこから？

繁華街の売人
クラブ・・・

携帯電話
インターネット

問題は・・・

かんたんに『ＮＯ』と言えない人がいる！

友だち 先ぱい 恋人

誘い

身近な人の誘いは断れない！だから練習が大事！

スライド 12
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かなりストレスを感じるタイプです。そして、この
子が「私のストレスはこうだ（スライド 14）」と説
明をするときに、こちら側で聞いている子が、「そ
うか」と。ストレスは、人によって感じかたが違う
のだとなりますと、おのずと先生から 100 回、「嫌
なことを言うな、嫌な言葉に注意しよう」などと言
われるよりも、自分で学んで、気付き、人に変なこ
とを言わないようになる主体的学習方法です。
　また、自尊感情をどうするかでは、秘密の友達と
言いう学習が有ります。３人の友達の名前を渡され
「友達の良いところを見つけなさい」と言われ、１
週間見続け背中に友達の良い事を書いてやる学習で
す。これは、貼られて書かれた内容ですけれど、こ
ういう状況になります。この授業は、実はものすご
く子どもたちが喜びます。卒業ころに、「授業で何
がしたい」と言うと、「この授業をしたい」と言う
のです。やはり仲間、子どもから子どもに「あなた
はこんな良いところがある」と褒めてもらうような
ことは、子どもたちの自尊感情を高めるには、もの
すごく有効な手立てだろうと思います。わが国の教
育はどちらかと言うと、欠点を探して、「あなたは
こういうところが悪い」と言うことが得意なことが
多いような気がするわけです。「あなたにはこんな
良いところがあるよね」と言うことが授業の中で展
開されると、また少し違った方向性が出てくるかと
思います。
　次にメディアリテラシーのお話をさせて頂きます。ビール関係会社の実際にあるコマーシャルなども
少し使わせていただきます。少し差し障りがあると思いますが、ご勘弁ください。私も少し顔見知りの
皆さまがいるので、やりづらいところがあるのですが、使わせていただきます。
　これは日本学校保健会が調べた内容ですが、（スライド 15）自分の体形のイメージで、高校３年生の
90％ぐらいはやせなければいけないと思っています。わが国の子どもたちの高校生の 90％が、やせな
ければいけない存在かといいますと、実際はそうではないわけです。けれども、こういうコマーシャル
ばかりを見ていたらそう思うのだと思うのです。けれども、その行き過ぎた例が摂食障害、口に手を入
れて吐いてしまったりするようなことが、出るのだろうと思います。単純にこの太りたくないことが、
子どもたちだけの責任でもないわけです。平成 29 年９月７日の読売新聞にも、「やせすぎたモデルは使
えません」と、世界の有名ブランドが言っていると。世界中の子どもたちを難しい状況に追い込むわけ
ですから、このものはそういう結果にあると。マネキンまで細くなってしまっているわけです。今のマ

スライド 14

スライド 15
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ネキンは一番右側です。15 年前はもう少しふくよ
かだったはずです。こういう現象があるのだろうと。
そういう中で、日本学校保健会でメディアリテラ
シーの報告書で、どういう影響を受けるかの調査結
果です。（スライド 16）ミュージシャンが圧倒的に
女の子は影響を受けるのです。スポーツ選手は、男
の子が圧倒的に影響を受けるわけです。学年による
違い、男女の違い、小学生と中学生の違いなどがあ
ります。メディアリテラシーの報告書の中には、こ
のようなことが書かれています。広告分析としては、
飲酒は社会的寛容度が高くて、広告も多岐にわたる、
広告は狙いとするイメージを正確に把握して、広告
のイメージと、酒類の本質を比較して、広告の影響
への対処能力を高めると。いわゆる生徒にとっては、
不適切な意思決定の誘発要因になるわけですから、
それをきちんと反証する能力をつけましょうという
話だと思うのです。（スライド 17）
　例えば、爽やかな広告のイメージを出したとした
ら、酒類を飲むと息が臭くなったり、節度を失うこ
とがあるから、爽やかなことは言えないということ
が、やはり反証の言葉として必要だと思うのです。
また、ほっとすると言いますけれども、お酒を飲む
とたいてい騒がしくなります。お酒を飲まなくても、
ほっとすることはできますと。楽しいですと。本当
は楽しそうですけれども、周囲にとっては騒がしい
ことで、少し迷惑です、一気飲みで死亡する場合が
あるから、楽しいだけではないと、また、健康的だ
というイメージだが、肝臓病など、いろいろな病気
があると。また転落事故やいろいろなことが起こり
やすいということで、そのコマーシャルをうのみに
しないで、反証するような能力も必要という学習方
法です。これは少し、資料の中に入れていないので
申し訳ないのですが、そのようなことです。
　指導の狙いは、広告のテクニックや、広告が及
ぼす影響や、広告を批判的に分析して、（スライド
18）反証できるような力が、お酒の指導にも必要だ
ろうという内容です。お酒に使われているテクニッ
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スライド 16

広告が与えるイメージ
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スライド 17

スライド 18



－ 30 －

飲酒と健康に関する講演会

クとしては、新発売や、有名人、キャッチフレーズ、
期間限定などが使われているのだと、十分学習をし
ています。このコマーシャルは私も大好きですから、
つい使いたくなるのですけれども、このビールを飲
めば、イチローさんのようになれるのかと、中学生
は誤解しかねないコマーシャルの一つだろうとは、
お分かりだろうと思います。
　このような有名な俳優さんや、ラグビー選手を
使って、日本初のビールです、あるいはごちそうが
当たります、高級感が漂ったビール、キャッチフレー
ズが素敵な内容、有名人を巧みに使っていらっしゃ
るなど多岐にわたります。そして、イメージとして
は、爽やか、やせられる、新鮮なイメージもたくさんあります。爽やかな女性と、こういう男性のコマー
シャルの後で、さりげなく宣伝されることで、何となく女性も抵抗なく入っていけます。また、『もぎ
たて』この果実酒で、健康に良いという感じです。メディアリテラシー的な能力が余りない女性は、こ
の様な飲酒を選択する傾向にあるという感じになりがちだろうと思います。けれど、少し待ちなさいと
冷静に見る判断力も必要になってくるのだろうということです。学校ではこういうコマーシャルばかり
で無く、状況によっては、自分たちでこういうコマーシャルを作ってみようという学習もします。これ
は子どもがつくった内容で、広告の専門家からはいかがかと思われますが、こういうコマーシャルも子
どもがつくります。自分達で作る事でより理解が深まるということです。また、コマーシャルなども先
生方が作り、自分たちがつくったもので授業をやる、展開することもなされています。これが、子ども
がいろいろと分析しているところです（スライド19）。いろいろと言いながらつくっています。「これは、
おかしいのではないか」「ビールを飲まない主婦でも買っちゃいそうだね」など言いながら、こういう
学習をしています。
　結局、こういうところできちんと発表する力が「ノー」と言える力にも繋がります。参加型の学習
で出で展開をしています。最終的に、広告にはだま
されない。広告に対して、警告文を自分でつくって
みようとしています。（スライド 20）警告文の内容
は「広告には買いたくなるような仕掛けがあります、
きれいな景色やデザイン、おいしそうに見せている
けれども、やはりお酒はお酒ですと。私たち中学生
は、脳が発達している途中だから、絶対にお酒なん
かは飲んでは駄目、運動や勉強をしっかりやって、
素敵な大人になりましょう」とつくって、教室に掲
示しておくような学習をしてみることが、これから
も必要かということです。
　批判思考スキルと言うのですけれども、そういう

～お酒の広告について考える～

スライド 19

警告文
広告にだまされないで！

お酒の広告には、買いたくなるよ
うな仕掛けがあります。
きれいな色やデザインで、美味し
そうに見せているけど、やっぱり
お酒はお酒です。

私たち中学生は、脳が発達してい
る途中だから、絶対にお酒なんか
飲んじゃダメ！
運動や勉強をしっかりやって、素
敵な大人になろうよ！

スライド 20
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学習も、お酒だけで終わることではなくて、あらゆ
る消費者教育にもつながる重要なことだろうと思い
ます。広告分析が発展した指導でインターネットか
らの宣伝から男の子が好きだというカードを、女の
子がきちんと説明をして、「これはこういう問題が
あり、ここにはこういう問題がある、これは問題が
ある宣伝です。これで、私の説明は分かりましたか」
と言って「そうか、この宣伝にはそんなに大きな問
題があるのだ」と説明相手に理解させられたら、初
めてこの説明役の女の子は理解しているわけです。
この教材はごく普通の、学校の先生方が考えて、こ
ういう教材をつくり上げました。私は今も当時の教
職員に敬意を表しています。そういう学習展開でした。
　いわゆる思春期で、希薄な人間関係で、規範意識が低下して、自尊感情がズタズタな子どもたちが、
あふれるような情報が氾濫している中で、いわゆるお酒やたばこなどのリテラシーの能力がないと、危
険行動に走り、なかなか戻ってこられない状況が生まれます。このようなメディアリテラシーなども非
常に重要な学習の一つかと思います。
　また、私のいた学校では未成年飲酒を学ぶときこの様なキャンペーンを取ります。（スライド 21）大
体 20 日間ぐらい、お酒のことや、たばこのことなど、学年ごとに分けてこのような学習をします。な
ぜそんなに長い間やるのかと言いますと、ある男の子の感想の中に、当時、毎日帰りがけに缶ビールを
買って帰る子がいたと。「嫌だと思うのだけれども、言えなかった」と言うのです。でも、学校へ行く
と毎日のようにこのキャンペーンをやっているものですから、ある日、帰りがけに友達に、「おまえ、
体を壊すからやめろと言えた」と言うのです。先ほど申し上げたように、中学生は親や教師に反抗して、
格好良く生きていると思っています。その反抗のシンボルとして、お酒を買っているわけです。当時は
買えましたから、それを「やめろ」と止めるのはなかなか難しかったけれども、ある一定の長い期間やっ
ているうちに、言える雰囲気が出てきたという感想が書いてあって、ますます、これはある程度長くや
らなければいけないと感じました。子どもたちを参加させる雰囲気で、こういうポスターが学校に貼ら
れ対応しています。募集し、表彰し、作ってすぐに捨てないで１年使ったら、またそっくり残しておいて、
翌年また同じものを飾るのです。子どもはあまり細かいことを言いませんから。そして学校中で、あら
ゆるお酒のことでのキャンペーンを張ったり、薬物のことでのキャンペーンを張ったりするような活動
を、学校を上げてやることが大事かと思います。保健部の子たちが表彰されたり、ポスターに応募した
子が表彰を受けたりしています。学校保健部の子たちがキラキラと輝くような学校が、一番落ち着く学
校だろうと今でも思っています。この学習は、今、盛んに文科省から言われているアクティブラーニン
グと、ライフスキルは、非常にぴったりです。主体的な学びかたを求めます。メディアリテラシーのこ
とでもそうです。対話的な学びを求めます。皆さんで、参加型の学習でやります。そして、プロセスを
重視する学習ですから、まさに深い学びです。そして、あくまでも学びかたの主体は、ワークショップ
方式です。これから国が求めている学習方法からそれるものではないと思っているところです。

平成〇〇年度テーマ

１：３０～２：３０ 本校体育館
オープン
スペース

キャンペーンポスター

スライド 21
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　今、ざっと授業の方法で申し上げましたが、最後
は情報提供です。高校生に知ってほしい飲酒のリス
クということで、日本学校保健会で、ほんの数日前
にこのパンフレットが出来上がりました。（スライ
ド 22）本日、皆さまの資料の中に入っていますが、
これは高校生向けの資料です。
　この資料は、手を挙げた学校にだけお配りするこ
とになっています。「ほしい」と言って、手を挙げ
たところでは必ず配ってくれるだろうと、本日は内
容を細かく申し上げませんが、教育関係の、お酒関
係の専門家に集まっていただいて、つくった内容で
すので、ぜひ活用いただければと思います。
　最後にまとめさせていただくと、自尊感情を基盤
に生きる力が必要だろう言う指導です。きちんと学
んだ知識を活用できる心の能力を育成してもらうこ
とが大事です。今、普通の子が少し苦しんでいます
から、普通の子が普通に頑張れるような力を育むこ
とが求められ重要ではないかと思っています。本当
の力は、行動の変容です。（スライド 23）
　ご清聴に心から感謝を申し上げます。ありがとう
ございました。� 協力：JKYB他

スライド 22

ま と め

自尊感情を基盤に生きる力を

学んだ知識を活用できる→

→心の能力を育成

普通の子が普通に

頑張れる 力を育む！

本当の力は→ 行動変容

スライド 23


