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IwouldliketostartbysayinghowhonouredlamtohavebeeninvitedtothisConference・

IamparticularlygratefUltolheUK-JapanEducationForum,ｔｏＤｒＮａｏｋｏＯｔａ,tomy

friendandcoueagueProfessorHirokoHirose,totheBritishCouncilandtothoseofyou

whoarepresent・IonlyspeakalittleJapaneseaｎｄｓｏｌａｍａｌｓｏ厚atefUltoyoufbrletting

mespeakinEnglish．

Itisveryinterestingtometobeaskedtospeakabouttheconnectionsbetweenreligious

educationandsexeducation・Ispendquiteabitofmytimetalkingtopeopleandlistening

topeopletalktomeeitheraboutGodoraboutsex.’'vebeenordainedasaPriestinthe

ChurchofEnglandfbrtenyearsandalsｏｗorkedaspart-timepsychodynamlccounsellor

fbrtenyears・Asacounsellorlspentabouthalfmycounsellinghourswiththosewhohad

sufferedsexualabuseaschildrEnorsexualviolenceasadults・Ialsowriteabouttheology

andaboutsexeducationandamiheeditorofthejoumalSexE血czztiO"．

Ineverydaylife,though,fewoftheconversationslhavewithpeopleareaboutGodor

aboutsex､Whenldofindmyselfengagingmsuchconversationsitisgenerallyeither

becausethesituationhas,insomesense,ｂｅｅｎ′prepared'fbrit-fOrexample，ｓｏｍｅｏｎｅ

ｃｏｍｅｓｔｏｓｅｅｍｅａｆｔｅｒＩｈａｖｅｄoneatalktosmdentsininitialteachereducationabout

detectingandrespondingtochildabuse-orbecausethereisatimeofcrisis-fbrexample，

someonehasdiedunexpectedly．

ConversationsthatindudetalkbotｈａｂｏｕｔＧｏｄａｎｄａｂｏｕｔｓｅｘａｒｅｒａｒＥｒstill・Yetthe

connectionsbetweenreligionandsexualityarEmanyandrich,connectionswhichgoback

tothewritingsofthevariousscripturesinthemanyreligions・OneratherobvioustimefOr

metolinkGodandsexiswhenpreachingataweddingservice・Mymarrlagesermons

mostlyfbllowaprEttysimilarstructure,exceptwhentherEissomethingoutoftheordinary》
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fbrexamplewhenonepersonhasbeendivorcedandtheirfOrmerspouseisstillliving・In，

Ithink,everymamagesermonlhaveeverpreaChed,Ihavealwaysincludedasection

neartheend,whichgoessomethinglikethefOllowing：

…IwantjusttomentiononeaspectoftheChristianunde猿standingofmamage・And

thatis,thatinsomemysteriousway,iheloveyouhaveasamalTiedcoupleisa

mirrororsignoftheloveGodhasfOrthewholeofthecreation・Inyourrelationship

withoneanother,youhavethepotentialtorevealsomethingofGod'ｓnature．

Nothingveryearth-shatteringorexplicitthere・Butwhatlnownoticeaboutthelanguage

thatluseisitsindirectness・IfeelcomfOrtablewiththat．Ｉfind，similarly，thatwhen

people,ｅｖｅｎpeoplewithadeepreligiousfaith，ｔａｌｋｔｏｍｅａｂｏｕｔＧｏｄ，iheEucharistor

someotheraspectoftheirfaith，theygenerallydosoindirectly,andoftenhesitantly・

Indeed,Irememberoneperson,nolongeralive,whohadsuchareverencefbrChristthat

ldon'tthinkleverhearhersayhjsnameortitle,thoughshewouldallude,hesitatinglybo

him,ｓｏthat,eventually,Iwasneverinanydoubtastowhatshemeant．

Onreflection，Ithinkhesitancyintalkingaboutcertainthingsisoftenmisunderstood・

Lovesthathaveaquietvoicecanoftenbeverygenuineandrundeep・Indeed,talkingtoo

loudlymaymakeusquestionsincerityor》altematively,makeuswonderifthereisn'ta

strongdefenceatwork，ｓｏｔｈａｔａｐｅｒｓｏncoversuptheiruncertaintyorfeaｒｂｙｏｖｅｒ‐

assertivenessandshouting．

OnethingthatinterestsmeisfromwherEpeoplegettheirunderstandingsofGodand

theirinterpretationsｏｆｓｅｘ・IhavealwayslikedthereputedcommentofHelenKelleE，

borndeaLdumbandblind,who,whenevenmallyshelearnttospeakaｎｄｗａｓｔｏｌｄｏｆ

Ｇｏｄｒｅｐｌｉｅｄ′Ｉｋｎｅｗｈｉｍｂｕｔｄｉｄｎｏｔｋｎｏｗｈｉｓｎａｍｅ'・Perhapsallofushavesuchan

innate,initialcapacitytoknowGod・Withoutdou比though,ouruPbringingandihe

otherexperlencesofourli企cancausesuchapotentialreligiousfaithtogrowortowither．

Ｉｎｍｕｃｈｔｈｅｓａｍｅｗａｙ,thewaywearEbroughtupaschildrenhasaverys廿ongeffecton

thewayweunderstandsexandsexuality､Itishardlysurprisingthatthedaughtersexually

abusedoveralongperiodoftimebyherfatherendsupwithaconfUsedunderstandingof

herself,ofhersexuality,ofherfatherandofmenmgeneral・Fortunatelynosituationis
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beyondredemptionthoughhealingmaytakealongtime．

Soshouldweencouragechildreninschooltospeakmoreofsexandofspirituality？Ｉ

do､'ｔｋｎｏｗ､Ａｓａｓｅｘｅｄｕｃａｔｏｒａｎｄａｐｅｒｓｏｎｗｉｔｈａｒeligiousfaith，Ｉ'mallfbrpeople，

includingchildren,thinkingmoreaboutsexandspirituality・AndyetIworryaboutschool

educationmakingtoodefiniteanddeterminateasetofintentionstoteachintheseareas・

PerhapswithtoonalveandromanticavisionofeducationandofchildhCod,Istillhaveat

leastapartialbeliefinchildrenfindingcertainthingsoutfOrthemselvesintheirowntiｍｅ，

attherighttimeandattheirownspeed､Isupposethisistheessenceofchild-centred

education,wlidlyunderstood．

Ｎｏｗｌａｍ,ｏｆcourse,allinfavourofchildreninschoolsbeingintroducedattheappropriate

timetoteachingsabouttheworld'svariousreligionsandaboutthenatureofreligious

beliefSimilarly,Iamvelymuchinfavourofchildrenreceivingage-appropriateschool

sexandrelationshipseducation,includingtheprovisionbothoffactualinfOrmationand

oftheopportunityfbrthemtoengageindiscussionsaboutsexualnorms,valuesand

behaviours､Butlhesitatefbrvariousreasons‐notleastbecauseoftheinordinatedemands

therealreadyareonteachers'timeandabilities‐attheprospectofschoolshavingto

provideteachingabouttheinterrelationshipbetweensexandspirituality､Noteverything

hastobetaughtinschools・TherearEcertainthingsthatitisbettertoleamfbroneself-

betterinthesensesofmoreauthenticandmorememorable．

SowheremighttheseaspectstosexeducationandspiritualityeducationthatIsuspect

shouldnot,ｏｒcannot,ｂｅleamtaboutinschoolsbestbeleamt?Surelyinsitu・ThefUllest

waytoleamaboutamarrlageisinmamage;thefUllestwaytoleamabouttheEucharist

isinrEceivingcommunion;thefUllestwaytolearnaboutsexualintercourseiswithone

otherpersoninprivabe・OtherleamingcanbepreparatoIy‐schoolscanhelppupilsto

developcommitment,ｂｅ位uetothemselvesandtoothers,tomanifestfbrgivenessandso

on‐butthefUllestleamingintheseareasisultimatelythatwhichisauthentic.Ａ､dthe

languageofsuchlearningisrarelythelanguageofwordsbut,whetherwearEtalking

aboutsexeducationoreducationaboutspirituality，thelanguageofimagination，of

experienceoftouchandoftheothersenses．

ＮｏｗしIfeelIoughtbrienytosaysomethingabouttheplaceofreligionandreligious
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educationinschoolsintheUK・Toaconsiderableextent,theinfluenceofreligionin

Britishsocietyhasbeendecliningfbraboutonehundredyearsandiscontinuiｎｇｔｏｄｏｓｏ、

Thisisparticularlythecasewithregardtowhathashistoricallybeenthema)ｏｒreligion，

namelyChristianity､ＦｅｗｅｒａｎｄｆｅｗpeoplegotoChurChonaregularbasisfbrworship，

fewerandfewerpeoplebringtheirchildrentobebaptised(Christened)inChurchand

fewerandfewerpeoplegetmarriedinChurch･Fromasociologicalperspective,Christianity

isbecominglessimportantintheUK．

Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，andashistoriansremindus,influencesftomthepastcanbemore

pervasiveandsignificantthanissometimeapparent・Inaddition,Islamisgrowinginthe

UKbothinterｍｓｏｆｌｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｂｅｌｉｅｖｅｒｓａｎｄｉｔｓpoliticalsignificance・FurtheImore，

thedeclineintheinfluenceofChristianityhasbeenaccompaniedbyasplinteringofthe

Christianworld-view，Ｗｈａｔｌｍｅａｎｂｙｔｈｉｓｉｓｔｈａｔｗｈｉｌｅ，overall，Christianityisless

pervasiveinBritishsocietythanwasthecase,boththeliberalandtheconservativewmgs

havebecome，ｉｆanything，ｍｏｒｅimportant・Thus，asProfessorHirokoHirosehas

convincinglyargued,muchofthelegislationpassedinEnglandandWalesoverthelastl5

yearsconCemmgsexeducationcanonlyreallyvalidlybeunderstoodwhenconservative

Christianviews‐thoseｏｆ'themoralright'‐areanalysed．

Indeed,onewayinwhichlthinktheimportanceofreligionfOrsexeducationinparticular

andschoolingingeneralcanbeviewedistoseereligionsasprovidingparticularworld-views

withinwhichpeoplethink,Operate,seethemselvesandfindmeaning・Ｐｅｒｈａｐｓｙｏｕｗｉｌｌ

ａｌｌｏｗｍｅｔｏｔｒｙｔｏｇｉveaJapaneseanalogy・IntheKamakuraperiod，iheriseofthe

samurailedtoadevelopingwarriorethicofheroism,loyaltyandwillingnesstodiefOr

one'slord､Suchvirtuescanpelgistinacountrylongafterlheparticulargroupinwhich

theyarosehaswanedinovertimportance・Thesamepointcanbemadewithre企renceto

thevirtuesthatdevelopedatcourt．

LetmeconcludebytryingtobequitespecificWhatmightbeaChristianperspectiveon

sexeducationintheUK?Iwouldliketoputfbrwardthefbllowingl3principles,recognising

thatsomeofthesearecommontopracticallyallsexeducationprogrammes，othersto

mostsexeducationprogrammeswithareligiousperspective,otherstomostsexeducation

programmeswithaChristianperspective,whileothersarEpeculiartome・Someofthese

principlesrelatetolhecontentofsexeducation,otherstoitsmethodology,ｆｒａｍｅｗｏｒｋｏｒ
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andrespect,thevaluesandwishesofpupilsandparents､Theviewsofpupilsshould

playacentralpartiniheevaluationofaprogrammeofsexeducationandshouldbe

takenintoaccountintherevisionofthatprogramme・

ParentsshouldhavetherighttowithdrawtheirchildrenfiFomanypartofaschool'ｓ

sexeducationprogramme,thoughitishopedthatlhepmgrammeisdesignedsothat

thisrightisonlyinfiPequentlyexercised・

SchoolsshouldthinkcarefUlly》againconsultingpupilsandparents,aboutwhether

partsofasexeducationprogrammearEbestundertakeninsinglesexgroups・

Programmesshouldbedevelopmentalandappropriatetotheageandexperlencesof

children・FOrexample,menshPuationshouldnormallyfi1RstbedealtwithinYr,６(i､e・

withlO-11year-oldsbefbremostgirlsstarttheirperiods)andhumanreproduction

largelyatKS3(i､e､withl2-14year-olds)．

Noteachershouldberequiredtoteachsexeducationunless(s)hewishesto，

Teacherswhoteachsexeducationareentitledtoreceiveappropriatetraining(e9．

occasionallNSETdaysrunbyexperiencedprofessionals)andtoberEsourcedas

necessary(e､9.accesstoup-to-datevideosandotherteachingmaterialsappropriate

fOrtheirparticularpupils)．

Wecanlearnabouttheexpressionofappropriatesexualbehaviourthroughthestudy

ofscripture,theteachingsoftheChurch,reason,conscience,customandthelawsofa

countIythatrElatetosexualbehaviour､Peopledifferintherelativesignificancethey

attachtosuchsourcesofmoralauthority1

FOrrEasonsthatarEstillincompletelyunderstood,asmallpercentageofhumansarE

homosexual・Forsuchpeopleattemptstohaveheterosexualrelationshipsrarelyprove

fUlfillingeithertothemortheirpartners・Thechurchesarestillgrapplingwiththe

issueofhomosexuality》thoughanincreasingnumberarebeginningtoacknowledge

thatthewayfOrwardmaybefOrsocietytomakeiteasierfbrhomosexualstolivein

lastingandmutuallyfaithfUlsexualrelationships・

Thebestrelationshipinwhichhumanlovecanbeexpressedthmughsexualintimacy

isoneoflifE-longmonogamywithinmarriage・However,fbrallsortsofreasons，

somesuchrelationshipsbreakdown・Followingtheirretrievablebreakdownofa

marnage,manypeoplechoose,perfectlyappropriatelyｼtonyagainwithsomeone

else．

2．

3．

4．

1℃sourcmg、

1．Schoolsexeducationneedstotakeintoaccount,inagenuinespiritofco-operation

7．

8．

9．
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10．ManypeopleenterintoasexualrelationshipbefbretheyarereadyfOrit・Earlysexual

relationshipscancauseemotionalpainwhilepromiscuityisassociatedwithan

increasedriskofsexuallytransmittedmfectionsandmaymakeitmoredifficultlater

inlifEtoestablishatrustingsexualrelationship、

11．Formostpeople,asexualrelationshiphasthepotentialfbrthemtolearnbothtogive

andtoreceive・Itisawayofgrowingbothemotionallyandspiritually･Itcanalsobe

physicallyextremelyenjoyable,thoughthechurcheshavetraditionallybeenrather

coyaboutsexualpleasureAsmallproportionofpeople,though,findthattheirlives

aremostfUlfillingiflivedcelibately、

12．CoupleswhowishtohavechildrenshouldthinkcarefUllyabouthowmanythey

wouldlikeandcanbestlookafter・CertainfOrmsofcontraceptionarEethicallymore

problematicthanothers・IntheUKwecertainlyliveinasocietywhichpermitsfar，

fartoomanyabortions、

13．Finally,noneofusisperfect‐thisisthedocmneofuniversalsin・Allofusmake

mistakesandinasexualrelationshiptherear巴manyopportunitiesfbronepartnerto

exploittheother・However,thereisalsoalwaystheopportunityfbrrepentanceand，

frequently,fbrfOrgiveness．

Thecontextinwhichsexeducationistaughtisimportant・Allchildren,whetherwithina

Christianschoolornot,should，ｂｙｔｈｅｔｉｍｅｔｈｅｙａｒｅｌ６，havebeenintroducedtothe

notionthatpeoplediffermregardtotheirvaluesandtothefbundationsonwhichthese

valuesarEbased・Specificallywithregardtosexualbehaviouppupilsshouldappreciate

thattherearEbothreligiousandsecularargUmentsinfavourofrEsponsiblebehaviourln

whichtheneedsandwishesofothersarEconsideredasweuasthoseonehasoneself・Ａｔ

ｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,ｅａｃｈｏｆｕｓｈａｓｔｈｅｒｉｇｈｔｎｏｔｔｏｂｅｅｘｐｌoited・Schoolsshouldprovidesex

educationprogrammeswhichhelpchildrentoexploresuchissuesmasafeenvlronment．
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[翻訳］ 『性教育と宗教教育の関係』

マイケル・ライス

ロンドン大学教育学大学院

はじめに、今回は大会に招かれて非常に光栄である。とくに友人でもある広瀬さん、ブリティッ

シュ・カウンシル、そしてここにいらっしゃる皆さんにお礼申し上げる。日本語がほとんど話せな

いので、英語で話すことをお許しいただきたい。

宗教教育と性教育との関係について話してほしいという要望はとても興味深い。私はこれまで多

くの人々と諾してきたが、神の話か性の話かどちらかだったからだ。私は英国教会の聖職者として

１０年間仕え、１０年間パートタイムの心理ダイナミクカウンセラーとして働いてきた。カウンセラー

としてつとめた半分のケースは、性的迫害を受けた子どもや性的暴力を受けた成人であった。私は

また神学について、また性教育について論文を書いてきたし、自身も雑誌『性教育』の編集者であ

る。

それでも日常生活において、神についてとか性について人と話すことはほとんどない。このよう

なことを話している時はいつもそのために状況が「整備」されている時、例えば教員養成のカリキュ

ラムで学生に子どもの迫害について追跡し、いかに責任を持つか話したりした後に誰かが私に会い

に来るといった時か、たとえば人が突然死んだりするというような危機の時である。

神と性を一度に話すということはそれでもまれである。宗教とセクシユアリティの関係は多くて

豊かであるので、これらの関係は多くの宗教の多様な聖書、聖典にまで戻ることができる。神と性

とを結び付ける明らかな契機は､私にとっては結婚式だ｡私の結婚式の説教はほとんどいつも同じ

やり方で行われる。例外は特別なことが起こった時だけだ。たとえば一人は離婚していて、もとの

配偶者が生きている場合など。私がやってきた結婚式の説教では、思うに、いつも私は終わりの部

分で、次のようなことを含んでいる。

私はキリスト教徒の結婚に対する理解の一つの局面を申し上げたい。そしてそれは、何年も奇

跡的な方法で、結婚したカップルとしてあなた方が持つ愛は、神が全ての創造物に与えられる

愛の鏡あるいはサインなのだ。お互いの関係において、神の本質を明らかにする潜在能力をあ

なた方は持ったのだ。

なにも驚くようなこともはっきりしていることもない。しかし、私が使う言葉について私が今気

づいたことは、その間接性である。私はこれが好きだ。私はまた同様に、人々が、非常に信仰心厚

い人々でさえ、神や聖体とかあるいはその他の信仰の事柄について話す時、一般に彼らは間接的に
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話すし、しばしば藩曙している。事実、私はある人を思い出す。すでになくなっているのだが、彼

女はキリストに畏敬の念を非常にもっていたので私は彼女がキリストの名やタイトルを口にしたこ

とを聞いたことがない。彼女はほのめかしていたにも拘わらず、蹟曙していたのだろう。だから、

実際、私は彼女が何を意味したか疑ったことはない。

思えば、ある事柄を話す時に蹟曙するということは、しばしば誤解されると思う。静かな声を持

つ愛は、しばしばとても純粋で深く潜行する。事実、あまりにも大きな声で話すと、私たちは誠意

を疑うし、あるいは、予防線をはっているのかなといぶかしく思う。だから人は確信が持てないこ

とを話す時、あるいは怖れている時、それを過度な強調や怒鳴ることで覆い隠すのである。

私が面白いと思うのは、どこから人々は神や性について彼らの理解を得るのかということだ。私

は常にヘレン・ケラーについて広く知られている逸話をすることが好きだ。彼女は生まれながらに

聾唖の上盲目であった。そして話すことを学び神について話を聞いた時に、彼女は答えて「私は彼

について知っていたわ。でも名前を知らなかったのよ」といった。恐らく私たちもみな、このよう

な、神を知る生まれつきの能力というものを持っているのだ。疑いもなく、私たちの教育やその他

の人生経験がそのような潜在的宗教心を育てたり弱めたりするのだろう。

これと全く同様に、私たちが子どもとして育てられる方法は、私たちが性とセクシユアリティを

理解する方法に強く影響をもっている。長い間自分の父親に性的迫害を受けてきた娘は、自分自身

や、自分のセクシユアリティ、父親、そして男性一般に対する混乱した理解を最終的に持つことに

なる。幸いなことに、癒しには時間がかかるものの回復が見込めないということはない。

では、私たちは学校にいる子供達にもっと性と精神性について話すよう奨励する方がいいのだろ

うか。私には解らない。性教育をするものとして、そして宗教心のある一人の人間として、もっと

性と精神について考えているが、私は子どもを含め他の人々 と一緒だ。そして私は学校教育があま

りにもこれらの領域について教えることを細かく規定し、決定することに対しては懸念を抱いてい

る。私は少なくとも、子供達が自分自身で、自分自身の時間の時に、正しいタイミングで自分自身

のスピードで、こういった事柄を見つけていくことが良いと信じている。私は、これこそが正確に

理解された児童中心主穣教育の主要な要素である。

さて、私は、もちろん、学校にいる全ての子どもが、適切な時期に世界の多様な宗教と、宗教的

信念の本質について学ぶことができるようになったのを大変喜んでいる。同様に、私はまた、子供

達が、事実に関する情報と性に関する規範、価値や行動に関する論溌をすすめる機会を与えること

の規定を含む年齢に相応しい性と人間関係の教育を受けることはとてもよいことだと思う。しかし

私は様々な理由から、蹟曙しているのだ。それはすでに教師に対して多大な時間と能力を要求して

いるからというだけでなく、性と精神の内的関連について学校が教えるということに対する見通し

についてである。学校で全てを教えるべきではない。自分自身で学ぶことの方がよいこともある。

より本物であるということとよく覚えるという意味において。

だから学校で教えられるべきもの、あるいは教えることができないと思う性教育と精神の教育に
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ついて、どこで学ぶのが一番だろうか。あきらかにそれはそれ本来の場所で、である。結婚につい

て十全に学ぶ方法は結婚そのものだ。聖体について学ぶなら聖体拝受（霊的交感）において、また

性行為については私的領域でもうひとりの相手とというのが完全な方法だ。その他の学習は全て準

備に過ぎない。学校は生徒に他者との関わり合い方、自分自身や他者に対して真実を持って接する

こと、許すことを明らかにし、などなど。しかしこれらのことがらを完全に学ぶにはそれが究極的

には本物であることだ。そしてそのような学習の言語は言葉の言語であることは稀であるが、私達

が性教育や精神に関わる教育について述べる時は、想像、経験、触感その他の感覚という言語であ

ろう。

さて、私はイギリスの学校で宗教と宗教教育が占める位置について簡単に述べよう。かなりの程

度、イギリス社会に対する宗教の影響はここ100年の間に減少してきた。そして今でも減少しつつ

ある。このことは主要な宗教、すなわちキリスト教にとってあてはまることだ。礼拝に規則正しく

あらわれる人は年々減ってきている。洗礼を子どもに受けさせる人も減ってきている。教会で結婚

式をあげる人も減ってきている。社会科学的見方からすれば、クリスチャニティは英国では重要性

を失いつつある。

同時に、歴史家が思い出させてくれるように、過去からの影響は、目に見える形よりももつと染

み渡り、かなりのものである。それに加えて、英国生まれのイスラム教徒が、数の上でも政治的勢

力としても増大しつつある。さらに、クリスチャニティの影響の衰退は、クリスチャン世界観の断

片化を伴うものだった。これによって何がいいたいのかというと、結局、英国社会におけるクリス

チャニティが以前より浸透しなくなっている一方で、クリスチャンにおけるリベラル派も保守派も

ともに、より重要になってきたということだ。だから、広瀬教授が説得力を持って論じているよう

に、イングランドとウェールズで成立した過去１５年間の性教育に関する法律は、保守的なクリスチャ

ンの考え方一一「道徳的右派」の考え方一一が分析された時にのみ十全に確固として理解されるの

である。

事実、学校教育全般ととくに性教育における宗教の重要性を考える－つの方法は、宗教を、人々

が考え、実行し、自らを見つめ、意味を発見するある特定の世界観を提供するものとしてみなすと

いうことである。日本における同様の事例をここで考えてみよう。鎌倉時代、サムライ階級の台頭

は、ヒロイズム、忠誠心そして主人のためには喜んで死を覚悟するという武士道の発展を導いた。

このような徳は、それらの徳を生み出したある特定の集団が明らかな重要性をもたなくなった後で

も、長くこの国に根付いている。同様の指摘が、宮廷で発展した徳についてもすることができる。

さらに特定化することで結論としよう。英国における性教育に関するクリスチャンの見通しとは

どのようなものであろうか。私は以下に述べる１３の原理を提案したい。これらのうちの幾つかは全

ての性教育プログラムに実践的にいって共通するものであり、また、宗教的観点からの性教育プロ

グラムや、クリスチャンの見通しに伴う性教育プログラムであり、他のものは私には多少奇妙に見

えるものもある。これらの原則の幾つかは、性教育の内容に関わり、その他のものは、方法、枠組

1８



日英教育研究フォーラムＮｏ．６

あるいは資料といったものに関わっている。

１学校の性教育は、生徒と親の純粋な協力、尊敬と価値と希望を考慮に入れる必要がある。生徒

の見方が性教育のプログラムを評価する際には中心的役割を果たすべきであり、プログラムの内容

を検討する時には考慮されるべきものだ。

２親は学校の性教育プログラムのどのような部分からも子どもを退席させる権利を有する。勿舗

プログラムはそのようなことがないようにデザインされ、この権利は滅多に行使されないことが望

まれるのであるが。

３学校は、また生徒と親と協議し、性教育のどの部分が男女別のグループで教えられるのがよい

かについて注意深く検討すべきである。

４プログラムは、子どもの年齢、経験に相応しく、発展的であるべきである。例えば、月経は第

６学年（１０歳から１１歳未満で多くの少女が月経を経験する）が通常適切であろうし、人間の再生

産（妊娠と出産）についてはだいたいキーステージ３（１２歳から１４歳）であるべきだ。

５教師は本人が望まない限り性教育を教えることを要求されない。

６性教育を教える教師は適切な訓練を受けること（例、適宜経験ある専門家によって運営されて

いる研修日など）、そして必要な資源を与えられること（例、最新のビデオとかその他の生徒に相

応しい教材の確保など）。

７私たちは性的行動に関する聖書、教会の教え、理由、良心、習慣、法律の学習を通じて、適切

な性的行動の表現について学ぶことができる。

８まだ原因はよくわかっていないが、数％の人が同性愛者である。そのような人々にとって異性

愛的関係を持とうとする企ては、滅多に自分にとっても相手にとっても満たされるものとはならな

い。教会は依然として同性愛の問題と取り組んでいる。前進する方法は同性愛者にとって、社会の

中で彼らの性的関係が永続的なものとなり互いに貞淑で生きていくことを簡単にしていくことだと

いうことを認識し始めた人々が増えつつあるのではあるが。

９人間の愛が性的行為を通じて表現される最善の関係は、結婚に伴う生涯の一夫一婦制である。

しかしながら、様々な理由から、幾つかのケースは壊れてしまう。結婚の取り返しのつかない崩壊

に続き、多くの人々は、全く正しいことに、もう一度他の人と結婚しようとする。

’０多くの人は、準備ができていないのに性的関係を始めてしまう。早期の性的関係は、情緒的痛

みの原因となる。乱交は性的感染という危険性を伴い、信頼できる性的関係をあとになって作り上

げることを困難とする。

’’多くの人にとって、性的関係は、与えることと受け取ることを双方が学ぶ潜在性をもっている。

それは情緒的にも精神的にも成長する方法である。教会は伝統的に性的快楽についてはむしろ恥ず

かしがっていたが、それはまた物理的にも非常に楽しいことである。しかし少数の人々は、独身で

暮らすことによって人生が完全なものとなると考えている。

１９



１２子どもを持ちたいと望むカップルは、何人欲しいか、何人なら良く面倒が見られるのかよく考

えるべきである。ある種の避妊方法は倫理的にその他の方法よりも問題がある。英国はあまりにも

多くの堕胎を許している社会である。

１３最後に、誰も完全なものはいない。これが普遍的な罪のドクトリンである。我々全てが過ちを

犯すし、性的関係においては、一方が他方を搾取する機会が多くある。しかしながら、後悔や許す

ことのチャンスもまたいつでもあるのだ。

性教育が教えられる文脈もまた重要である。全ての子どもは、キリスト教系学校であろうとなか

ろうと、１６歳になるまでに、価値観、そしてその価値観が基づいている土台に関しては、人々はみ

な異なるということを教えられるべきである。とくに、性的行動に関しては、生徒は、他者のニー

ズや希望を、自分のそれと同様によく考えた責任ある行動を評価するような宗教的かつ世俗的輪溌

双方があるようなことを歓迎すべきである。同時に、私たち各々は搾取されない権利を持っている。

学校は、安全な環境で、子どもがこのような問題に取り組むことを支援するような性教育プログラ

ムを提供すべきなのだ。

第１０回研究大会自由研究発表一覧

｢イギリス特別教育史の構想一第二次大戦後の「学習困難」問題と特別教育改革」

新井英靖（筑波大学）

｢外部試験制度の歴史１」 大田直子（都立大学）
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