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子どもの「心の居場所」を創る

　薬物乱用防止教育は，保健の範疇に留まらず，学校
の教育活動全体，そして，社会（家庭や地域）の有り
様や取り組みに深く関わっている。薬物乱用防止教育
では，薬物乱用に関わる科学的な理解（有害性や乱用
を促す心理社会的要因に関する学習），薬物乱用をしな
い価値観やモラルの形成，乱用を促す心理社会的要因
への対処能力の形成などを通じて，薬物を乱用しない
意志を持ち，薬物乱用を避ける行動がとれるようにす
ることを目標としている。とりわけ，乱用を促す心理
社会的要因への対処は重要であるが，個人の資質や社
会の有り様が深く関わっており，困難が伴うと言われ
ている。心理社会的な要因として挙げられるのが，投
げやりな気持ち，好奇心，興味本位，周りの人たちか
らの強制や勧誘，マスコミや宣伝の影響などとあわせ
て，自尊感情（セルフエスティーム；自分を大切に思
う気持ち）の低さがある。そこには，安らぎを得られ
る心の居場所がない，子どもの深い孤独感のようなも
のが垣間見える。背景に現在の社会の有り様がある。
　心の居場所というのは定義が難しいが，私は，「自分
が，ありのままの自分で居られるところ（存在）」と言っ
て良いのではないかと思っている。私自身の子どもの
ころは , それが周囲に多く存在していたような気がす
る。怒ると怖いがなぜか信頼できる老先生，母親，母
方の祖母，近くの一つ下の友人，林の中の狭い砂地（相
撲に夢中），徒党を組んで遊んだ悪友達と道草の数々，
それらの中で , 私は自由だったし，飾らない自分で居ら
れたものである。心の居場所というのは，過ぎてみる
と人との関わりの中で心地よく記憶の中に留まってい
るようでもある。翻って，今の子どもたちに「心の居

場所」はあるのだろうか。
　よく考えると，心理社会的な要因は，薬物乱用だけ
でなく，性の問題，不登校，いじめや暴力，万引き，
自傷行為など多くの問題行動等に通じる生きる力の根
源的なものではないだろうか。その中でも，様々な場
面で見え隠れする心の居場所と自分への自信のなさ，
人間関係の構築の未熟さは，深刻である。京都大学の
木原雅子氏は，図に示したようにエイズ予防や性の問
題行動を広く社会全体の問題として，学校，行政，家
庭が良く現状を見つめ，それぞれの役割を果たし , 連携
協力して根源の問題である「人間的なつながりの回復」

「集団，個別の教育など適切な情報や支援の提供」「IT
機器等の適切な使用」「社会的な規制」が重要である
と主張している。それは，薬物乱用教育にも共通して
いるように思われる。その重要な場の一つとしての学
校（先生，友人，仲間 , 学級等）が，日々の授業や様々
な活動の中で心の居場所を提供できているのだろうか。
私たちが力を合わせて，人との豊かな関わりの中で日々
それを創りあげる努力をする必要がある。

（東京女子体育大学教授　とだよしお）

戸田 芳雄

▲図　子どもたちを取り巻く社会の展望

（京都大学 木原雅子 一部改変）

子どもたち
・過剰な情報

・薬物の蔓延（違法・脱法）
・出会い系サイト

薬物乱用など様々な問題行動の解消・解決

教師 家庭 地域社会 友人・同僚・先輩

IT通信の
適切な　　
使用　　　　

（アダルトビデオ，
 漫画，雑誌，インターネット）

学
校

保
健
行
政

人間的つながりの回復 connectedness

携帯電話

規制

情
報
や
支
援
の
提
供



学習指導要領 ポイントの

2 教室の窓｜特別号

喫煙，飲酒，薬物乱用防止に関する指導

１．学習指導要領に示された内容

　平成 20，21 年改訂の学習指導要領では，保健学習に

おける喫煙，飲酒，薬物乱用防止に関する内容について，

以下のポイントが挙げられる。

　まず，喫煙，飲酒，薬物乱用は，いずれも脳に直接

作用し心身に重大な健康影響を及ぼすこと，依存性が

あること，青少年の使用の背景や要因がほぼ共通して

いること，喫煙や飲酒が薬物乱用への入り口となって

いることなどから，これらは同じ学習のまとまりの中

で取り扱われている。

　また，喫煙等の防止に関する学習内容は，小学校高

学年から中学校，高校と継続的に位置づけられており，

そうした中で児童生徒の発達段階を踏まえて系統的に

学習するようになっている。すなわち，第一に，青少

年にとって身近な問題である受動喫煙や急性影響など

から，依存性の問題，長期的な影響として現れる疾病

との関連，胎児への影響，社会へ及ぼす影響などへと

学習の重点を広げていくことがある。第二に，我が国

の青少年にとって身近で多く使用される薬物から比較

的特殊な薬物へ，すなわちタバコ，アルコール，シンナー

等の有機溶剤などから，覚醒剤，大麻，MDMA 等の

麻薬などへと，重点的に取り上げる薬物を広げていく

ことがある。なお，高等学校学習指導要領では，前回

の平成 11 年改訂の麻薬，覚醒剤に加えて新たに大麻を

扱うものとされ，大麻の有害性や危険性に関する指導

の充実が図られた。また，その「解説」において，麻

薬の例示に新たに MDMA が加わり，その有害性や危

険性に関する指導の充実が図られた。

　さらに，喫煙，飲酒，薬物乱用を助長する心理社会

的な影響について知り，それらに適切に対処する必要

があることを理解するようになっている。青少年の喫

煙等のきっかけや継続には，単にその健康影響につい

て正しく理解していないだけではなく，好奇心，過度

のストレス，自分を大切にする気持ちや社会の規範を

守る意識の低下，周囲の人々の行動やマスメディアの

影響などの心理社会的な要因が大きく作用しているか

らである。こうした行動科学的な内容も取り扱われて

いることは重要である。

２．指導方法の工夫−ロールプレイングの活用

　喫煙，飲酒，薬物乱用防止に関する教育においても，

知識・理解，思考力・判断力・表現力，学習意欲といっ

た学力の育成を目指すことに変わりはない。そうした

ときに，多様な指導方法を工夫することが重要であり，

その一つとしてロールプレイング（役割演技法）がある。

とりわけ喫煙等の防止に関する指導においては，誘わ

れたときの断るスキルを学習するためにしばしば用いら

れる指導方法である。

　ロールプレイングとは，役割を与えて演じさせ，そ

れを通じて問題点や解決方法を考えさせる指導方法で

ある。相互に演者となったり観衆となったりするため，

同じ立場で観察し，評価することができること，また，

児童生徒が主体的に参加できること等の特長がある。

ロールプレイングは，平成 10，11 年改訂の学習指導

要領解説において，小学校，中学校および高等学校の

すべてにおいて多様な指導方法の一つとして例示され

ていた。平成 20，21 年改訂では，高等学校において例

示されるのみとなったが，有意義な指導方法であるこ

とは確かであり，指導上の留意点をしっかり踏まえて，

効果的に用いられることが期待される。なお，教科書

においても，学習方法の一つとしてロールプレイング

が載っており，児童生徒も把握できるようになっている。

　ここで大切なことは，喫煙等を誘われたときに，学

習した断るスキルを利用するかどうかは，喫煙の害に

ついて正しく理解していることや，喫煙はよくないと

いった態度・ビリーフを持ち得ていることが前提とな

ることである。したがって，そうした知識・理解等の

学習と合わせて，ロールプレイングを活用して断るス

キルについて指導する必要がある。

　また，教師はロールプレイングを実施した後に，児

童生徒から演じた感想や，工夫した点，困った点など

を引き出したりすることが授業の効果を高める上で重

要である。また，観察者の児童生徒には，演技で良かっ

た点を述べてフィードバックしたり，より良い問題解

決のためのアイデアを提供したりする教師の働きかけ

が必要となろう。　　　　　　　
（筑波大学体育系教授　のづゆうじ）

野津 有司
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　近年，「合法ハーブ」等と称するいわゆる「危険ドラッグ」

（脱法ドラッグ）を使用した人が，二次的な犯罪や健康被

害を起こすといった事件をテレビ，新聞記事で目にします。

「子どもの安全に関する世論調査」（内閣府）では，保護者

世代の約９割が，これらの薬物に覚せい剤や麻薬と同じよ

うな中毒性，依存性があることや子どもが好奇心で使用す

ることに対して「不安を感じる」と回答しています。

　しかし，これらの薬物は，「合法ハーブ」等と称して販

売されているため，青少年自身にその危険性・有毒性が十

分に認識されているとは言えません。また，インターネッ

トや店舗等で容易に入手することが可能であるため，ス

マートフォン等の急速な普及を背景に，他の規制薬物のい

わゆるゲートウェイドラッグとして，青少年へのさらなる

乱用の広がりが懸念されています。危険薬物が子どものす

ぐそばにまで来ています。

　学校教育における基本的考え方は，喫煙，飲酒，薬物乱

用といった行為を未然に防止する第一次予防です。第一次

予防とは，依存性薬物を使用するきっかけそのものを除い

たり，各個人がきっかけとなる誘因を避けたり，あるいは

拒絶したりすることができるようになることを目標とする

もので，喫煙，飲酒，薬物乱用防止に関する指導はこうし

た目標をねらいとして進める必要があります。

　そのためにまず，学校が行う未然防止の基本は，すべて

の子どもが安心・安全に学校生活を送ることができ，規則

正しい態度で授業や行事に参加・活躍できる学校づくりを

進めていくことから始まると考えます。きちんと授業に参

加し，基礎的な学力を身に付け，認められているという実

感を持った子どもは，いたずらに薬物等に向かうことはあ

りません。そこで，本校では，学校・学年・学級として「授

業づくり」と「集団づくり」を見直し，すべての子どもが

参加・活躍できる授業・学校行事を工夫することを年度の

初めに職員間で共通理解します。子どもに「規律」・「学力」

を身に付け「自己有用感」を高めることで，未然防止を図っ

ていくのです。

　また，大半の子どもは，喫煙，飲酒，薬物乱用については，

適切な判断につながる知識，薬物の印象や考え方を身に

付けていると考えられますが，必ずしも十分身に付いてい

るとは言えない，危険行動につながりやすい子どもがいる

ことに留意する必要があります。こうした子どもは，喫煙，

飲酒，薬物乱用への様々な誘いに対して危険行動を回避す

るための適切な意志決定，行動選択ができないことが問題

となります。薬物乱用を拒絶する規範意識の向上とともに

断る勇気を持たせるということが大切です。薬物を始めた

きっかけには，「先輩や友達に誘われた」といったピアプ

レッシャーが問題になっているからです。本校では，薬物

乱用に関する知識を学習した後，薬物乱用防止教室を保護

者参加型にし，誘い役を保護者に行ってもらい断り方の練

習をします。事前に学習した保健学習での知識を活用して

効果的に断ることを練習することで，「断る勇気が持てた。」

「仲が良くても絶対に断る。」といった前向きな意見が数多

く出されました。

　しかしながら，学校の教育だけでは限界があります。学

校が地域の教育拠点として，薬物乱用防止を家庭・地域に

働きかけていくことが大切です。

　家庭や地域が行う役割として，携帯電話やスマートフォ

ン及びインターネットの利用に関して責任を有する保護者

（大人）が，まず，危険性についてよく理解する必要があ

ります。それらの不適切な利用や長時間の利用による生活

習慣の乱れにより，青少年が犯罪被害に遭遇したり，いじ

めやプライバシー上の問題等につながったりするケースも

見られるからです。

　本校では，２月〜３月の新学年準備期間に小学６年生と

その保護者，また，４月以降の新学期には新入生保護者会

で，携帯電話やスマートフォン及びインターネットの利用

の危険性について周知を図っています。保護者参加型の薬

物乱用防止教室もその一つです。

　青少年における薬物乱用の問題点は，薬物の恐ろしさに

対する認識の甘さや誤り，ファッション感覚，他人に迷惑

をかけなければ何をやっても個人の自由という間違った意

識などが指摘されています。学校・家庭・地域が一体となっ

て，子どもを守っていくとともに，合法かそうでないかが

問題なのではなく，保健学習で培った正しい知識をもとに，

危険だと思ったら「買わない・使わない・かかわらない」と

いった危険回避能力を子どもに培っていくことが大切です。

薬物乱用から子どもを守る

埼玉県公立中学校　元教諭
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医務室から

タバコはゲートウェイドラッグタバコはゲートウェイドラッグ 齋藤 麗子医師

　青少年の矯正施設に長くかかわっているが，薬物に
手を染めた人たちのほとんどが小学生や中学生のうち
からタバコを吸っていた。禁止されているものを始め
てしまうと，次第にエスカレートし，罪悪感も減って
くるようである。「危険ドラッグ」などが出回っている
現代に，「タバコ」のうちから，しっかりとした健康教
育や保健指導が重要となる。
　タバコの害が明らかとなった最近は，喫煙者が病気
になり禁煙することもあり，さらに値上げの追い打ち
で成人の喫煙率が減少してくると，販売のターゲット
が女性や若者に移っている。最近はポーチやかわいい
手帳などのおまけつきのタバコも売られている。それ
らに対して各学年に応じたタバコに関する健康教育を
校内の各立場が協力して推進することが効果的である。

１）喫煙開始防止　家庭内に喫煙者がいるとタバコが
手に入りやすいため，喫煙開始が早まる。また，タス
ポが手の届くところにあれば子どもも買うことができ
てしまう。喫煙を開始してしまう前に正しい知識を伝
えたい。真っ黒い肺や癌の写真も知識としては必要で
あるが，もっと身近に，スポーツする肺や心臓に悪い
こと，シミやしわなど美容に悪いこと，学業成績のこ
となどが切実に感じてくれることかもしれない。タバ
コの煙には殺虫剤成分が入っていることや，吸い殻や
灰皿のにおいをかがせることも嫌悪感につながり効果
的である。そして吸い始めたら依存症として，今度は
なかなか禁煙できなくなることも初めから知るべきこ
とである。未成年だから吸ってはいけないという指導
は，大人ぶりたいと思う子には逆効果である。大人の
健康にも悪いものという事実も知らせた方が正しい。

２）受動喫煙の知識　学校の敷地内禁煙が全国的に広
まっている。子どもたちは家庭内や通学路や飲食店な
どで日頃受動喫煙を受けている。年代的には保護者の

半数は喫煙者である可能性もあり，副流煙の害につい
ては家庭にも知らせなければ子どもが守られない。「保
健室だより」などにコラムを掲載したり，授業参観で
話題提供することはできないか。喘息や中耳炎を繰り
返す子どもには，受動喫煙を避けることが自分自身を
守ることであると知らせることが病気の予防となる。

３）禁煙支援　保健室にだるい，疲れたと頻繁に来室
する子どもから，もしタバコの臭いがしたらどうする
か。家族に喫煙者がいてサードハンドスモーク＊注のた
めか，あるいは本人が吸い始めたか。そのような場に
なる前に心構えと，禁煙指導のための資料などは日頃
から用意しておこう。チャンスを逃さず，なぜ吸い始
めたか，タバコは美味しく感じたのか，軽いタバコで
も害はたくさんあることなど少しずつ話していこう。
自分の体や命を大切に思うように，考えを引き出しな
がらかかわっていこう。担任や保護者に知られたくな
いことかもしれないが，容認するわけにはいかない。
　最近は煙の出ない無煙タバコや噛みタバコなど，周
囲に気づかれずにニコチンを体に入れることもできる。
「ストレス解消」だとか，「吸っていて病気にならず元
気な人もいる」などと言い，喫煙を正当化する場合も
ある。子どもたちを守るためには，周囲の大人が正し
い知識を得て説明していかねばならない。

＊注

●セカンドハンドスモーク　タバコの火元から出る煙で本人の吸

う煙よりはるかに有害成分の濃度が濃い。

●サードハンドスモーク　タバコの煙が部屋のカーテンや壁紙や

布団などに蓄積され，部屋にいる人に煙の有害成分による化学

物質過敏症のような症状を与える。

●呼出煙　喫煙者の肺から吐き出す呼気の中に，タバコの有害成

分が含まれているので周囲の人に害を与える。

（十文字学園女子大学教授　さいとうれいこ）
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関東第一支社	 〒 114-8524	東京都北区堀船2-17-1　Tel:03-5390-7467／ Fax:03-5390-6017
関東第二支社	 〒 114-8524	東京都北区堀船2-17-1　Tel:03-5390-7467／ Fax:03-5390-6017
北陸支社	 〒 920-0919	金沢市南町6-1　朝日生命金沢ビル　Tel:076-222-7581／ Fax:076-232-2719
中部支社	 〒 461-0004	名古屋市東区葵3-15-31　千種ニュータワービル　Tel:052-939-2722／ Fax:052-939-2720
関西支社	 〒 532-0004	大阪市淀川区西宮原1-4-10　大阪東書ビル　Tel:06-6397-1350／ Fax:06-6397-1358
四国支社	 〒 532-0004	大阪市淀川区西宮原1-4-10　大阪東書ビル　Tel:06-6397-1350／ Fax:06-6397-1358
中国支社	 〒 732-0814	広島市南区段原南1-3-53　広島イーストビル　Tel:082-568-2577／ Fax:082-568-2580
九州支社	 〒 810-0022	福岡市中央区薬院1-17-28　トッパンビル　Tel:092-771-1536／ Fax:092-714-3519
沖縄出張所	 〒 900-0025	那覇市壺川1-2-1　Tel:098-834-8084／ Fax:098-834-8095
ホームページ	 http://www.tokyo-shoseki.co.jp
東書Ｅネット	 http://ten.tokyo-shoseki.co.jp 91970
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