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概

要

ネット時代のいま、性教育は、既存の内容だけでは現実に追い付けなくなっている。子ども達
の性意識や性行動が、ネット上に氾濫する性情報から大きな影響を受けていることを踏まえれ
ば、性情報リテラシー教育にデジタル・シティズンシップ教育を盛り込む取り組みは急務といえ
る。
本稿は、性教育をめぐる国際及び国内のガイドラインを参照し、性情報リテラシーとデジタ
ル・シティズンシップに関する記述を検討した。また日本において、性情報リテラシー教育とデ
ジタル・シティズンシップ教育を融合させる実践例を報告した。
キーワード：性教育、メディア・リテラシー、性情報、デジタル・シティズンシップ、人権

1.

はじめに

インターネットに接続出来る携帯端末が子どもに普及すると共に、ネット上の「性情報の氾
濫」が問題視されて久しい。内閣府（2019）が実施した調査によれば、子どものネット利用率
は、4 歳児で早くも半数を超えている。また、ネットを使っている 0 歳〜 9 歳の子どもが経験し
たトラブルとしては、
「不適切なサイトにアクセスした」が 3 番目に多い（1）
。小学生・中学生・
高校生によるネット・トラブルも、アダルトサイトに関するものが 2018 年度は 2 位となってい
る（2）。ネット上に氾濫する性情報を目にする機会は、幅広い年齢層の子どもに広がっていると
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いえよう。
性情報に子どもが接することは、どのような弊害をもたらすのだろうか。性情報が見る者に与
える影響については、これまでに複数の調査・報告がなされている。兵庫県（2003）が県内の
高校 2 年生を対象に行った調査では、アダルトビデオや雑誌などに描かれているセックスを真
似したことがある男子は 40.2%、女子も 24.5% に上る。真似したことがある男女ほど、避妊方
法として膣外射精法をとっている者が多い。また男子では、真似したことがある者ほど「男性に
は、レイプ願望がある」と思っている。女子では、真似したことがある者ほど、性感染症の感染
率と望まぬ妊娠の中絶率が高い（3）。
性情報を発信するメディアのうち、ネットに関して国内外の先行研究をレビューした宋他
（2012）によると、ネット上の性情報への接触が及ぼす影響として、「インターネット上の性交
を実際の性交と同じだと考えるといったインターネット上の性情報を真実と認識する傾向」「性
行動に対して寛容な態度」
「性交をゲームのように考える娯楽的な態度」「女性を性的対象として
認識する傾向」が強くなることが報告されている。さらに、ネット上の性情報への接触は、他の
伝統的なメディア（映画、ビデオ、ケーブルテレビ、雑誌、本、コミックス）の性情報への接触
に比べ、
「レイプ神話（4）を信じること」などにおいて青少年に及ぼす影響が大きいとされる（5）。
メディアの性情報が及ぼす影響のより具体的な内容としては、渡辺（2016）が性交をめぐる
コミュニケーション（以下「性コミュニケーション」）に関するものに着目し、大学生を対象と
したアンケート調査と個別インタビュー取材の結果を報告している。それらによれば、メディア
の性情報が性コミュニケーションに与える主な影響は次の 2 点である。1 点目は「『家で 2 人き
り』は暗黙の了解」という思い込みである。家へ呼んだり、呼ばれたりすることが性交の「OK
サイン」であるというメッセージを真に受けた男子が、家で女子と 2 人きりになった時に性交
を迫り、強く拒まれた事例が挙げられている（6）。2 点目は「女性のノーはポーズ」という考え方
である。女性は口では「ノー」と言っても性交を望んでいる、最初は嫌がってもだんだん気持ち
よくなってくる……。こうしたストーリーは、アダルトサイトや漫画に非常に多い。男性が女性
に強引に迫る口実ともなっている（7）。
では、このように様々な弊害をもたらすメディアの性情報への対策として、私達大人は子ども
達に、どのような性教育が出来るだろうか。宋他はアプローチの一つとしてメディア・リテラシ
（9 ）
ー（8）の育成を提唱し、米国ワシントン州で Pinkleton ら（2008）
が 11 〜 19 歳の青少年 532 人

を対象に実施した、メディア・リテラシーの形成に焦点を当てた性教育プログラムの評価研究を
紹介している。それによれば、メディア・リテラシープログラムを受けた生徒は、同プログラム
を受けなかった生徒に比べ「メディアがつくる性行動に関する神話に気付き、性的メディアメッ
セージを好まなかった」とされる（10）。
このように性情報をメディア・リテラシーの観点から読み解く能力を、渡辺は「性情報リテラ
シー」と呼称しており、本稿もこれを踏襲する。性情報を客観的に受け止められる目を子ども達
に養うために、性情報リテラシー教育への取り組みは喫緊の課題であると、渡辺は指摘してい
る（11）。メディアが発信する性情報の中でも、近年はネット上に氾濫するものが幅広い年齢層の
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子どもの目に触れ、それらは他のメディアよりも影響が大きいとされることを鑑みれば、性情報
リテラシー教育においても、いまこそネット対策に重点が置かれなければならない。
ネットを始めとする情報技術に関わる態度や意識に関する教育として、欧米では「デジタル・
シティズンシップ」が広がりつつある。アメリカでは 2007 年、学校における情報教育基準 NETS
にデジタル・シティズンシップの概念が採用され、
「テクノロジー（情報技術）に関連する人的、
文化的、社会的諸問題を理解し、法的・倫理的にふるまう」と説明されている（12）。同国ワシント
ン州で 2017 年 4 月に制定された ｢デジタル・シティズンシップ法｣ は、メディア・リテラシ
ー概念を含むことを明記している（13）。また、欧州評議会も、2019 年に刊行した「デジタル・
シティズンシップ教育ハンドブック」において、メディア情報リテラシーを取り上げている（14）。
以上を踏まえ、デジタルメディアはメディアの中の一形態であることも考え合わせれば、性教
育における性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育の位置付けは図表 1 のよ
うになろう。
図表1

性教育における性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育の位置付け

性教育
性情報リテラシー教育

デジタル・シティズンシップ教育

そこで本稿は、性情報リテラシー教育において、ネット上に氾濫する性情報を対象としたデジ
タル・シティズンシップ教育を取り入れる展望を検討する。まず、性教育をめぐる国際及び国内
のガイドラインを参照し、性情報リテラシーとデジタル・シティズンシップに関する記述を検討
する。続いて、日本における性情報リテラシーとデジタル・シティズンシップ教育の実践例を報
告する。最後に、これからの性教育が目指すべき方向性について提言を行いたい。
2.

性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育をめぐる国際ガイドライン
性教育の国際的な指針となってきたのは、ユネスコが 2009 年に発表した「国際セクシュア

リティ教育ガイダンス」である。このガイダンスは科学的な証拠に基づく性教育により、包括的
でジェンダー平等な社会の実現を目指すもので、2018 年に大幅に改訂された。改訂の背景とし
てユネスコは、
「現在、SDGs（持続可能な開発目標）が新たにグローバルな開発の枠組みを示
しており、性教育の範囲や位置付け及び妥当性も、その枠組み内で理解されるべきである」とす
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る。SDGs の目標 3 は「健康と福祉」
、目標 4 は「教育」、目標 5 は「ジェンダー平等」である
ことから、性教育も SDGs 達成のための一手段として位置付けられる必要性を指摘していると
いえよう（15）。
改訂版ガイダンスの内容は、初版と比べ、どのように変わったのだろうか。新たに対応すべき
重要課題の一つとして挙げたのは、情報通信技術（Information and Communication Technologies、
以下「ICTs」
）やソーシャルメディアの性情報が、子ども・若者に与える影響についてである。
「ネット上に氾濫する性情報や性的イメージは、多くの子ども・若者にとって最初の性教育にな
り得る」
、
「暴力的なポルノに頻繁にアクセスすることは、ジェンダーについての有害な考え方を
強化する可能性がある」と改訂版は懸念を示す。その上で、「若者たちには、彼ら彼女らが受け
取る性的なメッセージを批判的に読み解くためのサポートが必要であり、デジタル時代の新たな
性教育が求められている」と提唱する（16）。改訂版はまさに、性情報リテラシー教育とデジタル・
シティズンシップ教育の融合を重視していることがわかる。
性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育に求められる学習内容についても、
改訂版は具体的に示す。性教育のキーコンセプトとして挙げた 8 項目（初版は 6 項目）の内、
改めて別立てした第 4 項目「暴力と安全の確保」において、「情報通信技術（ICTs）の安全な使
い方」を取り上げている。また、同じく改めて別立てした第 5 項目「健康と幸福のためのスキ
ル」においても、新たに「メディア・リテラシー」という言葉を登場させ、「メディア・リテラ
シーとセクシュアリティ」について取り上げた（17）。それぞれの項目に記載された学習内容を、
以下にみてみよう。
第 4 項目における「情報通信技術（ICTs）の安全な使い方」の学習内容については、田代
（2019）が報告している。それによると、性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ
教育に関わる記述は図表 2 のとおりである。
図表2 「情報通信技術の安全な使い方」の学習内容の内、性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシッ
プ教育に関する記述（18）

＜9～12歳＞
キーアイデア：性的に露骨な表現やメディアはソーシャルメディアを通じて簡単に入り込んでくるが、そ
れらは時に有害なジェンダーステレオタイプを促進する
学習者ができるようになること：
・性的に露骨なメディア（ポルノグラフィ）、セクスティングとは何かを説明する（知識）
・性的に露骨なメディアは、しばしば男性、女性、性的関係を非現実的に描くことを説明する（知識）
・性的に露骨なメディアは、男性、女性、性的関係の誤った描き方をすることで人を誤解させる可能性が
あることに気づく（態度）
・性的に露骨なメディアやセクスティングについて信頼できるおとなに伝える方法を明らかにし実践する
（スキル）
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＜12～15歳＞
キーアイデア：性的に露骨なメディアや画像は性的に刺激するもので、有害となる可能性がある
学習者ができるようになること：
・なぜ性的に露骨なメディア（ポルノグラフィ）がこれほど広がっているのかを分析する（知識）
・性的に露骨なメディアがどのように有害になり得るか、またそれらの有害性をどこに報告し、助けを求
めるのかを要約する（知識）
・性的に露骨な画像の送信、受信、購入、所持が未成年にとって違法になる場合を識別する（知識）
・性的に露骨な画像の共有や管理についての法律を知る重要性を認識する（態度）
・性的に露骨なメディアの使用について感じることを表現する（スキル）

＜15～18歳＞
キーアイデア：性的に露骨なメディアは性的行動や性的反応、体型などに関して非現実的な期待をもたら
すことがある
学習者ができるようになること：
・性的に露骨なメディアがどのようにして男性、女性、性的行動、性的反応、体型などに関する非現実的
な期待を生み出すのかを見極める（知識）
・性的に露骨なメディアは有害なジェンダーステレオタイプを強化し、暴力的、または性的同意のない行
為を普通のことだとさせてしまう可能性があることを認識する（態度）
・性的に露骨なメディアによる男性、女性、性的行為の非現実的な描写の結果として、自分に対するイメ
ージ、自信、自尊心、他者に対する理解にどう影響しているのかを熟考する（スキル）

また、第 5 項目における「メディア・リテラシーとセクシュアリティ」の学習内容につい
て、性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育に関わる記述は図表 3 のとお
りである。
図表3

「メディア・リテラシーとセクシュアリティ」の学習内容の内、性情報リテラシー教育とデジタル・

シティズンシップ教育に関する記述（19）

＜9～12歳＞
キーアイデア：メディアは、セクシュアリティとジェンダーをめぐる価値観や態度、規範に、良くも悪く
も影響することがある
学習者ができるようになること：
・様々なメディアの形態を定義する（例：ソーシャルメディア、伝統的メディア）（知識）
・男性と女性、そして関係性がメディアでどのように描かれているのかについて、事例を共有する（知識）
・セクシュアリティとジェンダーに関する個人の価値観や態度、行動に、メディアが与える影響について
述べる（知識）
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・セクシュアリティとジェンダーに関する価値観や態度、行動に、メディアが与える影響の力を認識する
（態度）
・メディアにおける男性と女性の描かれ方について、疑問を持つ（スキル）

＜12～15歳＞
キーアイデア：メディアの中には、セクシュアリティと性的関係を非現実的に描くものもあり、それらは
私達のジェンダーと自尊心についての認識に影響し得る
学習者ができるようになること：
・セクシュアリティと性的関係について、メディアが描く非現実的なイメージを確認・批評する（知識）
・ジェンダーのステレオタイプ化に、上記のイメージが与える影響を調べる（知識）
・ジェンダーステレオタイプと美をめぐる理想に、メディアが影響を与えることを認識する（態度）
・セクシュアリティと性的関係についての非現実激なイメージが、ジェンダーと自尊心に関する人々の認
識に与える影響について、熟考する（スキル）

＜15～18歳＞
キーアイデア：行動に肯定的な影響を与え、ジェンダー平等を推進するために、メディアによる男性と女
性に関する否定的で不正確な描写に挑むことは可能である
学習者ができるようになること：
・セクシュアリティと性的関係をめぐり、メディアのメッセージが良い影響と悪い影響を与える可能性に
ついて、批判的に評価する（スキル）
・より安全な性行動とジェンダー平等を促進するために、メディアが積極的に貢献できる方法を提案する
（知識）
・セクシュアリティ、性的関係とジェンダーをめぐる認識に肯定的な影響を与える、メディアの潜在的な
力を理解する（態度）
・セクシュアリティと性的関係について、メディアによるジェンダーステレオタイプと不正確な描写に挑
むための方法を説明する（スキル）

ICTs に関する学習内容（第 4 項目）と、メディア・リテラシーに関する学習内容（第 5 項目）
とを概観すると、第 4 項目がソーシャルメディアに焦点を当てる一方、第 5 項目は、テレビ・
雑誌等の伝統的メディアも含むメディア全般に焦点を当て、それらが与える影響を取り上げてい
る。すなわち国際セクシュアリティ教育ガイダンスにおいて、性情報リテラシー教育とデジタ
ル・シティズンシップ教育をめぐる各項目の関係性は、前述の図表 1 と照らし合わせれば次の
ようになる。
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国際セクシュアリティ教育ガイダンスにおける各項目の関係性

性教育（第１〜第８項目）

性情報リテラシー教育（第５項目）

デジタル・シティズンシップ教育（第４項目）

第 4 項目と第 5 項目の学習内容を比較分析してみよう。いずれも小学校段階から、「性」や
「ジェンダー」にメディアが与える影響について扱っており、特に第 5 項目では、男性と女性及
び関係性をめぐるメディアの描き方について子ども達が具体的な事例を認識し、そのような描写
に疑問を持てるようにするなど、批判的思考の育成が始められている。
中学校段階では、第 4 項目において、ポルノグラフィが蔓延する社会的背景を分析させたり、
第 5 項目において、ジェンダーのステレオタイプ化にメディアが与える影響を調べさせたりし
ている。子ども達にメディアの問題を主体的に調査・分析させることにより、メディアの性情報
を客観的に読み解く目を養うことを目指しているとみられる。
高校段階では、現実に性交等を経験する子ども達も増えるだけに、第 4 項目も「性的行動」
や「性的反応」
「体型」など、より具体的に性の問題を取り上げ、それらにメディアが与える影
響を見極めさせている。とりわけ、性的に露骨なメディアが有害なジェンダーステレオタイプを
強化し、
「暴力的、または性的同意のない行為」を普通のことだとさせてしまう可能性を子ども
達に認識させることは、重要である（20）
。また、第 5 項目は、より安全な性行動とジェンダー平
等を促進するために、メディアが積極的に貢献できる方法を提案したり、メディアの不正確な描
写に挑むための方法を説明したりできるようになることを学習課題としている。個人もコンテン
ツを容易に創れる ICTs の利点を活かし、子ども自らが発信者としてメディアの誤った性情報を
指摘・改善していけるよう、促すものといえる。
国際セクシュアリティ教育ガイダンスが提唱するこれらの学習内容に基づけば、性情報リテ
ラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育を実践する際には、第 5 項目に沿ってメディア・
リテラシー能力を育成することをベースに、ICTs の問題に特化した第 4 項目の学習内容を取り
込むことが望ましいと考えられよう。
3.

性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育をめぐる国内ガイドライン

日本の学校における性教育では、性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育に
ついて、どのように定められているだろうか。文部科学省の学習指導要領は、小学校 4 年生の
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「体育」において、初経や精通、異性への関心といった第二次性徴を扱うが、性情報の問題につ
いては全く触れられていない（21）。
一方、中学校段階に上がると、1 年生の「保健」において、「性情報への対処」についての指
導に言及する図表 5 のような記載がある。
図表5

中学校学習指導要領（保健体育編）解説 より抜粋（22）

身体的な成熟に伴う性的な発達に対応し、個人差はあるものの、性衝動が生じたり、異性への関心な
どが高まったりすることなどから、異性の尊重、性情報への対処など性に関する適切な態度や行動の選
択が必要となることを理解できるようにする。

さらに高校段階の「保健」においても、「性に関する情報等への適切な対処」についての指導
を求めている（図表 6）
。
図表6

高等学校学習指導要領（保健体育編）解説 より抜粋（23）

自分の行動への責任感や異性を理解したり尊重したりする態度が必要であること、及び性に関する情
報等への適切な対処が必要であることを理解できるようにする。

ユネスコによる国際セクシュアリティ教育ガイダンスに比べれば、文科省による学習指導要領
は、極めて具体性に乏しい内容ではある。しかしながら、日本の中学・高校における性教育で
も、性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育が実施される余地は、十分にある
といえよう。
4.

日本における性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育の実践例

筆者（渡辺）は 2011 年から、行政等の依頼により、全国の高校・大学で、性情報リテラシー
教育の講義を実践している。近年は同講義にデジタル・シティズンシップ教育を取り入れること
を試みており、その要点を報告したい。
4-1

講義の狙い

この講義では、性に関する医学的な知識の提供よりも、性交をめぐるコミュニケーション（
「性
コミュニケーション」
）について考えさせることに重点を置いている。国際セクシュアリティ教育
ガイダンスは、キーコンセプトの一番目に「人間関係」を挙げており（24）
、第 4 項目と第 5 項目に
おいても「性的関係」というキーワードを頻出させる。性交が人と人との関係性の中で行われるこ
とを考えれば、当然であろう。この性的関係を円滑に保つために、性コミュニケーションのスキル
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は必須である。性コミュニケーションにおいて当事者間に誤解が生じれば、一方による強引な性行
動を招き、性暴力へと直結する怖れがある。さらに、性コミュニケーションにおける誤解が、メデ
ィアの性情報から大きな影響を受けていることは、各種調査や取材から明らかになっている（25）。
なお、本講義内容は、高校生向けと大学生向けで敢えて差をつけない。性交をする機会には、
高校生・大学生を問わず、直面する可能性があるからである（26）。
4-2

講義の方法

まずは「性情報リテラシー」という概念を、メディア・リテラシーと対比させながら解説す
る。続いて、メディアが発信する性情報の特徴と、それらが受け手の性意識や性行動に与える影
響の実態について、
「性交の初体験の時期」「体験人数」「避妊」といった切り口から伝えていく。
いずれも、筆者による若者への取材に基づいた、具体的な事例を数多く盛り込んでいる。
特に強調するのは、第一章で述べた「『家で 2 人きり』は暗黙の了解」という思い込みや、
「女
性のノーはポーズ」という考え方がはらむ危険性についてである。このような性情報が、当事者
間の性コミュニケーションにおける誤解を生み、デート DV にもつながりかねない点に気付き
を促していく。
さらに、デジタル・シティズンシップ教育を取り入れる試みとして、性交に関するネット上の
「マニュアル」や「情報交換掲示板」などを紹介し、その誤りを指摘する。受講生たちによるワ
ークショップ形式で、ネット上の性情報の問題点や対処法などを自ら考えさせ、議論させること
もある。
講義の後半では、当事者間における性暴力の発生を防ぎ、相互の同意による性コミュニケーシ
ョンのために何が出来るかを、性情報リテラシーとデジタル・シティズンシップの観点から伝え
ていく。
「幸せな性コミュニケーション」を実現させるには、相手の人権を尊重することが重要
であることも強調する。
4-3

講義の成果と課題

受講生からは、主に以下のような感想が寄せられている。
•「性情報は普段から身の回りに当たり前のようにあるから、今まで適当に接してきた気がする。
間違った情報を見極めるリテラシーは、情報社会を生きていく上で必要不可欠だと感じた」
•「私たちの普段の生活の中であまり触れようとしない性に関する話を聞けてとてもためになっ
た。メディアから得る性に関する情報は、どこかおかしいと肌で感じることはありましたが、そ
れをきちんと理論付けて教えてもらうということは中々できないと思うので、良い機会だった」
•「女性は自分たち男とは、考えていることが全然違うことを知ることができた」
•「性について教えてもらうとなると高校の保健の授業だけだったので、今回の講義を聞いていて
ほとんど知らないことばかりで、今まで性について知らなかったことへの恐怖を感じたが、今
日知れてとても良かった。」
•「性行為についての認識が甘かったと改めて確認できた。この講義内容をちゃんと覚えておきた
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い。何事でも相手の気持ちを考え、さらには先のことも考えて行動するべきだと感じた」
•「私もメディアに影響されている一人だと思う。性的な話はあまり人と相談したり経験を聞いた
りするのは難しく、どうしてもメディアを見て学んでしまう。正しい知識を学んでいきたい」
•「なかなかこういった性に関する講義は聞くことがないので、新鮮でよかったです。友達とこう
いった話はやっぱり少し抵抗があるので雑誌とかで納得したりしますが、全て正しいわけじゃ
ないんだなと改めて気づきました。いつか役に立つのではないかと思います」
このように、本講義を受けた者からの反応は概ね良好である。だが反面、課題として、本講義
の実施対象の殆どは大学生であり、高校生への実施機会は極めて限られていることが挙げられ
る。高校側としては、生徒が性交することを前提にした性教育講義を開催することには抵抗があ
るかもしれない。しかし前述のように、高校生の約 1 〜 2 割には性交経験があるのが現実であ
る。また、誤った性情報を鵜呑みにしたまま進学したり社会に出たりすれば、いざ性交の機会に
直面した時に、性暴力の加害者や被害者になる可能性も否定できない。受講した大学生からも、
「子どもたちにも高校までにこのような講義を受けさせ、メディアとの向き合い方を考えさせる
事が重要」との指摘があった。今後は高校においても、性情報リテラシー教育とデジタル・シテ
ィズンシップ教育の広がりが求められよう。
5.

まとめ：性教育の今後の方向性

ネット時代のいま、性教育は、既存の内容だけでは現実に追い付けなくなっている。子ども達
の性意識や性行動が、ネット上に氾濫する性情報から大きな影響を受けていることを踏まえれば、
性情報リテラシー教育にデジタル・シティズンシップ教育を盛り込む取り組みは急務といえる。
本稿は、性情報リテラシー教育とデジタル・シティズンシップ教育を融合させた実践例とし
て、高校・大学生向けに性コミュニケーションについて考えさせる講義を報告した。だが、ネッ
ト利用率が低年齢化している現在、中学生や小学生の子どもに対しても、性情報リテラシー教育
とデジタル・シティズンシップ教育の実施は求められるはずである。その場合、性コミュニケー
ションを扱う前の段階として、
「メディアが描く女性像、男性像には誤りがある」「メディアでは
ジェンダーがステレオタイプ化されている」といった点を教え、相手を尊重する人権意識の醸成
につなげるべきであろう。
ユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスは、性情報リテラシー教育（第 5 項目）と
デジタル・シティズンシップ教育（第 4 項目）における学習内容や課題を、幼児向けから設定
している（27）。これらを活用しながら、今後わが国でも、より幅広い年齢層の子どもを対象とし
た性情報リテラシー教育及びデジタル・シティズンシップ教育をめぐり、教材や指導法の開発が
望まれる。
──────────────
（1）内閣府（2017）
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（2）独立行政法人国民生活センター(2019)
（3）兵庫県（2003）
、p30・33・35-36

（4）
「女性はレイプされたがっている」「女性は暴力的に扱われると喜ぶ」などの、女性の性についての歪んだ

信念（宋他、p158）

（5）同上、p.154・158

（6）渡辺（2016）
、p.47
（7）同上、p.48

（8）国連の教育科学文化機関ユネスコ（UNESCO）は、メディア・リテラシーを「メディア機能の観点から

メディア・コンテンツを批判的に評価する。」「ユーザー・コンテンツを創造するのに必要なスキル（ICT
を含む）を身につけて用いる。」等と定義する（坂本・今度2018、p.25）

（9）Pinkleton

BE, Austin EW, Cohen M et al. (2008) Effects of a peer-led media literacy curriculum on
adolescentsʼ knowledge and attitudes toward sexual behavior and media portrayals of sex. Health
Communication 23: 462-472
（10）宋他前掲、p.159
（11）渡辺前掲、p.49
（12）坂本・今度前掲、pp.3-5
（13）同上、pp.9-12
（14）Counsil of Europe (2019)
（15）UNESCO2018、p.13・p.82
（16）Ibid., p.24
（17）Ibid., p.36
（18）田代（同上）
、pp.72-23より抜粋
（19）UNESCO, op.cit., p.62
（20）日本の刑法は性暴力について、
「暴行または脅迫を用いて」といった要件を定めており、被害者の同意が

ないだけでは罪に問えない。これに対し近年、性暴力被害者らによる「フラワーデモ」などの抗議活動
が広がっている。
（21）文部科学省（小学校）
、p.148
（23）文部科学省（高等学校）
、p.208
（24）UNESCO,

op.cit., p.35

（25）第一章参照。メディアの性情報が子ども・若者に与える影響の実態については、渡辺（2017）に詳しい。
（26） 性交経験がある割合は高校生男子で13.6 ％、高校生女子で19.3 ％、大学生男子で47.0 ％、大学生女子で

36.7％である（日本性教育協会、2017）。

（27）本稿では小学生段階からの学習内容を紹介したが、同ガイダンスには5〜8歳向けの記述もある。
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