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【はじめに】

　ただ今ご紹介に預かりました、文部科学省スポーツ・青少年局、学校健康教育課で健康教育調査官を

務めさせていただいております北垣と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日はお集まりの

皆様におかれましては、医療関係者以外に一般消費者の方々もいらっしゃるとお聞きしております。子

どもたちへの飲酒防止教育にご理解とご尽力をいただいていることに対して御礼を申し上げます。

　私は健康教育調査官という立場でございますので、通常は学校の関係者、特に学校三師と言われる学

校医、学校薬剤師、学校歯科医師といわれる方々を中心にお話をさしていただくことがあるのですけれ

ども、このような機会を与えていただいたアルコール健康医学協会に感謝を申し上げたいと思います。

　私からは、学校における飲酒防止教育、子どもたちにどういう視点から教えているのかということを

少しご説明させていただきたいと思っております。

　私が本日お話をさせていただくパートは 2つに分けさせていただいております。まず、教育現場にお

いてどのような取り組みをしているのか。学校において子どもたちに行っている飲酒防止教育とは、何

を教えているのかという観点。

　もう一点が、先ほども少しデータが出ておりましたけれども、

文部科学省では薬物以外にも未成年者に対して飲酒に関しても

防止教育が必要であると考えております。これは、文部科学省

で実施している意識調査の結果から見えてくるものがあり、こ

のことについて紹介したいと思っております。ここにいらっ

しゃる方々にとっても子どもたちへの啓発という観点から、ど

ういう視点が必要なのかということが見えてくるのではないか

と思っております。（スライド 2）

【教育現場での取組】

　こちらがアメリカ CDC、本日いらっしゃる皆さまにおいては馴染みの深いところかもしれないです

けれども、米国の疾病予防管理センターが「子どもたちにとって保健であるとか健康教育が必要な分野

というものは大きく分けて 6つある」というふうに言っております。当然、薬物乱用防止に関してとい

うものは皆さんはイメージがつきやすいと思いますし、例えば、自殺や他殺、不慮の事故に関連する、

子どもたちが危険な行動をとることを防止する観点から何らかの教育が必要であると、その 1つとして

飲酒というものが取り上げられています。（スライド 3）

　このような危険な行動、無謀なことを子どもたちがするというのはイメージとして思いつきやすいと

思います。一方、子どもたちが危険な行動をとると言いますけれども、小さい子どもたちがいきなり危
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険な行動をとる、例えば薬物を乱用するかというとそういうこ

となくて、おそらく、例えば飲酒の害に関しては多くは無知で

あり、飲酒に関して害があるということはおおむね分かってい

たとしても、「お父さんが飲んでいる、お母さんが飲んでいる

けれど、自分は子どもなんで関係ない」ということで無関心な

時期というのはあると思います。

　そうすると、そういう危険行動、例えば飲酒を危険というふ

うに概念化してしまうと、その危険な行動ということを取るこ

とは少ないであろうというに考えます。ただ、例えば、お父さんがおうちでおいしそうにビールを飲ん

でいるというふうなことがあれば、「どんな味がするんだろう」とかと、子どもたちも興味を持ちます。

ただ、興味を持ったからといって、いきなり「では、お父さん、それ飲ませてよ」とかっていうふうな

かたちで――家庭環境等もいろいろあるとは思いますけれども――いきなり行動に移すことはないとい

うふうに考えております。

　興味関心を抱いたとしても行動に移すかどうかと、ここには大きな一線があると、私はボーダーとい

うふうな言い方をしていますけれども、そのボーダーをなるべく高くしてやる。それがいろいろな危険

行動に対する防止教育になると考えています。

　では、そのボーダーを高くするためには何が必要かと言いま

すと、1つは正確な知識。例えば、アルコールであれば多量飲

酒に関しての害、もしくは急性的な害があるというようなこと

を教えるということ。では、正確な知識を与えるだけで現代の

子どもたちの危険行動を防止できるかというと、そういうこと

ではございません。文部科学省は生きる力という言葉を使って

いますけれども、子どもたちがよりよく生きていくためのライ

フスキルといわれるようなものを習得していく必要があるであ

ろうと考えています。この 2つが相まって防止、ここのハードルが高くなっていくというふうに考えて

います。（スライド 4）

　それでは、学校において飲酒防止教育をする最終的な目標は

どこにあるかと言うと、一次予防にあります。これは薬物乱

用防止教育に関して強調して言われていることですけれども、

児童生徒自らが飲酒を開始するきっかけそのものを除いたり、

きっかけとなる要因を避ける。例えば、酒場みたいな所に近寄

らないとか、友達もしくは親から誘われたとしても、それを、「自

分は子どもだから」もしくは「法律で禁止されているから」「害

があるから」ということできちんと拒絶をできる、「ノー」と

言えるという子どもを育てていく。それが一次防止教育と言われるものです。（スライド 5）

　医学関係者の方がたくさんいらっしゃると思いますので簡単に説明させていただくと、通常は人口分

布を考えた場合に、やはり何らかの危険行動をとるグループというものはどの社会でも存在します。例

保健・健康教育が必要な対象項目

1.自殺や他殺、不慮の事故に関係する行動

2.喫煙

3.飲酒、薬物乱用

4.性行動（望まない妊娠、HIV等の性感染症）

5.健康に良くない食行動

6.運動不足

Youth Risk Behavior（青尐年の危険行動）
米国疾病予防管理センター（ＣＤＣ）

スライド 3

青尐年が危険行動に至るステップ

無知

無関係

関心・興味

行動

無
関
心

正確な情報 「生きる力」

スライド 4

小・中・高等学校における
飲酒防止教育の目標

児童生徒自ら飲酒を開始するきっかけ

そのものを除いたり、きっかけとなる

誘因を避ける、あるいは拒絶すること

ができるようになることを目標とする。

（一次予防が中心）
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えば、飲酒だけを取り上げると、保護者に隠れてひそかに子どもたちだけで飲酒をしてしまう。何らか

の楽しいときだけ、みんなで集まってワイワイと飲むということは、ハイリスクグループといわれるも

のに該当するかもしれません。

　そういったときに、学校現場での子どもたちへの教育を考えるとき、多くの大人たちが考えるのは、「で

は、ここのハイリスクグループをしっかりと指導すればいいんじゃないか。それが学校教育だろう」と、

これは生徒指導といわれるようなものです。

　ただ、ここの数を減らすということに関しては、今、学校が多忙な中で特に生徒指導の先生は多忙を

極めていているにもかかわらず、問題行動を起こす子どもたち一人一人にかかっていく専門的な知識を

身に付け、長時間を掛けて対応していく必要があります。医療関係者の皆様が、患者さん一人一人を治

癒していこうと思ったら経験と知識と時間とお金、いろいろなものがかかっているのと同じです。健康

教育、教育をしていく場面ではそういう手法をとりうることというのはなかなか難しい。

　一方、私たち文部科学行政もしくは教育現場の強みというの

は、全体的なリスクを下げていくということを考えています。

それを集団的なアプローチ、一次予防の観点ということです。

従って、全体的なリスクを下げるというのは、医療現場の言葉

を使わせていただければ、ワクチンと同じようなものである。

従って、教育というのは心のワクチンであるというふうに私は

学校の現場の先生方にもお伝えをさせていただいています。（ス

ライド 6）

　危険行動を防止するための教育には、基礎知識というのはど

うしても必要だけれども、与える対象というものを間違っては

いけない。やはり、小学校の児童に与える基礎知識と、高等学

校の生徒に与える基礎知識というのは、やはり質・量ともに変

わってきます。小さいうちからアルコールの薬理作用をガンガ

ンと教えてもなかなか身に付かない。それよりは、アルコール

の害に対してその発達段階、年齢に応じた情報提供というのが

どうしても必要になってくるだろうと考えています。ただ、そ

れだけでいいだけではなくて、やはり、その知識を最終的には生かしていけるような生きる力、セルフ

エスティーム（自尊感情）を高めてあげる。もしくは、コミュニケーション力を付けていく。子どもた

ちも含めて、ストレス社会と言われておりますので、ストレスマネージメントというのも必要になるで

しょう。あとは、アルコールに関して言えば、テレビや雑誌などの宣伝等も多くありますので、その情

報をどう読み取っていくのかという情報管理能力というものも必要になってくるであろうと考えていま

す。（スライド 7）

　では、学校の中でどういうふうに教えているか。喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育について、「学校で

は何も教えていない」と言われる方が多いんです。これは今の大人たちが現在の学校における指導内容

を知らないことが原因である思われます。学校における指導内容は、学習指導要領に基づいて計画に決

められ、指導が実施されますが、この学習指導要領ということがなかなかわかりにくい。

高リスクアプローチ（二次予防）
集団アプローチ（一次予防）

リスク 高低

頻
度
・人
数

スライド 6

青尐年の危険行動を抑止する
ための教育の基本概念

基礎知識

小学校

高等学校

発
達
段
階 「生きる力」

• セルフエスティーム

• コミュニケーション力

• ストレス対処法

• メディアリテラシー
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　小学校であれば、算数を例にとれば一番簡単です。皆さんも小学校 1年生の時に数の概念というのを

習ったと思います。すべての方が習っていると思います。そのときに数の概念を習い、1＋ 1＝ 2 にな

るということを習います。それはなぜかというと、学習指導要領において「数の概念を小学校の段階か

ら教えましょう」ということになっているからです。

　では、飲酒の害というものをどこで教えているかというと、小学校では、5年生か 6年生の体育の時

間で教える。中学校であれば保健体育の保健分野というところで中学校 3年生、高等学校であれば保健

体育の保健というところで高校 1～ 2年生の間で学ぶというふうになっています。

　従って、小学校で 1＋ 1を習ったように、飲酒における害、未成年の飲酒の害と言われるものに関し

て言えば、すべての子どもたちが小学校・中学校・高等学校でその発達段階に応じた教育を受けている

というふうにご理解をいただければいいと思います。

　では、そんなにたくさん時間を取っているのかというと、学校教育全体の中で体育、保健体育の授業

時間が多くとれるわけではないので、今、学校で推し進められているのは、「教科横断的な教育をして

ください。いろいろな科目でできるでしょう」ということです。特に、特別活動であるとか、総合的な

学習の時間というものは、学校の裁量において学習内容を決定できるので、担当としてはこれらの時間

の活用を求めています。

　そのような活動として一番イメージしやすいのは交通安全教

室です。ここにいらっしゃる方々も、小学校のときに「自転車

に乗っているときに交通事故に気をつけましょう」と警察の方

が来て指導を受けたりしたようなことがあると思うんですが、

交通安全教室と同じようなかたちで飲酒防止教室を、専門家の

知見を聞くというふうな機会等も作っていただきたいというこ

とを文部科学省ではお願いをしている段階です。（スライド 8）

　先ほどの繰り返しになりますが、危険行動を防止するように

教育をしていくためには基礎的な知識を身に付けさせることは不可欠です。やはり飲酒の健康影響であ

るとか罰則規定というのは、基礎知識としてどうしても身に付けないといけない。これを保健体育とい

われるいわゆる教科、すべての子どもたちが確実に学ぶ授業の中でやっていただきたい。次のステップ

として、知識を活用できる能力育成をしていかなければいけない。それにはある程度の時間がかかりま

すので、多くの時間が使えるような特別活動であるとか、総合的な学習の時間というものも使っていく

ことはできるだろうというふうに考えています。

　しかし、ここが大きな問題なんです。多くの子どもは喫煙や飲酒、特に喫煙に関して言えば、害があ

ることは分かっている。それでも喫煙をしてしまう子どもたちがいる。では、それでこういう知識を活

用できるような授業を組んだが、すぐ意識改革とか行動変容できるかということが教育現場のジレンマ

としてあります。

　では、その知識を身に付けさせるような教育だけでは駄目で、やはり生きる力を育成していく必要が

ある。一番中心となるのは自尊感情を確立していく、つまり自分は他者から愛されている、自分も他者

を愛することができるような人間として教育をしていくということになります。先ほど申しましたよう

に、では、学習指導要領に示されている基礎的な知識を学習するということは法的拘束力があるかとい

学校における喫煙、飲酒、薬物乱用
防止に関する指導

学習指導要領
小学校 → 体育科・保健領域（第６学年）

中学校 → 保健体育科・保健分野（第３学年）

高等学校 → 保健体育科・科目「保健」（第１学年）

特別活動

総合的な学習の時間 等

「飲酒防止教室」等健康への関心・意
欲・態度、思考判断、
知識・理解について

評価が必要

スライド 8
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うことなんですけれども、これは小学校になりますけれども、

小学校の教育課程、小学校で皆さんは何を習ってきたかという

のは、基本的な方針としては「小学校の学習指導要領によるも

のとする」と書かれていて、これが中学校であるとか、例えば、

高等学校であっても、このように学校教育法というものの中に

位置づけられていて、それが国全体としての方針として定めら

れているということをご理解いただければいいと思います。（ス

ライド 10）

　では、「学習指導要領はそんなに国がいろいろなことを決め

ているのか」と思われた方もいらっしゃるかもしれないですけ

れども、学習指導要領を見ていくとすごく簡単なことしか書い

ていないんです。例えば、小学校 5年生・6年生。多くは 6年

生で指導されると思いますけれども、飲酒に関しては「健康を

損なう原因となること」を小学校の段階から教えていただきた

いというふうに書かれています。（スライド 11）

　例えば、中学校は、発達段階に応じてということを言ってい

ますけれども、「飲酒に関しては心身にさまざまな影響を与え、

健康を損なう原因となること」と。ここからが中学校のポイン

トになります。「これらの行為に関しては、例えば、未成年者

から飲酒をするような行為に関しては、個人の心理状態、人間

関係や社会環境が影響することから、それぞれの要因に適切に

対処する必要がある」というふうに書かれて、そういうことを

子どもたちに学ばせる。

　では、飲酒のきっかけとなるようなことというのは、「例え

ば、先輩から勧められるようなことも飲酒のきっかけになりま

す」というようなことを教えておいて、それが基礎知識として

あり、それに対応するためにはどういうことをしないといけな

いのかということを、いろいろな方面から学んでいくことが必

要になってくる。（スライド 12）

　高等学校においては、これがもう 1つ進んでいきます。飲酒

に関しては、生活習慣病の要因になること。先ほど、厚生労働

省のほうからもお話がありましたけれども、生活習慣病と飲酒

の関係というのは、やはり教えるべきである。この生活習慣病の中にはある種のがんも入ってきている

というふうに私たちは理解しています。高校生の段階になると、個人に対しての働きかけではなくて、

社会環境への対策というものを自分なりに考えていくということが必要になってくる、そういう発達段

階であろうというふうに考えています。（スライド 13）

　これは詳細になりますけれども、例えば、飲酒は生活習慣病の要因となること、周囲の人々への影響

学習指導要領とは？

学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）

第52条 小学校の教育課程については、こ

の節に定めるもののほか、教育課程の基準と

して文部科学大臣が別に公示する小学校学

習指導要領によるものとする。

第74条 小学校→中等学校

第84条 小学校→高等学校

スライド 10

小学校指導要領（平成20年3月）

〔第５学年及び第６学年〕Ｇ保健

（３）エ 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行

為は、健康を損なう原因となるこ

と。

スライド 11

中学校学習指導要領（平成20年3月）

〔保健分野〕

（４）ウ 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行

為は、心身に様々な影響を与え、

健康を損なう原因となること。ま
た、これらの行為には、個人の心理

状態や人間関係、社会関係が影響す

ることから、それぞれの要因に適切

に対処する必要があること。

スライド 12

高等学校学習指導要領（平成21年3月）

〔保健分野〕

（１）イ 喫煙と飲酒は、生活習慣病

の要因になること。また、薬物
乱用は、心身の健康や社会に深刻な

影響を与えことから行ってはならな

いこと。それらの対策には、個人や

社会環境への対策が重要であること。

スライド 13
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だけではなくて、先ほどのお話の厚生労働省の健康日本 21 の中にもありましたが、胎児への影響とい

うものも教えないといけない。また、社会環境というものもしっかりと考えないといけないというよう

なことが書かれている。さらに、自分自身を大切にする気持ちの低下、これが先ほど言っていたセルフ

エスティームの低下というものもある。

　あとは、周囲の人々の行動。これは「勧める人がいる」と言

う子どもに対してどう対応していくのか。新聞や雑誌だけでは

なくて、テレビの CM等のマスメディアの影響を私たちは受

けているということを理解する必要がある。最終的にはもっと

基礎的な薬理作用の一つとして飲酒の継続に関する要因とな

ることなども理解させることが大切になってくる。（スライド

14）

　学校で教える場合はいろいろな配慮が必要になります。児童・

生徒にどのような配慮をするか。教材を選ぶときにどういう配

慮をするか。あとは、指導上にも何らかの配慮が必要であろう

と考えています。（スライド 15）

　まず、児童・生徒への配慮というのは先ほどお伝えしたこと

とまったく同じです。児童・生徒の年齢であるとか興味、ニー

ズなどの発達段階および、これがもう 1つ重要なポイントです

が、地域の実情を踏まえた指導というものをやはり考えていく

べきであろうというふうに考えています。

　次に、生徒を指導するときに飲酒率と、子どもの飲酒率というのは、健康日本 21 でうたわれている

ゼロにはなっていないことから、飲酒の可能性のある子どもたちがどの学校にも存在することになりま

す。その生徒に対して「おまえ、飲酒していただろう」というふうなかたちでの教育というのは望まし

くなく、飲酒可能性を元に生徒の区別をしないことが必要です。

　あとはもう 1点、やはりアルコール健康医学協会も同じだと

思うんですけれども、酒類によっての生産であるとか販売に

よって生計を立てた人たちがいるということを踏まえた指導は

やはり必要であろうと考えます。喫煙であっても飲酒であって

も防止教育の中で、例えば特定の組織であるとか販売者という

のを非難するような教育というのを私たちは望んでいるわけで

はないのです。やはり、その行為が将来的に自分の健康にどう

影響するのかということを考えられる子どもたちを育てる。特

定の組織であるとか団体もしくは個人を非難するような教育というものを私たちは望んでいるわけでは

ないことはご理解をいただきたいと思います。（スライド 16）

　指導教材については、これは当然のことですけれども、未成年者による飲酒について言い訳の口実を

与えるような教材を用いない。教材ではないかもしれないですけれども、ここは成人の方々ばかりなの

で、イメージとして家に帰って「今日は疲れたな。お父さんも 1杯ビールを飲んだら発散できるんだよ」

高等学校学習指導要領解説保健体育編

（平成21年12月）

喫煙、飲酒は、生活習慣病の要因となり健康に影響が

あることを理解できるようにする。その際、周囲の人々や

胎児への影響などにも触れるようにする。

また、喫煙や飲酒による健康課題を防止するには、正し

い知識の普及、健全な価値観の育成などの個人への働

きかけ、及び法的な整備も含めた社会環境への適切な対

策が必要であることを理解できるようにする。その際、好

奇心、自分自身を大切にする気持ちの低下、周囲の人々

の行動、マスメディアの影響、ニコチンやエチルアルコー

ルの薬理作用などが、喫煙や飲酒に関する開始や継続

の要因となることにも適宜触れるようにする。

スライド 14

学校における喫煙、飲酒、
薬物乱用防止教育の留意点

 児童生徒への配慮

 教材への配慮

 指導上の配慮

スライド 15

児童生徒への配慮
 児童生徒の年齢、興味、ニーズなど発達

段階及び地域の実情を踏まえた適切な情

報提供が必要。

 飲酒の可能性の有無により、児童生徒を

区別しないこと。

 酒類の生産や販売によって生計を立てて

いる人たちがいることを踏まえ、特定の

人や組織等を非難しないこと。

スライド 16
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というふうな話というのは決して望ましいものではないとことになると思います。

　あとは、これは勘違いをされやすいものですけれども、アルコール依存症の患者の更生、社会復帰の

ためにいろいろな教材というものには配慮が必要と考えています。例えば、芸能人などの著名人の手記

が出版されたりする場合があるか思います。そういう方をもってロールモデルとしていく。これは更生

者に対してはインパクトがあるかと思いますけれども、それを予防教育の中でどう生かしていくのかと

いうのは、学校現場、指導者はしっかりと考えていただく必要があるだろう思います。

　当然のことですけれども、更生された方々は自分なりにすご

く努力をしてきている。それに伴って、ある種のカリスマ性を

持たれた方がたくさんいらっしゃいます。そして、ただ、もう

一度社会復帰をし、また地位を築かれた方というのは数的に少

ないであろう考えられます。やはり飲酒をやめることができず

にいる多数の依存者と言われる方々がいらっしゃることも事実

であると考えます。今も苦しんでいる方々がいらっしゃるとい

うことを、この更生するようなロールモデルばかりを使うと、

子どもたちは勘違いをしている可能性があるということにもご配慮いただきたい、ということを学校現

場の先生にもお伝えしております。（スライド 17）

　では、どんな教材を使えばいいのか。文部科学省では小学校・

中学校・高等学校用に、教科書を補足するような資料としてこ

のようなものを、これはすべての小学校 5年生、こちらはすべ

ての中学校 1年生、こちらはすべての高等学校 1年生の方々に

配らせていただいております。（スライド 18）

　これは、高校生の教材の内容ですけれども、例えば飲酒の急

性影響についてということをかなり詳細に書いています。また、

アルコールの一気飲みの問題であるとか、多量にわたる長期飲

酒が継続した場合の健康影響、慢性影響についての解説をして

います。（スライド 19）

　それだけではありません。やはり今、健康影響だけではなく

て、開始要因というものに焦点を当てていく必要があるであろ

うと考えています。特に、仲間から影響を受けていることに気

づき、対応できるようにする必要があります。ここにいらっしゃ

る方々もいろいろなプレッシャーを受けたときに、例えば上司

から何か言われたときに、きっぱりと「ノー」と言える方ばか

りではないと思います。一方、そのような際であったとしても全く拒絶するのではなくて、自己主張的

なコミュニケーションというのが必要だと考えています。

　最終的な手段、例えば薬物乱用であれば「その人との人間関係をつぶしてでも薬物乱用はしては駄目

です」というふうに私たちは指導をしていこうとしておりますけれども、例えば、人間関係をつぶすま

でもない。やはりそうではなくて、自分の言いたいことをしっかり言えるような子どもたちというのが

指導教材等への配慮
 未成年による飲酒について「言い訳」の口実を

与える教材。

• アルコール依存症患者の更生・社会復帰のため

の教材。

特に著名人などの例を用いたロールモデル 。

→ 児童生徒がアルコール中毒者の生き方やアルコールの

作用に興味をもったり、飲酒をやめることができずに

いる多数の依存者がいることに気付かず、アルコール

問題を軽視する可能性がある。

スライド 17

小学生用 中学生用 高校生用

喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する
児童生徒用参考資料

スライド 18

スライド 19
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必要であろうと考えています。

　例えば親子関係なんて壊せないです。そのときにお父さんか

ら誘われた、例えば冠婚葬祭で叔父さんから勧められた。叔父

さんとの関係を断つかというとそんなことはないです。やはり、

「自分はまだまだ子どもだからお酒は飲めないよ」とやんわり

とお断りをするというふうなスキルというのも必要になってく

るであろうと考えています。（スライド 20）

　指導上の配慮、これも勘違いをされやすいところですけれど

も、やはり知識中心型、つまり健康に害が多いということばか

り教えることについてです。飲酒に関しても、未成年者の飲酒

に関してはやはり、脅し教育的に「こんなに飲んだら、こんな

に体に悪いんだよ」ということをやはり中心として教えること

というのはあると思います。ただ、それだけを教えたとしても

子どもたちの意識改革というのは難しいとも言われています。

　皆さんも経験はあると思いますけれども、お酒を飲んだから

といってすぐに倒れる人ばかりではありません。逆にコミュニ

ケーションがうまくいく。話がスラスラとうまくしゃべれるよ

うになっているという人もいらっしゃる。そういうことを子ど

もはよく知っています。ですから、脅しだけではなくて、今後

どういうふうに生きていくかをライフスキルの観点も踏まえて

指導していくということが必要であろうと考えています。その

中で行動、ロールプレイ等を使ったような、人に対して、圧力

に対して自分はどういうふうにそれを跳ねのけていくかという

ふうなスキルを育成するような教育というのも必要であろうと

考えています。（スライド 21）

　では、生きる力、生きる力というふうに言っていますけれど

も、どういうことが必要かというと、目標を決めてそれを実現

することができる力、日常的に起こるストレスに適切に対処で

きる力。仲間とよく話し合い、良い人間関係を保つことができ

るような子どもたちを育成していくということが今、学校現場

に求められるものであろうというふうに考えています。（スラ

イド 22）

　「では実際どうやって教えればいいんだ」と。「今、文部科学省の人間は理念ばかり話してて何も分か

らん」と言われる方に、私もすべての教育の専門家ではないので、専門家を交えて、喫煙・飲酒・薬物

乱用防止に関してどのような教え方をしたらよいのかを示した参考資料を作って学校現場に今配らせて

いただいているという状況であります。本年度はこの高等学校編を今、改訂中という現状にございます。

（スライド 23）

スライド 20

指導上の配慮

• 「知識中心型」「脅し型」の健康教育だけでは、

児童生徒の意識改革は難しく、逆に危険行

動を助長することがある。

→ ロールプレイング等の実習や活動を通し

て人からの圧力に対処する方法等の習得

は有用であるが、それを活用できる「生

きる力」を身に付けることが必要。

スライド 21

「生きる力」（ライフスキル）

• 目標をきめてそれを実現することがで

きる

• 日常的におこるストレスに適切に対応

できる

• 家族や仲間とよく話し合い、良い人間

関係を保つことができる

スライド 22

小学校編
改訂版

喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関す
る指導者用参考資料

高
等
学
校
編

中学校編
改訂版

スライド 23
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【飲酒防止教育の必要性】

　文部科学省では、児童・生徒の薬物乱用に関する意識調査を

しております。その中に飲酒に関する項目もあります。（スラ

イド 24）

　このデータを見ると、「飲みたいと思ったことがある」、これ

は 12 年・18 年ですけれども、飲酒への関心というものは年々、

若干の改善傾向にあることは見てとれます。ここで 10 ポイン

トずつ下がってきています。ただ、飲酒に関して「飲みたいと

思ったことがある」と回答したものは、学年が上がれば上がる

ほど高くなってきている。（スライド 25）

　教育を受ければ受けるほど、害があるという認識が高まり、

「飲みたいと思ったことがある」と回答する割合がだんだん下

がってくるというのが普通の認識だと思うんですが、そうで

はなくて、例えば、18 年の調査であっても、高校 3年生であ

れば 10 人に 1 人は飲酒に関しては「ほとんど害がない」とい

うふうに答えているんです。これだけ知識をしっかりと普及す

るような教育が、学年に応じてやられているにもかかわらず、

10％以上の男の子の子どもたちがやはり「影響がない」という

ふうに答えている。（スライド 26）

　これが 20 歳になったときの飲酒可能性に関してですけれど

も、これも学年が上がるにつれて上がってきている。（スライ

ド 27）

　では、これらの結果に関してどういうことが言えるかという

と、今、男女の別なく、特に若い女性に関しては男性より女性

の方が飲酒率が高くなっているという現状があります。飲酒が

一般化している現状において、多くの大人たちが何を考えてい

るかというと、飲み過ぎなければ健康によいと考えている。で

すから、冠婚葬祭などに際して、未成年にお酒を大人たちが勧

めるという現状があるというふうに考えています。（スライド

28）

　従って、平成 13 年に未成年者飲酒禁止法というのが改定さ

れて、より厳しくなっているというのがご理解いただけるとこ

ろかと思います。（スライド 29）

　これが最後から 3つ目になりますけれども、飲酒に関して関心を持っている子どもたちが、将来にわ

たって薬物を使ったり持っていたりすることについてどう考えているかというと、飲酒に対して好奇心

の低い生徒と比較して、好奇心の高い児童・生徒では「薬物を使ったり持っていたりするということは

悪いことだ」と回答した割合が低いということになっております。（スライド 30）

児童生徒の薬物等に対する

意識調査の結果について

【有効回答学校数】

小・中・高等学校：約250校

【有効回答者数（各学年１クラス）】

小学校（第5, 6学年生）： 約17,000人

中・高等学校（全学年）： 約25,000人

スライド 24
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ー 飲酒への関心 ー
「飲みたいと思ったことがある」と回答

した児童生徒の割合

小学6年生

中学3年生

高校3年生

男子 女子

10ポイント以
上の低下
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スライド 25
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ー 飲酒の健康への影響 ー
「飲酒に害はほとんどない」「多尐はあるだろうが大したこ
とはないと思う」と回答した児童生徒の割合（H18）
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中学3年生
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スライド 26
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ー 将来の飲酒の可能性 ー
「２０歳以上になったら酒を飲むと思う」と

回答した児童生徒の割合

小学6年生

中学3年生

高校3年生

男子 女子

スライド 27
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　これはどういうことかというと、ゲートウェイドラッグとい

う考えがございまして、やはりアルコールとかタバコに対する

好奇心の高い生徒というのは、好奇心の低い生徒と比較すると、

薬物乱用のリスクというのが高くなることが示唆されると考え

ております。したがって、効果的な飲酒防止教育・喫煙防止教

育というのは、最終的には薬物乱用防止教育にもつながってい

くだろうというふうに考えております。（スライド 31）

【最後に】

　最終に未成年者の飲酒防止の啓発についてですけれども、こ

れはやはり学校現場だけの問題ではございません。やはり医療

関係者を含めた地域社会がどのように子どもたちを教育してい

くか。どのように継続して子どもたちへの知識普及を図り、子

どもたちを見守るような社会システムを作り上げているのかと

いうことをもっと大人が真剣に考えることが必要になっていき

ます。（スライド 32）

　少し時間をオーバーしましたけれども、本日お集まりの方々

におかれましても、今後、子どもたちへの未成年者の飲酒防止

教育に関してご理解とご尽力をお願いして、私の講演とさせて

いただきます。ご清聴どうもありがとうございました。

• 男女の別なく成人における飲酒が一般化

→多くの大人が飲み過ぎなければ、健康

に良いと考えている。

• したがって、冠婚葬祭等において大人が、

未成年に飲酒を薦める現実がある。

結果に対する要因

スライド 28

未成年者飲酒及禁止法の一部改訂

（平成13年）

• 保護者など親権を有する者が未成年の

飲酒及を制止する義務を明記

• 販売業者の年齢確認義務を規定

対策

学校教育のみならず家庭や地域社会における理

解及び連携が必須

スライド 29

「飲酒及に対する関心」の有無別の
「薬物を使ったり、持っていたりすることは
悪いことだ」と回答した児童生徒の割合

「薬物を使ったり、持っていたりすることは悪いことだ」の回答率（%）

「飲酒」に対して好奇心の低い児童生徒と比較して、好奇心

の高い児童生徒では「薬物を使ったり、持っていたりすること

は悪いことだ」と回答した割合が低い
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スライド 30

ゲートウェイドラッグ

「アルコール」や「たばこ」に対する好奇心の

高い児童生徒は、好奇心の低い児童生徒と比較

すると「薬物乱用」のリスクが高くなる可能性

が示唆された。

児童生徒への「飲酒」・「喫煙」防止教育は、

効果的かつ重要な「薬物乱用」防止教育となり

うる。

スライド 31

啓発活動の在り方

小学校から高等学校にかけての教育現場だ

けでなく、地域社会においても喫煙・飲酒・

薬物乱用に関する正しい知識や規範意識を根

付かせることを第一とし、教育的視点からの

啓発を継続的に行う必要があり、そのための

体制を整えることが重要。

スライド 32

【略歴】
薬剤師、博士（薬学）
平成 3 年 4月　喘息・アレルギーの研究
平成 17 年 7 月　�独立行政法人医薬品医療機器総合機構にて新薬の審査
平成 19 年 4 月　�文部科学省学校健康教育課健康教育調査官　現在に至る


