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性・ジェンダー・思舂期の可視化・言調こ
そして意識化

守山正樹＊
ＭｑｓａｋｊＭＯＲ１ＹハＭＡ,ＭＤ,Ｐ/IＤ

２．性の可視化

【１】可視化の対象の検討

人の健康や生存にとって，

１．はじめに

本連載は手書き顔グラフから出発しました.

｢紙と鉛筆」的な方法で，人々が頭の中にイメー

ジや概念として持つ対象を可視化（そして言語

化，意識化）し，人々の相互理解を促進する試み

を続けています．今回は，既に紹介したイメージ

の二次元展開法L2)およびWify3'４１を用いて，“`性，

ジェンダー，，の可視化にチャレンジします．

人の健康や生存にとって，最も大切なことは何

でしょうか．筆者が専門とする公衆衛生学は，個

人よりも集団の視点から，人の健康と生存に関わ

る学問です．筆者の恩師である鈴木継美先生５１

(故人）は公衆衛生学の本質を，「次の世代を創る

科学」と言っておられました．次の世代が生まれ

てくるために，とても大切なことが“`性，生殖”

です．動物は性や生殖の行動を本能的に身につけ

ていますが，人間は学習が必要です．

『｢1本大百科全書』によれば，性教育という言

葉は大正時代から用いられ始めました．、本国
*福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室
（〒814-018O福岡県福岡市城南区七|股7-45-1）
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１． “性”は人と社会の生存の根源にある重要事です。しかし恥ずかしさなどの感情を伴　　う場合が多く、オープンな表現や議論は困難が伴います。どうしたら、人が“性”に　　ついて持つ認識を可視化できるでしょうか。本稿では、性の知識を言葉と画像で　　イメージ化し、ラベルに印刷し、イメージの二次元展開を行うことで、学習者　　（短期大学生）が性に関する自己認識を深め、知識量や学習の大切さを意識化できる　　ことを、示しました。２．社会的・文化的に形成される性差、ジェンダーは、生物学的には捉えられません。　　そこで、環境観や世界観を可視化・言語化するWifyを応用し、Wifyの三つの質問を　　問いかけた後、４番目に「男／女にとって大切なこと」を問いかけることで、　　ジェンダー観の言語化を試みました。その結果、学習者（高校生）の間に、男女の　　存在理由や価値を意識した発言や交流が生まれました。このような対話的な学習の　　場から、ジェンダー観が育つ、と考えられます。３．第二反抗期という言葉に出会うことが少ない現代ですが、“思春期らしさ”は今も　　健在なのでしょうか。ある中学校において、“中学生らしさ”、“思春期らしさ”を　　意識化・言語化すべく、２年続けてWifyによる問いかけと交流を行った後、Wifyの　　体験の意味を問うフォーカス・グループ・インタビューを試みました。根気づよく　　問いかけた結果、大人とは異なる中学生らしい物の見方考え方の一端が言語化され、　 “思春期らしさ”が認められました。
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語大辞典』（小学館刊）には，「性教育」は「青少

年に対し，‘性の理解を通して男性または女性とし

ての人間形成を図ることを目ざした教育：内容と

しては，性的成熟や生殖現象，同性および異性の

特質，両性の人間関係のあり方などが含まれる」

と定義され，既に1926年に「今年に成って一番

流行った言葉は，‘性教育でせう」と述ぺた生方敏

郎（明治～昭和時代の随筆家,評論家）の言葉が

引用されています．

しかし，健康についての一般的な知識の教育に

比較して，性教育を行うことは，そう簡単ではな

かったようです．筆者自身は1950～60年代に小

学生時代を過ごしましたが，’性教育を受けた経験

がありません．女子だけ特別に初潮（初経）指導

がありました．その後，1972年の日本性教育協

会の設立などを契機に，性教育の調査研究が進み

ました．このような時代，筆者も性教育や性の認

識と発達に関心を持ち，論文6)を書いています．

文部省（現文部科学省）の学習指導要領には，

1992年になって，小学校の保健学習に性に関す

る内容が位置づけられました．

このような中で，筆者の勤務先（当時）の大学

でも，１９９０年代になってジェンダー論が開講さ

れるなど，ジェンダーを含めた性教育に関する動

きが活発になりました．またビデオなどの視聴覚

教材もさまざまなものが利用できるようになって

いました．

しかし，1950～60年代に比較して時代が大き

く変わったとは言え，ビデオを見て感想を書いて

終わるような授業が一般的であり，性の問題を個

々人が考え対話するような授業は，まだ行われて

いませんでした．そこで考えたのが，イメージの

二次元展開法を性教育に応用することです．

【２】イメージの二次元展開による性の認識の可

視化（1992年）

１）なぜ性の問題にイメージの二次元展開法を

用いるのか

イメージの二次元展開を開発し，食の可視化と

コミュニケーションの活性化を筆者が1980年代

に始めたことは，既にお話ししました2'、イメー

ジの二次元展開は言葉だけでなく，絵やイラスト

を用いて行うことができます．思考の内容はイメ

ージマップとして表されますが，その内容を言葉

だけで表現する必要はありません．恥ずかしいな

どの感情に妨げられたり，言葉では話し難かった

りする対象についても，言葉と画像を組み合わせ

たイメージをラベルにしておけば，ラベルを移動

させるだけで，感じ考えることを表すことができ

ますL7)．

２）要素と座標軸の選択

１９９２年のある日，長崎のＭ大学（教養課程と

短期大学部）で性教育を担当しているＡ氏とＢ氏

からの問い合わせにより，’性教育への応用を具体

化し始めました．目指したのは，学生（学習者）

が性に関して持つ認識の全体像を二次元マップに

よって描き出し，学生個々の現状把握を助けるこ

とでした．

対象者は大学生であり，生殖器や生殖機能など

生物学的な基本知識は一応持っています．しか

し，周囲の社会との関わり方の中で「"自分がど

のように行動するか，，といった課題を考えられる

までにはなっていない」ものと判断されました．

そこで性について考えるための要素として，「妊

娠・出産｣，「避妊｣，「コンドーム｣，「中絶｣，

｢AIDS｣，「身体の悩み｣，「性って何?｣，「パート

ナーとのつきあい」を取り上げ，各言葉に対応す

る画像を加え，イメージをラベル化しました（図

l)．

要素ラベルを最初に配列する軸として，横軸

(Ｘ軸）は「知っている程度」とし，左端を「あ

まり知らない｣，右端を「よく知っている」とし

ました学生は要素ラベルを，知っている程度に

従って，まず横軸上に配列することにより，自分

自身の知識の状態を確認できます．

次に要素ラベルを展開する軸として，縦軸（Ｙ

軸）は「あなたにとってのこれらの学習の大切

さ」とし，上端を「とても大切｣，下端を「大切

でない」としました．「学習の大切さ」を考える

ことで，今後の自分自身の社会的な行動や役割に

目を向けることができます．

３）マップから分かったこと

ｌ993年の秋，Ｍ短期大学部看護学科の学生５０
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図１性に関する認識のイメージマップ作成手順

ツプに対応する記述（学生Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）を質問

毎に以下に示します．

（１）質問１「横軸方向に要素ラベルを配列した

ときに気づいたこと，考えたことは？」

Ｃさん：コンドームや避妊についてのことは知

っていても，いざ妊娠したときの処置（産む場

合，産まない場合どちらでも)，中絶，妊娠・出

産のことが知識不足かなと感じた．それと，心の

どこかで「SteadyＳｅｘを心がければ大丈夫……」

というのがあるみたいで，どこかしらＡＩＤＳに対

して無関心な気がする．

Ｄさん：「パートナーとのつきあい」と「コン

ドーム」は，ビデオを見てですが，離すことので

きない結びつきがあることを改めて感じました．

名（全員が女性）を対象に，まずビデオで性につ

いての知識をまとめたあと，授業の後半で，自分

自身の`性に関する認識を振り返る目的で，イメー

ジの二次元展開を用いました．それまでの通常の

授業では，“`性,’は自分の考えを表すテーマとし

て考えられませんでしたが，学生たちは今回の要

素ラベルによるイメージの表現を問題なく受け入

れ，個性的なイメージマップを作成しました．得

られた50枚のイメージマップのうち，先頭の４名

(C，Ｄ，Ｅ，Ｆ）のマップを選んで，図２に示し

ます．

マップ作成後に，何を考えながらマップを作成

したのかを，段階を追って質問し，思い出した内

容を全員に書き出してもらいました．上記の各マ
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あまり知らない←←→→よく知っているＸ２

Ｃさんのイメージマップ

あまり知らない←←→→よく知っているＸ２

Ｄさんのイメージマップ

Ｘ１ Ｘ１

あまり知らない←←→→よく知っているＸ２

Ｅさんのイメージマップ

あまり知らない←←→→よく知っているＸ＝

Ｆさんのイメージマップ

Ｘ１ Ｘ１

図２性に関する認識のイメージマップ

並べてみると「よく知っている」と「あまり知ら

ない」が反対かもしれないと思い直しました．あ

くまでも「妊娠・出産」は教科書，講義内のこと

で，よく知らない部分ばかりだからです．

Ｅさん：学校の授業で詳しくする項目ほど右側

に寄っている．今，もっとも重要なことをよく知

っていないと思った．あまり学校では教えてくれ

ないことは，やっぱりよく知らない．こんなふう

ではいけないなあと思う．

Ｆさん：まず，これらのラベルのうち一番耳に

するものをＸ２の方へ並べ，それ以外のものはＸｌ

の方へもっていった．その結果，学校で学習して

いること（知識）が「よく知っている」方に並

び，自分が最初に考えなくてはならないパートナ

ーとの付き合いや』性って何？などが，Ｘｌの方へ

並ぶことになった．

（２）質問２「縦軸方向に要素ラベルを展開した

ときに気づいたこと，考えたことは？」

Ｃさん：中絶は出来る限り避けたいと思ってい

るせいか，あまり重要視しなかったみたい．でも

知識は持っているべきだと思うので，この表とは

別に学習するべきことだと思い直しました．避妊
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を学習することは避けられないし，女として，こ

れから大切なのは妊娠・出産だと思った．

Ｄさん：「身体の悩み」がどのくらい大切かを，

その他の７つと比べるとどうかが’難しかった．

｢コンドーム」や「避妊」の知識を持っていれば，

｢中絶」ということをそう考えなくてもいいよう

に感じました．

Ｅさん：自分にとって大切なこと，重要なこと

が上の方にきている．あまり知らないことが，自

分にとっても，とても大切なことであることに気

づいた．実際，私たちの年齢で問題になるよう

な，中絶や出産などが大切であると自分では思っ

ているものの，それより下にあるコンドームなど

がもっと大切に思えてきた．

Ｆさん：横軸で知らないことが最も学習が必要

であるのでＹ２の方へ並ぺた．コンドームや避妊

は今日ビデオを見て少し学習したのでこうなっ

た．よく知っていると思った妊娠・出産やＡＩＤＳ

は，学習してもよく分からない部分が多いので，

このようになったと思う．

(3)質問３「イメージマップの全体から考えた

ことは？」

Ｃさん：今まで自分が，妊娠・出産，パートナ

ーとのつきあいなど，上の方の項目について，ど

のように思っているのか，考えたことはなかった

と思う．こんな風にラベルを並べてみて（並べて

いる時)，自分で「ふうん，そうか」と思ったの

は，なんだか不思議な気がしました．看護婦にな

るために母性看護を学習しているわけだけど，ま

ずは自分が一体どういう考えを持っているのか，

知ることも大切だなあと思いました．頭では大切

だと思っていても，実際は，そんなに重要視して

なかったり，知識を持ってなかったりで，我なが

ら驚いたけど，いい機会だったと思います．

Ｄさん：「パートナーとのつきあい」－「避妊｣－

｢コンドーム」の関わりが，こんなに大切なもの

だと，深く考えたことは正直言ってありませんで

した．自分の中で恥ずかしいというのがあったか

らです．これではいけないんだなあ，ぜんぜん恥

ずかしいことではないんだなぁ，とビデオを見て

いて思いました．みんなで考えていけるようなそ

んな人間関係をうまくつくって行きたいです．

Ｅさん：だんだんと深く考えて行くうちに，並

べる順序をまちがえたような感じがする．赤ちゃ

んができて，最終的な決断をする，それも重要で

はあるが，その前に大切なのは，本当に学習が必

要なのは，コンドームなどの避妊についての知識

だと思った．その知識を持つと，まちがいのな

い，自分の考える妊娠の判断ができるのだと思

う．中絶をしないためにも，もっと基礎をしっか

り身につける力が必要だと思う．

Ｆさん：ほとんど知らないとか学習が必要なも

のは，他からの情報が明確でないものが多い．例

えば，ＡＩＤＳなどは現在世界的にも問題になって

いるので，情報が豊富であるが，パートナーとの

つきあいは，自分はまだ経験が不十分なのでよく

分からないし，‘性って何？では「性」という言葉

は範囲を広く示すので，大ざっぱすぎてはっきり

とは分からない部分であるからだと思う．

性についての知識の様子をイメージマップによ

って自己分析した学生たちは，短期大学部１年生

の時にこの作業を行いました．要素ラベルを配列

した横軸は「知っている程度｣，すなわち作業を

行った時点での「知識量」を表します．またラベ

ルを展開した縦軸は，今後求める知識の質に関わ

る「学習の大切さ」でした．学生たちが，ビデオ

による授業で一方向的に与えられた知識や他の既

存の知識を自分なりに受け止めた上で，それぞれ

独自に，今後の学習の方向を考え始めた様子が示

されました．

３．ジェンダーの可視イヒ

【１】可視化の対象の検討

前項では'性の知識を取り上げ，認識の全体像構

築を試みました．では，ジェンダーはどうでしょ

うか．

『日本国語大辞典」によれば，「ジェンダー

gender」は「男らしき，女らしさといった，社

会的・文化的につくられた性差：生物学上の雌雄

を示すセックスとは区別される」です．

既に述べたように，生物学的な性を中心に組み

立てられる性教育は，筆者が学生だった１９７０年
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このワークシートを用いて，筆者が最初にジェ

ンダー観の言語化と参加的な学習を試みたのは

2001年７月であり，福岡のある中学校においてで

した．この中学校では体育館に集合した全校生徒

に対して問題提起を行いましたが，場所の制約か

ら，ワークシート記入後の交流を十分に行うこと

ができず，記録も十分に取れませんでした．

その３年後，２００４年１１月１８日に，福岡のＯ

高校の１年生40名を対象に実施し，今度は交流も

含めて時間を取ることができました．ワークシー

トの問いかけに従って，７名の記述を事例として

以下に示します．

１）最初のＷｉｆｙ

質問「あなたにとって，無くなったら困る大切

なこと／ものは何ですか？」（Wifyl：日常で，

Wify2：地域で，Wify3：世界で）

Ａ君＝Wifyl：朝ご飯，歯磨きセット，携帯電

話，トイレットペーパー，電車／Wify2：駅，駐

輪場，武道場，柔道着，コルセット（腰用)／

Wify3：国際電話，森，川，飛行機，船．

Ｂ君＝Wifyl：自転車，勉強，食事，柔道，音楽

／Wify2：山，川，道路，教室，柔道場／Wify3：

福岡ドーム，ＮＧＫ（なんばグランド花月)，清水

寺，バルセロナ，ウルウル（オーストラリア)．

Ｃ君＝Wifyl：ＥＦ館，剣道，本，お菓子，携帯

／Wify2：友人，家族，剣道，ベスト電器，夜，

自転車／Wify3：人と人とのつながり，気候，文

化，法律，海．

Ｄさん＝Wifyl：食事，友達，家族，学校，部

活／Wify2：家，学校，部室とテニスコート，家

族，友達／Wify3：福岡県，佐賀県，日本，ニュ

ージーランド．

Ｅさん＝Wifyl：学校，薬，ご飯，家族，自転車

／Wify2：空，雲，道，風，太陽，雨／Wify3：

国連，動物，植物，自然，時間．

Ｆさん＝Wifyl：ごはん，お菓子，塾，ＥＦ館，

家，携帯電話，ＪＣ郎（カレシ）／Wify2：交通機

関，コンビニ，教室，風，自分の居場所／

Wify3：平和，強い経済力，愛．

Ｇさん＝Wifyl：食事，服，学校，ケータイ，

お金／Wify2：お金，交通面（信号，道，交通機

代にも，盛んに行われていました．しかしジェン

ダーとなると話は別です．

筆者が1979年の秋から米国テキサス大学オー

ステイン校の人類学科（修士課程）で学び始めた

時，ジェンダーのような事柄を，社会的に取り上

げ，行動を起こすアメリカ人の柔軟で実践的な発

想に，驚かされました．ちょうど９月は新学期で

キャンパス内に多くのサークルが机を出して，新

入生を勧誘していましたが，その中に，レズビア

ンやゲイのサークルもあることが印象的でした．

また教科書を買いに本屋に行くと，哲学や社会学

関連の本が置いてある棚にジェンダーを論じたも

のが何冊もあることにも，驚かされました．同じ

時期の日本では，見かけることのない光景でし

た．

ジェンダーにはあまり触れずに，生物学的な知

識を中心に性教育を行う傾向は，わが国では現在

でも認められます．“ジェンダーを論じること',

が“難しいこと，哲学的なこと,，として受け止め

られる傾向を否定できません．そこで筆者が試み

たのは，Ｗｉｆｙの延長線上で，対象者がジェンダ

ーを遠ざけるのではなく，気軽にジェンダーを考

えることでした．

【２】ジェンダー観のアクションリサーチ(2004

年１１月）

前述のイメージマップは，複数の要素から全体

像を構成する方法であり，混沌とした考えを整理

し，洞察を深めることに向いています．特に考え

る時の要素が明確である場合は，有効です．しか

し，生物学的な性から抜け出し，もっと広い社会

的・文化的枠組みの中でジェンダーを考えるため

には，イメージマップの枠組みでは限界がありま

す．座標軸にこだわらないで，もっと広く，深く

考えていく必要があります．

そこで，Ｗｉｆｙの応用を考えましたＷｉｆｙの最

初の３質問によって，既に環境観・世界観という

広い枠組みへの導入がなされます．４番目の質問

を工夫すると，Ｗｉｆｙからジェンダーに迫ること

ができるはずです．

Ｗｉｆｙからジェンダーに迫るワークシートの例

を図３に示します．
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突溌から分かつ鱈ごとは？これから受け乞い性9k百．シヱンダー放育とは？（感想も）

と性としてと性として男性としてして

てこF3)あなたの学校,市県風ｱｼﾞｱ,さらに広く世界を思い浮かべたとき

２）あなたの家，近隣，学校，地域を思い浮かべたとき
~ひ

1）朝起きてから，夜寝るまでの１日

Wify あなたにとって無くなったら困る大切なこと/ものは？

図３ジェンダーを考えるWifyのワークシート

関)，建物，一緒に行く人，電気（街灯など)／

Wify3：食糧，水，愛（助け合いなど)，住居，

言葉，交通面．

２）男性としての大切さ

質問「男性として，無くなったら困る大切なこ

と／ものは何ですか？」

この質問に対し，男`性（Ａ・ＤＣ君）は，男

性としての自分自身を振り返って答えました．ま

た女性（，．Ｅ・Ｆ．Ｇさん）は，異`性（男`性）の

立場に立ったつもりで，答えました

Ａ君：丈夫な体，男らしさ，強い落ち着いた態

度，心

Ｂ君：優しさ，思いやり，忍耐力，努力

Ｃ君：誇り，心，忍耐力，思いやり
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Ｄさん：勇気，責任感，強さ

Ｅさん：守るもの，強さ，家族

Ｆさん：力強さ，かっこよさ，守ってくれる

Ｇさん：服，やさしき，力強さ

３）女性としての大切さ

質問「女性として，無くなったら困る大切なこ

と／ものは何ですか？」

この質問に対し，女性（Ｄ・ＥＦ.Ｇさん）

は，女性としての自分自身を振り返って答えまし

た．また男`性（ＡＢ．Ｃ君）は，異性（女性）

の立場に立ったつもりで，答えました．

Ａ君：健康，友達

Ｂ君：優しさ，思いやり，上品さ

Ｃ君：心，化粧品，風呂，男`性との共同性，

髪，思いやり，明るさ

Ｄさん：やさしさ，子供への愛

Ｅさん：批判する対象

Ｆさん：かわいらしさ，スカート，優しさ

Ｇさん：服，やさしさ，寛大な心（母の力みた

いなもの）

４）今後のジェンダー教育・性教育を考える

Ｏ高校での授業・アクションリサーチでは，

Ｗｉｆｙから始まる上述の３つの問いかけのあと，

クラス全員がそれぞれのワークシートを互いに見

せ合って対話する形の交流を20分間行いました．

交流のあと，最後に問いかけたのが，以下の質問

です．

質問「今後どのようなジェンダー教育・性教育

を受けたいですか？」

Ａ君：男だとか音楽とかの,性別によって枠に当

てはめられるようなものではなく，各個人の置か

れている状況や構成などを尊重して考えていく物

が良い．同じ男でもここの考え方は違うと思う．

Ｂ君：男にしかできないこと，女にしかできな

いこととは何か．男の権利，女の権利とは何か．

これからの社会はどうあるべきなのか．世界の性

についての現状はどうなのか．エイズなどの性病

について．

Ｃ君：男と女の本音をぶつけ合うような議論と

か，知識を与えてもらうだけでなく，底から自分

たちが思ったりしたことを自由に発表できるよう

な授業．なかなか普段の授業では受けられないよ

うな内容だった．もっと時間をかけてすれば，も

っといろいろなことを考えられたと思う．短時間

だったけど，奥は深かった．

、さん：一人の人にとっての大切なものは，人

生においてかけがえのないものであったり，その

人の生活を構成しているものであったりしたけ

れど，男女はもちろん，一人一人でそれは違って

いて，異`性に求めるものも変わってくることが分

かった．このことから性教育においてはジェンダ

ーについて学んでみたいと思った．

Ｅさん：学校で教えてもらいたいものは特にな

い．親にいろいろ教えてもらって，あとは自分た

ちで考えていけばいいと思う．不確かで柔軟な問

題を教育とくくることはどうかと思う．

Ｆさん：互いのイメージの違いを差別としてと

るのではなく，単なる相違点として認めさせる授

業．恋愛って本当はどんなものなのか？（彼氏と

男友達の違いって何?）（大昔から恋愛ってあっ

たの？）

Ｇさん：中学の時に，女`性の先生から妊娠して

から出産するまでの話を聞いて，知らないことが

たくさんありました．結構，イメージがあって

も，実際は知らないことがいろいろあると思いま

す．しかし，実際に自分が何を知らないのかが分

かりません．

５）問いかけを終えて

前項のイメージマップによる性教育と比較して

興味深いのは，今回のジェンダーを意識した問い

かけに対して，「妊娠，避妊，コンドーム……」

といった言葉が挙げられることがなく，人間とし

ての男`性や女性が感じられる言葉が得られたこと

です．前項のＭ短期大学では対象者全員が女性

でしたが，今回のＯ高校ではクラスが男性と女

`性から構成されていました．同じクラスで，男`性

と女性が互いに対話することが，ジェンダーを学

ぶことの第一歩になるという共通理解が得られま

した．

４．思春期の可視イヒ・言語化

【１】Ｒ中学校でのアクションリサーチ（2005
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のことを普段からよく知っています．生徒たちも

皆，保健室を中心に仕事をしているＴ先生のこ

とをよく知っています．自己紹介なしに，Ｔ先生

はすぐに本題に入りました．

質問「Ｗｉｆｙを２年間行ってみて，気づいたこ

と，なんでも，はっきり言ってください.」

「１年，２年生は３年生にすぐあやまります」

「自分以外の他の人たちは，それぞれ大切なも

のがあるんだなと思った」

「みんな自分のことちゃんと考えていてすごい

と思った」

「１，２年との考えが違うのがわかった」

「みんな，いろんな意見を持っていることがわ

かった」

「自分と同じ意見の人がたくさんいることがわ

かった」

「考え方は３年は１，２年と違って大人びている

けど，子どもみたいなとこもある」

「話したひとの中には（言ってはいけないけど）

考え方が古かった」

「地域の人たちは，子供たちのことをちゃんと

考えているんだなと思いました」

「地域の人たちは，自分のことより，周りのこ

とを気にしていることがわかった」

「中学生が思いもしなかった考えがあってさす

が大人だなあと思った」

「年をとった人でもおちやめな－面がありまし

た」

「かわいいっていわれました」

「去年より，考え方が変わっていたとおもいま

す」

「前より少し大人になったと思いました」

「去年よりいろんな人と話せるようになったし，

たくさんの大切なものが思いつきました」

質問「Ｗｉｆｙを行って，気づきがあったのは，

なぜ？」

「いつもは自分のことを振り返ったりしないか

らだとおもいます」

「地域の人といろいろ交流できたからだと思い

ます」

「自分のことを真剣に考えているからだと思い

年９月）

,性とジェンダーヘの取り組みの最後として「思

春期」に注目します．’性やジェンダーは人の一生

を通しての課題ですが，特に“思春期，’は`性やジ

ェンダーを強く意識し始める時期です．

思春期にある対象者にＷｉｆｙを問いかけること

ができた場として，筆者にとって特に印象深かっ

たのは，熊本のＲ中学校です．この学校はある時

期，全校の先生方と生徒たちからＰＴＡに至るま

でが，Ｗｉｆｙを問いかけることに関心を持ってく

ださ()，おかげで３年間，毎年，半日をかけて，

全校生徒に対してＷｉｆｙを問いかけることができ

ました．すべての学級で同時にＷｉｆｙを問いか

け，また各学級内だけでなく，学級や学年を越え

てＷｉｆｙを問いかけ交流を行えたのは，先生方と

PTAや地域のボランティアの皆様のおかげです．

中でも2005年９月２２日にＷｉｆｙを問いかけた

際は，１１時半に全校全学級でのＷｉｆｙを終了した

あと，１２時45分からの昼休み時間に，全校の保

健委員生徒24名の協力を得て，６名ずつ４グルー

プに分かれ，「Ｗｉｆｙから何を学んだか」をテーマ

に，フォーカス・グループ・インタビューを行う

ことができました．グループ１（１年生６名）では

Ｒ保健福祉センターのＳ氏が，グループ２（１年生

6名）では筆者が，グループ３（3年生６名）では

Ｒ中学の養護教諭Ｔ先生が，またグループ４（２

年生６名）ではＲ保健福祉センターのＵ氏が，そ

れぞれインタビューを担当しました．

このインタビューの内容は，中学生のものの見

方・考え方が現れた興味深いものでしたが，イン

タビュー直後は，その興味深さを十分に言語化で

きませんでした．

インタビューから６年後の2011年現在，改めて

インタビュー記録を読んでみると，生き生きと，

生徒たちの「中学生らしさ｣，「思春期らしさ」が

感じられます．

【２】中学生の率直さに触れたグループ３：Ｔ先

生のインタビュー記録

Ｔ先生は当時Ｒ中学校の養護教諭でした．この

中学校でＷｉｆｙを継続的に問いかける機会が得ら

れたのは，Ｔ先生のおかげです．先生は生徒たち
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ました」

「もっとちゃんと考えれたからだと思う」

「いろんな人と交流できたからだと思います」

「いろんな人の意見を聞いたからだと思います」

(事情によりインタビューは１２分月に中止）

途中でＴ先生はケガをした生徒への対応のた

め呼び出され，インタビューは中止となってしま

いました．しかし短時間でしたが，生徒たちの率

直な考えを分かりやすく引き出すことができまし

た．

【３】‘`思春期らしさ,,に迫ったグループ４：Ｕ

氏のインタビュー記録

Ｕ氏は，Ｒ中学校区を担当するＲ保健福祉セン

ターに所属するベテラン保健師です．センター勤

務のため，普段は生徒たちとの接点がありませ

ん．そこでＵ氏は，まず自分が自己紹介をし，

生徒たちにも自己紹介をしてもらったあと，質問

を始めました．

ｌ）１年間の変化を言語化する

ここでは，Ｕ氏はＷｉｆｙの問いかけへの答えの

変化について聞いています．１年前にもＷｉｆｙに

よって，「あなたにとって無くなったら困る大切

なことは何ですか」と問いかけています．まず現

在のＷｉｆｙを問いかけ，各自が1年前に書いた

Ｗｉｆｙも見てもらった上で，１年前と比較して変化

したことを何か自覚しているのか，尋ねました．

質問「Ｗｉｆｙによって自分自身について気づい

たことは，ありますか？今年のＷｉｆｙを書き，去

年のＷｉｆｙも見た上で，どう思う？……」

「去年とあまり変わってなかった」

「かなり変わった，わたし大切なものとか，

前は酸素，とかそんな感じで書いてたけど，今回

は友達，家族，部活とかが大切って書いたから，

変わったな，と思いました」

「あんまり変わってなかった」

「あんまり変わってなかった」

「書いたのが減ってた」

Ｗｉｆｙを問いかけて得られる中学生の答えには，

大人の場合とは異なる“中学生らしさ”が感じら

れます．また中学生が一様に“中学生らしい，，の

ではなく，思春期の進展に伴って，さらに“中学

1年生らしさ,，，‘`中学２年生らしざ，などが変化

として感じられることがあります．しかしこのよ

うに感じるのは，筆者が大人であるからかもしれ

ず，当の中学生自身は，“中学生らしさ，，に，ま

たその変化に，気づいていないかもしれません.

｢変わった」という答えよりは，「変わってなかっ

た」という答えの方が多く得られました．

２）発見を言語化する

生徒たちの上記の答えに満足せず，Ｕ氏は言葉

を変えて，さらに変化を問いました．

質問「Ｗｉｆｙに答えた内容は？発見したことと

力'は，なかった？……」

「変わってなかった」

「発見はないよね」

「発見はないです」

「去年とあまり変わってないから，そこまで発

見もなかった」

「字が上手になっていた」

「わからない」

“気づいたこと”を“発見したこと”へと言葉

を変えて，さらに質問した結果，「字が上手にな

った」という発見が１名から得られました．

３）率直な意見を言語化する

Ｕ氏は「気づき→発見」と言葉を変えて質問し

ましたが，生徒の答えはなかなか要領を得ませ

ん．しかしＵ氏はあきらめず，さらに生徒の考

えを問い続けます．

質問「Ｗｉｆｙについて率直な意見を聞きたいん

だけど．どう思った？楽しかった？友だちの考

えとか分かった？……」

「これをやってどういう意味があるのかわから

ない」

「楽しいんじゃなくて……なんか，ここまで深

く考えなくても」

「クラスの人と，書いてるのとか'よ一緒だし，

大人とかも，あんまり話さないっていうか．向こ

うからは話しかけてくるけど，自分からは話した

りしないし他学年の人と話しても，見せあいっ

こしても別に皆と一緒だし，そこまで意味がない

かなあと思いました」

「話せないというか，他学年の人と話さない．
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そこまで必要ない．だって３年生の先輩とは楽し

くないし，きまずいし」

「他学年と話すよりは同じクラスの人の方が楽

しいっていうか，進むし，話も知ってる人たちが

多いから，何でこうなのみたいな，ダメ語でもい

いしだからやっぱり」

「みんなそこまでＷｉｆｙというのに，取り組もう

という気がないから，適当でもいいだろう，みた

いな人が多いから，そこまで意味はないのかな，

って思いました」

「暑かった」

「取り組む気があるものだったら，楽しいと思

えるかもしれないけど取り組む気がない，授業

やるよりはマシみたいな．授業やるよりはこっち

のほうが楽しいかな，ってかんじだと思います．

真剣に取り組むって人は，そんないないんじゃな

いかな．かなり優等生じゃないかな．みんな遊び

半分じゃないけど，そんな感じでやってるんじゃ

ないかな」

「１年の時，そんな考えてなかった．そこまで

真剣|こって感じじゃなかった．よく意味が分から

なかった．ただ書いていた」

ここまでＵ氏が問い続けた結果，生徒が本音

を語り出したように感じられました．学級活動の

中で，「あなたにとって，無くなったら困る大切

なものは何か?」とたずねるWifyの問いかけに対

し，さまざまな思いを持っている生徒の様子が見

えてきました．

４）大人と中学生，立場の違いを言語化する

生徒の本音に近づいたＵ氏は，彼らが自分た

ちの立場をどう考えているかについて，さらに問

いかけました．

質問「私たち大人から見ると，中学生はこうな

んだ，という発見があったんだけど，どう思う？

……」

「頭まわらない」

「頭まわらないですよ，そこまで．大人と子供

と考え方が違うってことは普通にわかることだか

ら」

「大人だと真剣にやんないといけないかあ，と

いう感じだと思うけど．子供は大人とは違うか

ら．あそび半分，真剣には取り組めない」

「それをしなくても，結構当たり前に思ってい

ることだから，別に一緒かな，って思う．友達と

か家族とか絶対大事だから，それはぜつたいみん

な書くと思うし」

普段の生活の中では語られることの少ない大人

の立場への思いを，生徒たちが語り始めていま

す．

５）累積的に本質を問うことへの“生徒たちの

思い,,を言語化する

Ｗｉｆｙでは「大切さ」を問いかけます．Ｗｉｆｙを

問いかけたあとの交流で生徒たちは，普段は接す

ることの少ない他者における「大切さ」に触れま

す．他者における「大切さ｣，つまり，他者の価

値に関する見方に触れることで，生徒たちは何を

考えたのでしょうか．Ｕ氏は問い続けます．

質問「他の人のＷｉｆｙも見て，どうだった？内

容は一緒だった？違った？してみて分かったこ

と，もっと知りたいことは？……」

「あまり」

「みんながみんな，同じことを書いているって

わけではないから，違うところも書いている人も

いたし本当は違うことも考えているのかな，っ

て思った」

「ないです」

「ないですよ」

「そこまで考えないです．深く知らなくてもい

いじゃないみたいな．やっぱり他人をそこまで思

うことでもないし」

「そのことを深く知っても，意味ないですから．

大切なものを聞いても，友だちとか，家族とか書

いても，自分もそうだから，みんな一緒で，そこ

まで深く考えない」

「そんなに（違いについて）聞いても」

「そのときでしか，思いませんから」

「殆ど考えていること，一緒ですよ．言葉がち

ょっと違うだけで」

「思っているより，一緒ですよ」

「でも中には真剣に，じゃないけど全員に聞

いたら何人かいますよ．やって良かったと思える

人が」
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「ぶっちゃけですよ，ぶっちゃけ．本音言った

方がいいじゃないですか．いい子ぶってもね，一

応分かりましたって言っても，本音で思っている

ことではないから．もうパンパン出しちゃう方

が」

６）Wifyの意味を言語化する

３０分ほどのフォーカス・グループ．インタビ

ューの時間が終わりに近づいてきました．Ｕ氏

は，念を押すような形で，昨年と本年と連続して

行ったＷｉｆｙを問いかける試みを，生徒自身がど

う捉えていたのか，質問を続けます．

質問「こういう取り組みに関して，自分では変

化無かったのかな？考える機会にはなったのか

な？……」

「無いです」

「う－ん，だいだい」

「大人とかになったならば，考えることもある

かもしれないけど，今の時点では，そこまで深く

考えない．.…..」

「でも，忘れているかもしれない．ふと思い出

すことがあるかもしれない死ぬ間際とか」

「考えるきっかけになるかもしれない」

「そういうこと（考えること）は，あるんじゃ

ない」

「今は別にそこまで考えるってわけでもないし

やっぱ，皆遊んだりするのが楽しいと思う時期だ

から，そういうのを深く考える時間はそんなにな

いし」

「軽く，軽く考えた」

「きっかけになった」

大切さを考える機会について問いかけたＵ氏

の質問に対し，「無い｣，「だいたい」から「死ぬ

間際」に至るまで，さまざまな反応が得られまし

た．かつてヨースタイン・ゴルデルが書いた小説

｢ソフイーの世界｣8)では，主人公の中学生ソフイ

ーがクノックス氏と対話しながら，人間の意味を

考え，日常から哲学の世界に入って行く様子を描

いています．ここでのＵ氏と中学生の対話は，

『ソフィーの世界」の導入部を思い出させてくれ

ました．

７）Ｗｉｆｙを継続することへの思いを言語化する

Ｗｉｆｙの質問「無くなったら困る大切なこと／

ものは何か?」に正解はありません．正解がある

ことを学ぶ機会が多い中学生にとって，正解のな

い質問に答えることは，こちらが考えている以上

に，大変なことかもしれません．昨年と今年に加

え，来年も継続してＷｉｆｙを問いかけることをど

う思うのか，Ｕ氏がたずねました．

質問「この取り組みは続けた方がいいと思う？

……」

「でもやっぱ，今は中学生とか小学生に言って

も，そこまで理解できないから」

「もうちょっと高めの年齢の人にやった方がい

いもっと年齢の高い人に，高校生とか大学生と

かの人たちにやってみると，また違う意見が出る

と思いますよ」

「中学生じゃ，早すぎるっていうか，べつに授

業の，数学とかをするよりはましだから，やって

いると思う人たちも多いと思うし退屈だと思う

人もいると思うし」

「話すのは楽しかった」

「普通だった」

「だから，普通です」

「楽しいわけでもないし，面白くないわけでも

ないし普段考えないから，きつい」

「話せたのは，楽しかった．楽しかったってい

うか，話せた」

「分かりません」

【４】Ｒ中学校でのインタビューと思春期．青年

期の対話の特徴

“思春期”は『日本国語大辞典』によると「第

二次`性徴が現われ，子どもからおとなになりかけ

る，心身ともに不安定な時期．男では一三歳頃か

ら一七歳頃まで，女では一二歳頃から一七歳頃ま

で．異性を意識しはじめる年頃．春機発動期」と

定義されています．また思春期と重なる“青年

期”は『デジタル大辞泉』によれば，「発達心理

学で１４，５歳から２４，５歳までの時期をいう．生

理的には`性的成熟に伴う急激な身体的変化が現

れ，心理的には内省的傾向，自我意識の高まりが

みられる一方，不安・いらだち・反抗など精神の

動揺が著しい」となっています．さらに「日本大
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百科全書』で“青年期”をみてみると，心理的特

徴の項に「青年期には，性的成熟が急激な身体的

変化を引き起こし，児童期までの比較的安定した

人格の体制に大きな動揺を与えるので，さまざま

な心理的特徴を生じる．この期の形容として，よ

く疾風怒濤（どとう），けいれん生活，「第二反抗

期」などといわれるが，前記の基本的動揺をよく

示している．……」との記載が見られます．

Ｒ中学校でＵ氏が行ったインタビューへの生徒

たちの答えから，筆者は久しぶりに「第二反抗

期」という言葉を思い出しました．生徒たちがＵ

氏の問いかけに反抗したということではありませ

ん．しかしＵ氏の問いかけに対して，「大人と子

どもと考え方が違う……｣，「ここまで深く考えな

くても……」といった生徒たちの言葉の中に，う

まく話を合わせようとするのではなく，例えば

｢つっぱる」という言葉で表現できるような，自

分たちの独自性を示そうとする“勢い”が感じら

れました．

『日本国語大辞典」によると，「つつ－ぱ・る

(突張)」には，「①強く張る，……：②強硬な態

度で行動する：③青少年などが虚勢をはって，社

会に反抗したり不良じみた態度をとったりする：

④そうしたいという気持がひじょうに強く心にみ

なぎる」などの意味があります．２００７年の朝日

新聞には「消えた“男の子”メディア社会の中

で：反抗期」との記事が載っていました9)．親子

関係や子弟関係の友達化が進行するにつれ，第二

反抗期が無くなってきているかもしれません．し

かし‘`思春期らしさ，，，“子どもらしぎ，，“青年ら

しさ，，などは，本来「無くなったら困る大切なこ

と／もの」ではないでしょうか．

そうした“らしざ，が，もし人の心の奥深く

に，しまいこまれているのであれば，たまには粘

り強く問いかけて，“らしさ”を表に引き出すこ

とも，必要かもしれません．いつか機会があった

ら，またＲ中学校を訪問して生徒たちにＷｉｆｙを

問いかけ，今の生徒たちの「思春期らしさ」に触

れてみたいと願っています．
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理学療法(士)からみた]性とジェンダー

田村大眞*＊
ＤｎＭｉｎＴハＭＵＲＡ,ＲＰＴ

これまでＷｉｆｙを通して個人の内面に具現化さ

れる“ことば”とは何か，またその“ことば”同

士が融合しながら“対話”へと発展する過程をさ

まざまな視点で考えてきました．今回は「ジェン

ダー」という視点から，“ことば”の融合と“対

話”への過程を解説してみたいと思います．

Ｌジェンダーとは何か

社会学的には，セックスｓｅｘとセクシユアリテ

ィsexualityおよびジェンダーgenderは区別して

考えられています．ここでセックスｓｅｘは「生得

的な`性別で，生物学的な区分に由来する性」であ

り，これは主に第１次・第２次`性徴のように男女

問での解剖学的・生理学的性差という視点から`性

のあり方を考えています．また，セクシユアリテ

イsexualityは「性的指向性sexualorientationに

関する事由」と言われ，生物学的な性別と現実と

のギャップを心理学的な視点を中心に考えていま

す．今回解説するテーマとなっているジェンダー

genderは，「社会的・文化的なありようとしての

'性｣，つまり「男らしさや女らしさ」という性の

あり方を考えています．

内閣府の行った男女共同参画社会に関する世論

調査'１(平成２１年１０月）をみてみると，社会通念

．`慣習・しきたりなどにおける男女の地位の平等

感では，「男性の方が優遇されている」とする者

の割合は女性の20歳代から60歳代で，「平等」と

答えた者の割合は女性の７０歳以上，男性の２０歳

代，４０歳代，７０歳以上で，それぞれ高くなって

います．一方，家庭生活等に関する意識について

は，夫は外で働き，妻は家庭を守るべきであるか

聞いたところ，「賛成」とする者の割合が41.3％

(｢賛成」１０．６％＋「どちらかといえば賛成」３０．７

％)，「反対」とする者の割合が55.1％（｢どちら

かといえば反対」31.3％＋｢反対」238％）となっ

ています．また，国際的にも日本でも広く利用さ

れているジェンダーに関する代表的総合指数とし

て，国連開発計画（ＵＮＤＰ：UnitedNationsDe

velopmentProgramme）が毎年発表する人間開

発報告書2)(ＨＤＲ：HumanDevelopmentReport）
に示きれるジェンダー開発指数（ＧＤＩ：Gender-

relatedDevelopmentlndｅｘ人間開発指数in)に男

女差を加味したもの)，ジェンダーの不平等指

数注2)(GII：GenderlnequalityIndex）がありま
す．GIIで日本は１３８カ国中１２位となっていま

す．しかし，２０１０年度の世界経済フォーラムの

世界ジェンダー格差指数3)(GGGI：GlobalGen-

注ｌ）人間開発指数（ＨＤＩ：HumanDevelopmentIndex）

は，平均寿命，教育水準（成人識字率と就学率)，勤労推

定所得といった人間開発の達成度を表す指数．

注２）ジエンダー不平等指数（GII：Genderlnequalityln‐

dex、男女問の相対的な社会的格差を浮き彫りにすること

を目的に，人間開発の指標と能力を活用する機会の指標と

を統合した単一の総合指数）：２０１０年度の人間開発報告書

ではこれまでのジェンダー・エンパワーメン卜尺度

(GEM：GenderEmpowermentMeasure・能力を活用す

る機会に着目し，国会議員の女性割合，専門職・技術職や

管理職に占める女性割合，勤労推定所得の男女間の不平等

を指数化したもの）に代わって，ジェンダー不平等指数

(GII：GenderInequalitylndex）を発表した．

(参考：http://wherehousejcekjp/userO2/126612620110

609164536.pdf平成２３年９月２２日にアクセス）**麻生リハビリテーション専門学校
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derGaplndex・経済，教育，政治および健康の４

分野１４指標を使い，絶対的な水準を指標に入れ

ずに男女問の相対的格差一ただし女性が男｣性より

も下回ることによって生じる格差一だけに焦点を

当てて指数化したもの）では，１３４カ国中94位に

なっています．

２．医療現場とジェンダー

日本理学療法士協会による統計調査では，平成

23年４月現在，理学療法士総数66,256人に対する

男女比はおよそ６：４（男性38,739人，女性27,517

人）となっています．しかし，看護師や介護福祉

士などの他職種を見た場合，男』性会員数よりも女

性会員数が圧倒的に多いことがわかります4)．で

は，実際に医療の現場（臨床場面）でジェンダー

はどのような影響を及ぼしているのでしょうか．

医療コミュニケーション研究会が編集した医療コ

ミュニケーション－実証研究への多面的アプロー

チ5)では，女`性医師の方が男`性医師より共感や安

心といった心理社会的なことに関する質問や話し

合いが多く，診療時間も男,性医師よりも平均２分

長かった，また男性が地位の違いを明確にしよう

とするのに対し，女』性は自分の地位を低めても相

手と対等の立場に立とうとする，などの女性医師

と男性医師のコミュニケーション行動の問にいく

つかの差異がみられることを指摘しています．さ

らに，女性患者は男性患者より多くの情報を医師

から提供されていることを示す研究も紹介されて

います．また，作野6)によればジェンダーの概念

は大人だけでなく，２，３歳児のころからすでに

｢男らしさ．女らしさ」という大人のジェンダー

観と類似的な理解を持っているとされ，こどもの

行動の観察を通じて，前述のセックスｓｅｘやセク

シユアリテイsexualityでは説明しきれない行動

の性差を分析しています．

医療現場での医療機器の開発に代表される著し

い医療の進展は，ジェンダーという概念をインフ

ラストラクチャーや法制度の整備といったハード

面から変えようとしています．理学療法の分野で

も，患者さんを抱えて椅子からベッドに移す，凹

凸の道で車椅子を押すなど「力」を「男らしさ」

の象徴としていた時代から，電動車椅子やロボッ

トの開発によって，「力」だけでは「男らしさ」

を説明することが難しい現状に直面しています．

また，日本の「亭主関白」やラテンアメリカ諸国

のマチスモmachismo（男性優位を意味し，男ら

しさを重んじる生き方や価値観を代表する）も社

会の変化によってその意味が変わってきていま

す．また最近，テレビや新聞などのマスメディア

で報道される「肉食系女子」・「草食系男子」など

という表現が聞かれるようになったり，クイア理

論Queertheoryi';３１に代表されるようにジェンダ

ーという概念は個々人の社会的・文化的背景との

関連性が非常に深いことが考えられ，これまでの

｢男らしさ．女らしさ」という性のあり方をソフ

ト面からも考え直さなくてはいけない時代がきて

いるようです．

「ジェンダー」という概念は社会的・文化的背

景を内包するがゆえに，非常に複雑で多様`性に富

んだ概念です．Ｗｉｆｙでは，そのような複雑で多

様な抽象的概念を可視化・言語化するという試み

を続けています．Ｗｉｆｙを通して対象者の深い内

省から具現化されるイメージや“ことば”を理解

し，その１つ１つの“ことば”が融合しながら対

話を作り上げていく過程で「ジェンダー」という

概念は避けて通れない重要な考え方の１つではな

いでしょうか．

身体的・心理的障がいを持つ人々を対象とする

理学療法の場面で「ジェンダー」がさらにもう１

つの障壁を作り出すことがないように，ここでも

う一度われわれ理学療法士も「ジェンダー」につ

いて考える時期がきているのではないでしょう

か．

注３）クイア理論：「'性」やアイデンティティに関して，

｢正常｣，「ストレート」といった規範，異`性愛中心主義や，

生物学的な真理がいかに構築されたか，その過程や経路に

ついて，二項対立といった枠組みや学問領域，知の編成ま

でも問い直す研究理論である．（参考：クィア学会公式ホ

ームページhttp://queerjp・org/indexｈｔｍｌ（平成２３年９

月２４日にアクセス)）
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