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日本財団　18歳意識調査  「第6回 - セックス -」 自由回答集

No 性別 Q13　学校での性教育にこのような内容があったら良い、と思うものはありますか？

12 男性 具体的でなかった
39 男性 避妊具の正しい使用方法の講習
63 男性 性行為の実習
74 男性 相手の気持ち良くさせるコツ
76 男性 概要のみではなく、もっと深掘りした内容に触れた方がいい。
81 男性 具体的な病気の原因
92 男性 具体的なセックスの仕方やゴムの付け方
99 男性 実体験談
106 男性 もう少し発展させた内容を入れた方が良い
112 男性 性病が、かかる環境や状況。種類、症状について詳しく教えて欲しかった。
125 男性 援助交際、未成年淫行について詳しく記載してほしい。
134 男性 もっと踏み込んでよい、男女分けてるところもあるらしいのでそれを無くす
136 男性 もっと性行為について具体的に教えるべき
182 男性 実体験の話や子供が性についての事柄を軽々しく思わなくなる話
186 男性 わかりやすく説明してもらう
191 男性 特にない
192 男性 過度な性教育は異常行為
197 男性 実演、実技
219 男性 ビデオ
228 男性 特に無いです
260 男性 オナニーのやり方、セックスや避妊のやり方と重要性、性行為全体の危険性と必要性
270 男性 わからない
272 男性 オナニーはしてもよいものなのか。
289 男性 なし
315 男性 分かりません
332 男性 特にない
338 男性 やめて
343 男性 性行為の実践
353 男性 実際に性体験
354 男性 妊娠のリスクがあるということだけ伝わればいいと思う。
390 男性 苦手なのでしないでほしい
408 男性 特にない
415 男性 特になし
418 男性 倫理教育
449 男性 特になし
480 男性 特になし
481 男性 実体験のお話

492 男性
具体的なsexのやり方を教えないといけないと思う間違った知識で望まない妊娠をする女
性が増えている1つの理由は学校の性教育の曖昧さがあると確信している

512 男性 彼女の作り方
519 男性 特になし
536 男性 実技
550 男性 避妊具の現物を見せる
552 男性 避妊具や、性関連？の制度・法律の勉強。
557 男性 もっと性行為というものに危機感を持てるようにした方がいいと思いましたり
560 男性 わからない
562 男性 きちんと避妊の仕方を教えるべきである。
565 男性 先生の体験談
568 男性 包茎治療の時、どこの病院にいくのかを教えて欲しい。

570 男性
具体性がない。(特に小学校)日本は他国と比べて保健体育の授業内容が足りてない。小学
校の時に少し習ったが、結局自分で調べて知るまで何も分からなかった。

571 男性 なし
573 男性 避妊具の使い方
580 男性 ない
581 男性 分からない
592 男性 特になし
595 男性 そもそも学校でどうこうできるものか
599 男性 特になし
600 男性 実践的な実技演習
601 男性 セックスに対する人間的な考察
610 男性 習うことが同じすぎて知識が増えない。性病に関してもっと学ぶべき。
613 男性 性病の危険性や避妊の重要性についてをもっと重点的にやるべきだと思う。
615 男性 特になし
618 男性 どのようにしたら子供ができるかなど基本的な性教育に止めるべきだと思う。
620 男性 欧米のようなもっと具体的な教育が必要
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623 男性 模擬体験
632 男性 実際の性行為の仕方
635 男性 特に無し
638 男性 特になし
648 男性 特になし
652 男性 わからない
656 男性 ない
658 男性 特にない
662 男性 もっと具体的に学びたい
665 男性 とくにない
673 男性 早い段階で性行為を体験することが悪のように言われているのは問題だと思う
677 男性 海外のようなオープンな教育
682 男性 なし
684 男性 やり方や体の仕組みより相手のことを尊重して人を想うことの学習が大事だと思う。
685 男性 特になし
688 男性 なし
689 男性 AVのようなプレイをしても女性は痛がるだけ
694 男性 とくになし
696 男性 思春期のときに習ってもまじめに聞く人は少ないと思う
697 男性 なし
701 男性 性行為＝マイナスイメージというのを払拭したい。
702 男性 無かった

704 男性
学校に１人でも内容を知っている児童がいたらすぐに広まるので、子供がAVを見るべきで
はないという固定観念を捨てた教育が必要。

705 男性 なし
709 男性 現実を教える
712 男性 何がダメで何が正解かをオブラートに包まずしっかりと話す授業
713 男性 なし
714 男性 性病

731 男性

女性の生理や妊娠に関して、デリケートな問題ではあるが男性に十分な知識(特に痛みや
症状など)を与えるのも重要な性教育であると思います。また、その逆に男性の勃起など
について(車や電車の振動で勃起することがあることなど)も女性にある程度は知っていた
だきたい。今の日本の性教育では、男女が互いのそれらに理解がなさすぎます。

732 男性 マスターベーションの危険なやり方と正しいやり方、危険性など
741 男性 実習
743 男性 なし
750 男性 あまり包み隠さずに、事実をしっかり伝えるべき

751 男性
貞操観念を、結婚するまではきちんと正しい、間違いのない行動を基とする関係を築くこ
とを重点的に教えることで、無駄な問題を省くことや、犯罪や事件を未然に防ぐことにも
繋がる。上記のことを重要視した授業を行うべき だと思う。

755 男性 コンドームの付け方などの実践的な教育
760 男性 避妊具を使っての実技演習
771 男性 満足させ方
772 男性 大体みんな知っているのでは？
775 男性 もっとリアルでいいと思う
778 男性 学校のそれは、中途半端な説明過ぎて、むしろ逆効果です。全て教えるべきです。
780 男性 もっと具体的な避妊方法とかわかったほうがいい
784 男性 特にない
792 男性 セックスはどのようにするのか。性犯罪の危険性
800 男性 学校ではなく家族ですべき
2 女性 特になし。分からない
7 女性 一般的すぎる
8 女性 性病のこと。

18 女性
中学の時に男女合同でやったこともあったので、完全に分けて授業をやってほしいと思っ
た。

22 女性 特に思いつかない
30 女性 性的知識が全くないのでもう少し教えてくれてもいいと思います。
32 女性 コンドームの使い方
36 女性 妊娠について
38 女性 ない

44 女性
日本の性教育は腫れ物を触るような感じで、教師は一応教えてはいるが生徒にはほとんど
何も伝わってないと思う。もっと思い切った教え方をしてほしい。

46 女性 具体的な例
49 女性 なし
64 女性 セックスの仕方、誘い方
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78 女性 ない
82 女性 何歳からすべきとかあればいいとにと思う
100 女性 特になし
105 女性 もう少し男女別の授業が欲しかった。
111 女性 男女に分かれて、詳しい授業をしてほしい

115 女性
ちゃんとSEXがどのような行為か教えた方がいい、その時にちゃんとゴムをつけて避妊す
ることを覚えさせる（学生だから）

122 女性 女性の月経に関する内容（男子にも）
127 女性 あまり覚えていません
143 女性 特に思い浮かびません。
173 女性 ない
174 女性 なし
215 女性 特になし
225 女性 女性の月経について
229 女性 特になし
236 女性 臭いものに蓋をするのではなくもっとダイレクトに教えた方が良いと思う

238 女性
私自身ではなくクラスメイトのことですが、特に男子が恥ずかしがって授業中に寝ている
（寝ているふり？）人が多数いたので、知識を有していないイメージの男性と関係を持つ
ことが不安です。教育の仕方を検討していただきたいです。

239 女性 なし

243 女性
濁すように教えることが非常に多く感じたので、どのような行為なのかをはっきりと、コ
ンドームなどの実物を実際に見せて教えてあげてほしい。

245 女性 難しい言葉ばかりで眠くなる。
259 女性 もっと女性の生理の仕組みや男女の身体的な痛みや悩みについて学ぶ機会がほしい。
273 女性 分からない
275 女性 人の気持ちを考える
283 女性 特にない
304 女性 特にないです
309 女性 避妊の重要性をもっと説明してほしい
312 女性 避妊の仕方
314 女性 性病のこと
317 女性 ない

326 女性
男女が別々の事を習い、異性のことを全く知らないのではなく、ある程度は異性の変化な
ども知るべきだと思う

327 女性 わからない
333 女性 分かんない
336 女性 避妊具の付け方 中絶した人の体験談等
349 女性 もっと具体的に教えてほしかった
359 女性 特になし
377 女性 実習
380 女性 病気の症状や、改善方法を詳しく知りたい。なってからじゃ遅いから。

382 女性
避妊せずにセックスしてしまった場合に起きてしまう、事例を何ひとつ包み隠さず伝え
る。

388 女性 特になし

396 女性
避妊に失敗した際にどうすればいいのか、アフターピル等はどこで手に入れることができ
るのかを詳しく教えてほしい

404 女性 遠回しに説明するのではなく、ちゃんと説明して欲しかった
407 女性 性病について、事実を織り交ぜた内容
416 女性 特にない
417 女性 避難の方法についてもっと教えるべきだ
426 女性 特になし
427 女性 やりかた
429 女性 セックスとは何か学ぶ
435 女性 きちんとおしえてほしい
446 女性 レイプする男性がいること　露出魔がいること　無知なので知りたかった
457 女性 特になし
458 女性 広告に出てくるようなのではなく、現実的にどういったものなのか
460 女性 レイプ被害者
469 女性 避妊をもっとすすめる

485 女性

性教育といっても、女性と男性それぞれの性器の名前を教わったり月経の事を学んだだけ
で、避妊しないと妊娠するだとか、避妊しても妊娠するとか割と大事な情報を教えても
らっていない。男女分かれて保健体育の授業を受けて男子には男性の先生、女子には女性
の先生だったにも関わらず、軽く学んだだけだった

501 女性 簡単に
509 女性 生理について
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513 女性 一般的な流れ等

515 女性
小学生の頃だけでなく、中学生、高校生になってからも授業などに取り入れるべきだと思
う。

525 女性 特になし
528 女性 オブラートに包まず、言わなくてはいけないことは言ってもいいと思った。
533 女性 特になし
535 女性 生理について

537 女性
生理についてもう少し詳しく教えてもらいたかった。(生理不順についてやおりものの性
状など)

540 女性
危険性についてもっと教えるべき。性教育を学ぶことは恥ずかしいことではないという教
育が欲しい。

542 女性 分からない
545 女性 コンドームの付け方
551 女性 どうしたらよいのか
556 女性 もう少し踏み込んで
563 女性 映像学習
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