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2008年度思春期ピアカウンセラー養成講座開催
思春期ピアカウンセ
リングとピアエデュ
ケーションはともに、
思春期ヘルスプロ
モ ー シ ョン の方策で
あり、若者が 自分自
身で人生のゴールを
見 つ け、そ れ を 生 き
生きと実現しようとし
ていく力を育てる健
康教育手法である。
その能力とは、自分
やパートナーの人生
設計を壊さないよう
に、性＝生に関す る
意識や行動を自分で
決められる能力のこ
とをいい、性=生の自
己決定能力と呼ぶ。

第5回目となる思春期ピアカウンセ
ラー養成講座を６月に開催しました。
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講座は、日本ピアカウンセリング・ピ
アエデュケーション研究会のカリキュラ
ムにより行われ、9日・10日・16日・
17日の4日間に宿泊研修を含む30時間
の研修を実施しました。

療大学、甲子園大学の7校から53人の若
者たちが集まりました。昨年に比べ、学
校数は2校増え、受講者も11人増えまし
た。また、先輩ピアっ子が何人も参加し
て後輩の研修をサポートするなど、徐々
にピアの輪が広がっていることを感じさ
せました。

今年は、神戸市看護大学、関西福祉大
学、神戸大学、公立八鹿病院看護専門学
校、県立柏原看護専門学校、関西看護医

こうして誕生した第５期ピアっ子たち
も、これから積極的に活動してくことを
期待します。

新ピアっ子の抱負
講座修了後のピアっ子は、「ＳＥＸと
かコンドームとか恥ずかしくてあまり口
にだせなかったけど、見方が変わって恥
ずか しい と思 わな くな っ た」「みんな
違ってそれでイイと考えられるように
なった」など、約8割が人生や性につい
ての考え方が変わったと答えています。
また、「思ったよりもフレンドリーに
できてうれしかった。めっちゃ楽しかっ
た！！今後も頑張りたいです」「グルー

プでの話し合いがたくさんあったので、
自分とは違った意見も聞けて勉強になり
ました」「ピアに参加してよかった！！
心の底から思いました。あと、自分自身
のことがわかって、尐し自信がついたよ
うな気がします。先輩ピアみたいになり
たいと思いました」「中高生に性のこと
や生きることを伝えるのは難しいと思う
けれど、今回学んだことを活かして伝え
ていきたいと思う」などの感想や抱負を
抱いていました。

ピアっ子通信 in ひょうご

ジョイセフ思春期保健ワークショップ
6月7日に（財）ジョイセフ（家族計
画国際協力財団）の思春期保健ワーク
ショップの一環として、アフガニスタ
ンやカンボジアなど9カ国の思春期保
健を担当されている指導者14人とピ
アっ子10人が交流しました。

各国の指導者と交流
－兵庨県看護協会会館－

≪参加したピアっ子の感想≫
この企画を聞いた時、僕は外国での
活動を知ることができるということも
あってすぐに興味を持ちました。そし
て、それと同時に当日の計画をつくる
段階から緊張していました。なぜなら
僕は全然英語が話せないので相手とう
まくコミュニケーションをとれないの
ではないかと考えていたからです。し
かし、その不安も当日、外国のみなさ

んと会ったときから解消されました。
その場では、英語ができるできない関
係なしに互いに笑顔で接しあう本当に
楽しい場でした。また、外国人のみな
さんによるピアもすばらしいものがあ
りました。なんといっても、演技力が
すごくて観ていると感動するぐらいす
ばらしい劇をやってくれました。
僕たちにはない新しい視点でのピア
をやってもらったり、国ごとの活動を
紹介してもらったりと本当に勉強にな
ることばかりでした。そして、最後ま
で笑顔が絶えることがない本当に楽し
い時間でした。この活動に参加できて
本当によかったと思います。
(神戸大学 藤澤聡 ピアネーム さとし)

思春期ピアカウンセリング関係者研修会

関係者が集まり、思春期ピ
アについて意見交換

思春期ピアカウンセラーの若者たち
が活動するためには、地域の理解や大
人世代のバックアップが必頇です。そ
こで、思春期ピアカウンセリングにつ
いての理解を深めるため、教育・地域
保健などの関係者約30人の参加を得
て、7月12日・19日の２日間にわた
り研修会を開催しました。
今年度は、兵庨県豊岡健康福祉事務
所の田中保健師及び赤穂健康福祉事務
所の塚本保健師から実践報告をしてい
ただきました。

また、シンポジウムを開催し、北淡
路健康福祉事務所の上坂保健師、神戸
市立鷹匠中学校の川上養護教諭、県立
長田高校の唐木養護教諭、ピアっ子が
それぞれの立場からの報告をした後、
参加者も交えて意見交換しました。
ピ ア っ 子 も 多 数 参 加 し て、実 演 を
行ったり、コカウンセリングのパート
ナーとなったりして、大人世代も思春
期ピアカウンセリングを体感すること
ができました。

思春期ピアカウンセリング全国大会
第2回思春期ピアカウンセリング全国
大会が３月10日・11日に東京都で開か
れ、兵庨からもピアっ子3人が参加しま
した。次回は2009年度に兵庨で開催す
る予定です。

全国のピアっ子と交流
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る相手は異性だと自然と考えられてい
て、同性を好きになることを特別視して
いることに気づきました。だけど、「人
を好きになる」ということはすごくシン
プルな事で、誰かを「好きだ」と思う気
持ちに変わりはなく、同性・異性は関係
ないことに気づきました。思春期の子ど
も達に気づいてもらうにはどのように伝
えたらいいのか難しく悩みました。
グループワークで他府県のピアっ子と
作業を行ったり、ピアリンピックの発表
では、新たな伝え方や表現の仕方を発見
できたので、今後の活動に生かしたいと
思いました。
グループディスカッションでは、他府
県の現状を聞き、兵庨県は養成講座を毎
年行えたり、交通費の援助があったりと
かなり好条件で活動ができることがわか
りました。また、ピアッ子の人数や、活
動の機会が多いことも兵庨県の特徴であ
ると感じました。

≪参加したピアっ子の感想≫
全国ピアには北海道から鹿児島まで全
国各地のピアっ子が集まっていました。
会場は飾り付けがされており楽しい雰囲
気にされていました。内容はアイスブレ
イクのためのゲーム、ゲストの講演を聞
く、交流会、グループワーク・発表と盛
りだくさんな内容でした。交流会では各
県の活動と現状の報告と質疑応答、ピ
アっ子同士の交流を行いました。
感想は全国のピアっ子と交流すること
で自分の視野を広げられたと思います。
セクシュアリティ・パネルディスカッ
ションでの3人のゲストスピーカーの講
演を聞いてグループで話し合うなかで、
好みや考え方は人それぞれであり私たち
はこの生活の中で自然と認め合っている (関西福祉大学 高畑めぐみ ピアネーム め
けれど、性の対象に関しては、好きにな ぐみ)
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ひょうご思春期ピアカウンセリング研究会 2007年度活動実績
ピアカウンセラーの養成および関係者研修会の開催
第４回思春期ピアカウンセラー養成
講座を神戸市看護大学ほかで開催しま
した。ベーシック講座は2007年6月
9 日・10 日・16 日・17 日 に 行 い、
42人が修了しました。そして、実践
経験を踏まえて、2008年2月9日・
10日にフォローアップ講座を行いま

した。
思春期ピアカウンセリング関係者研
修会は、2007年6月18日・19日に
神戸市看護大学で開催しました。約
40人の参加があり、熱心に受講され
ていました。

ピアカウンセリング・エデュケーションの実践支援
ピアっ子たちの実践活動は、尐人数
グループを対象としたピアカウンセリ
ング、多数を 対象 とし た ピアエ デュ
ケーションおよび啓発を目的としたデ
モンストレーションに分かれます。
2007年度は、ピアカウンセリング
を63回、ピアエデュケーションを10
回、デモンストレーションを7回、合
計80回の活動を行いました。実施場
所は、高校20校、中学校4校、大学2
校、その他1か所でした。
【ピアエデュケーション実施状況】
学校名

参加者

延べ参加者は約4500人、ピアっ子
の延べ参加数は392人にのぼります。

フォローアップ講座

【ピアカウンセリング実施状況】
学校名

参加者

若者ゆうゆう広場・
木輪
柏原看護専門学校
柏原高校
神戸市看護大

地域の高校生17人
延10回
1・2年生66人
保健委員ほか22人延2回
高校生5人

篠山産業高校東雲校

全校生100人

龍野実業高校商業科

2年生女子38人

神戸西高校

2・3年延185人延12回

赤穂高校（定時制）

1～4年生64人延2回
3年生34人

宝塚東高校

2年生178人

新宮高校看護科

芦屋大学付属高校

1年生200人

甲南女子中学校

3年生82人

順心会看護医療大学
北条高校家政科
神戸市看護大

学園祭14人
1・2年生78人
学園祭50人

生野高校

1年生147人

錦城高校（定時制）

4年生25人

志知高校

27人

豊岡総合高校

1年生183人

長田高校

1年生320人

神戸市立鷹匠中学校

2・3年生458人延12回

松陽高校

1年生230人

氷上高校

1年生145人延4回

三田祥雲館高校

1年生320人

福崎高校

1～3年生希望者35人

千種高校

2年生34人

西宮高校

1・2年生800人

相生産業高校

1年生ほか84人延3回

2年生160人

淡路市立東浦中学校

2年生69人

川西市立清和台中学校

ピアカウンセラー養成講座

高校での
ピアカウンセリング

小野工業高校(定時制) 1～4年生69人延4回

ピアっ子の感想
ピア の 活 動を 通 して、今 まで 考 えな
かったことを深く考えたり、色んな考え
方があることを知るなど、視野が広がっ
た。苦手だった大勢の前で話すことにも
慣れてきた。
中高生がピアをきっかけに考えたり、
気軽に話してくれることが嬉しくて、
やってよかったなと思う。これからも同
じ目線で、共感できるPeerでいたい。

ピアっ子として色々な場所で活動し
て、毎回思 うのはやっ ぱ り「楽しか っ
た」が一番です。
計画を立てたり、準備をしたりするの
はもちろん大変ですが、それも皆でやれ
ば楽しいし、ピアの活 動 をして「面 白
かった」とか言ってもらえるとすごく嬉
しいので、毎回「次 はも っと良くしよ
う」なんて思います。

(神戸市看護大学 高見愛 ピアネーム あ
い)

(神戸市看護大学 野田愛 ピアネーム マ
ナ)

中学校での
ピアカウンセリング
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高校生対象のデートＤＶアンケート（神戸市）
神戸市が実施した「高校生の男女共同参画と男女間
の暴力に関するアンケート調査」について 、神戸市男
女共同参画センターの吉村さんから情報提供をいただ
きました。

手はほとんどが友人でした。
また全体の2割近くの人が身近で暴力を見聞きしており、そ
れは友人や家庩内での暴力の見聞きでした。この調査結果を見
ても、決して暴力はどこか遠くのことではなく身近なところに
あることが分かります。また暴力に対する誤った見方、暴力を
ふるわれるほうにも悪いところがある等については、女性より
男性のほうが割合は高くなっています。暴力は犯罪です。決し
て許されるものではありません。神戸市ではこのアンケート調
査の結果を参考にDVについて理解を求め、暴力を許さない社
会作りに取り組んで行きたいと考えています。
アンケート結果については市のホームページからもご覧いた
だけます。
報告書：http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/060/
kyodo/danjyo/osirase/dvreport.pdf
概要版：http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/060/
kyodo/danjyo/osirase/dvreportgaiyo.pdf
神戸市男女共同参画センター担当：吉村
電話：０７８－３６１－６９７７

神戸市では、平成19年度に内閣府の委嘱を受け、市内全日制
公立高校の生徒を対象にアンケート調査を実施しました。
デートDVと呼ばれるカップル間の暴力については、交際して
いるまたは交際していたと答えた人（全体の44.6％）のうち、
33.6％の人が暴力に当たるいずれかの行為を受けたことがある
と答えています。自分を優先しないと言っておこられる(全体
18.6％)、しょっちゅう電話をしてきてどこで誰とあっている
かをしつこく聞かれる(全体12.4％）、携帯電話をチェックし
て異性の友人の番号、アドレスを消せと言われる(全体9.2％)等
ほとんどの項目で女性の方がされたことのある割合が高く、相
手を怖いと思った割合も女性の方が高くなっています。
女性は半数が、男性は4人に1人が相談していますが、その相

めっせーじ

会計報告

空の色と雲の形が秋らしくなってきました。近所の田んぼは稲刈
りも終わり、風の中に収穫の臭いを感じます。１年ぶりにニュース
レターをお届けすることができました。
今年で、ピアカウンセラー養成も５年目となり、累計、１９６名
のピアカウンセラーを輩出しました。皆様方のご支援でピアカウン
セリング活動にご協力いただける中学校や高等学校も増え、年々活
動範囲の広がりを実感していますが、それと共に運営上の課題も出
てきます。今後ともご支援をよろしくお願いいたします。(Ｙ・Ｋ)

2007年度会計報告
（単位：円）
収
入
2,436,431
支
出
2,268,541
当期収支差額
167,890
前期繰越金
次期繰越金

563,803
731,693

ピアっ子たちが活動するためには、地域の理解、環境整備、大人世代のバックアップは必頇です。教育、医
療、地域保健の関係者などたくさんの皆さんとともに力を合わせ。思春期の若者の性と生を支えたいと考えて
います。どうぞこの研究会にご参加ください。 年会費 個人会員3000円 団体会員1口10000円

15～19歳の定点観測による性感染症の件数
（兵庫県及び神戸市）

人工妊娠中絶実施率
(15歳以上50歳未満女子人口千人対)
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