
大好きな自分に！ 【対象者】

保護者や成人一般

２０人～４０人程度

【関連する視点・課題】

（１００分） 自己尊重の感情

ね ら い

人権尊重の理念は、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」で

す。「自分を大切だ」と認められる人は、より「他の人の大切さ」も認めること

ができます。「自分の大切さを認めること」は、自己尊重の感情をもつことです。

ここでは、人権尊重の基盤である自己尊重の感情をもつために「自分を好きに

なる」トレーニングを通して自己尊重の感情について考えます。

○ワークシート ○ふり返りカード

○テープレコーダー又はＣＤプレーヤー

アクティビティの実際

導 入 アイスブレーキング

（１０分） １ ＢＧＭを流して落ち着いた雰囲気をつくります。

２ 心と体の緊張をほぐすために、リラックスできる体操を会

場の状況に応じ、できる範囲でゆっくり行います。

例）深呼吸、首の前後・左右・回転運動、肩を回す等

展 開 「自分を好きになろう！」

（６５分） １ これから行うことを説明します。

説明１
これから「自分を好きになる」ためのトレーニングをします。「自

分を好きになる」ことは「幸せになる」ことです。心と体をリラッ
クスさせて、これから私が指示することを素直な気持ちで行ってく
ださい。

２ 自分の長所及び短所をワークシートに書きます。

説明２
① 作業１

あなたの長所を思いつくだけ書いてください。何でも結構です。
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一つでも二つでもいいのです。また全く思いつかない人は、「思い
つかない」と書いておいてください。

② 作業２
次に、自分の短所を思いつくだけ書いてください。何でも結構で
す。

③ 作業３
短所というのは、見方を変えると長所にもなります。先ほど書い
た短所を別の言い方で長所に書き換えてみましょう。

例）「優柔不断」→「慎重」

３ 自分をほめるトレーニングをします。

説明３
自分のことをほめる言葉をたくさん書いてください。箇条書きで

も、文章でも結構です。その際、次の５つのことを参考にして書い
てみてください。

① 自分の内面、性格、感性
② 過去に行ったこと
③ 身体的なこと、容姿
④ 努力したこと
⑤ 無理をしなかったこと、特別なことをしなかったこと

４ 自分を認め、励ますトレーニングをします。

説明４
自分を嫌いな人は、無意識のうちに自分を責めていたり、マイナ

ス思考で自分のことを考えがちです。
自分の過ち、ミスをしてしまったときの自分をふり返ってみまし

ょう。そのときの自分を許してみましょう。その際、次の５つのこ
とを参考にしてください。これは、特に書かずにイメージで行って
ください。

① その過ちやミスの影響で結果的に良かったこと、プラス面を
考える。

② マイナス部分はありのままに認める。
③ 自分に優しい言葉をかける。
④ 自分を信じる。
⑤ 自分には役割があることを信じる。

５ 社会のため、他の人のためにできることを考えます。

説明５
社会のため、他の人のために何かできたとき、自分のことを好き

になります。今の自分にできることを、次のことを参考に書いてみ
ましょう。

① 周囲の人たちに感謝を伝える。
② 人を喜ばすことを考える。
③ 地球や環境のためによいことをする。
④ 他の人の長所やよさを見つけ、ほめる。
⑤ 小さな喜びや幸せをさがす。
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ふ り 返 り ふり返り

（２５分） １ ふり返りカードに、感想や参考になったことを記入し、発

表し合います。

２ ４～５人のグループをつくり、自分を好きになるには何が

必要か、どんなポイントがあるかを話し合います。

３ 各グループで話し合った結果を発表します。

例１）このアクティビティを行って、自分を好きになれまし

たか。それは、どうしてですか。

例２）自分を好きになるポイントは何でしょうか。

○始める前に次のような補足をすると効果的です。

子どもは、よいことをすると誰かがほめてくれる機会
があります。しかし、大人はなかなかほめてもらえませ
ん。それどころか、『やって当たり前、できなければ責
められ、責任をとらされる。』ことが多いようです。誰
もほめてくれなければ、ストレスはたまる一方です。そ
のストレスの影響が自分の望まない方向に現れたとき、
自己嫌悪に陥ります。それでは、誰もほめてくれなけれ
ば、自分で自分をほめてみましょう。そして、自分を好
きになりましょう。

ふり返りカード

「自分を好きになろう！」 ふり返りカード

◇感想や参考になったことを書いてみよう！

ポ イ ン ト
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「自分を好きになろう！」ワークシート

１ 自分の長所を書いてみよう！

２ 自分の短所を書いてみよう！

３ 自分をほめてみよう！

４ 社会のため、他の人のためにできることを考えてみよう！

・

・

23

短所

・

・

言い換えると



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c8003a0020004300540050005d00209ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


