
社会的発達

3.6

いじめに
負けない
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　いじめ行為への対応を学ぶことは、社会性を
育てるための重要な部分です。いじめや脅迫に
対応する学習を通して、子どもたちは適切にコ
ミュニケーションをとり、安全を保ち、危害を
避けることを学びます。

いじめに負けない

授業計画の要点
■コア能力
　人間関係スキル

■学習するスキル
　争いの解決
　コミュニケーション
　助けを求める

■教材／準備
□✓ �映像資料3.5.2
□✓ �映像資料3.6.2
□✓ �要点カード「いじめへの対おう方法」
□✓ �ライフスキルノート
□✓ �ファミリー通信ワークシート

■学習形態
　Part１�全体／小グループ
　Part２�全体
　Part３�小グループ
　Part４�個人

■到達目標
生徒たちは
・�いじめ行為といじめによって生じる感情
を明らかにします。
・�５つの『いじめへの対おう方法』を実演
します。

■スキルの系統
いじめや脅しに適切に対応す
る効果的な方法を学びました。

争いを解決する方法を学び、
健全な関係を育てます。

他者に共感し、互いの違いを
尊重することで人間関係を育
てる方法を学びます。

前年度

本年度

次年度

活動１1. 見つける 10分�

　今日は、これまでにいじめ行為について学んだことを基
に、脅迫といじめに効果的に対応し、問題をうまく解決す
るスキルを学びます。まず、子どもたちに、誰かに脅され
た時、いやなことをされた時のことを考え、『いじめチェッ
カー』を使って、それがいじめ行為だったか確かめるよう
に言います。そして、映像資料3.5.2を映し、何人かの子
どもたちに、画面の言葉を自分の言葉で説明するように言
います。

　：あなたが過去に見たことがある、あるいは自分もその場にいたいじめの
状況を考えてみてください。いじめを受けている人はどのように反応しましたか？

　子どもたちは２、３人のグループで、質問について話し合い、その後で全体に戻り、何人かか
ら考えを聞きます。いじめ行為が行われる状況で何をすべきかを知ることはとても難しいことで
すが、事前にこのような状況を想定し、そこでうまく行動できるスキルを学んでおくことで、自
分の安全を保ち、その状況からうまく逃れることに役立ちます。

教示2. つなげる 10分

　いじめ行為はすべて同じというわけではないことを、子どもたちに思い出させます。体へ危害
を加えるいじめ、言葉を使ったいじめ、言葉以外の表情や仕草でのいじめ、インターネットなど
を使ったいじめなど、授業５で学んださまざまな種類のいじめ行為を再確認します。

■いじめ行為への対応方法を紹介します
　子どもたちに、誰かにいじめられる、脅されるなどと感
じた時には、状況によってさまざまな対応方法があること
を説明します。映像資料3.6.2を映し、同じ資料がライフ
スキルノートにもあることを知らせ、何人かの子どもに、
画面の箇条書きを分担して読むように依頼します。

『いじめへの対おう方法』
　・落ち着いて深こきゅうをする。
　・相手を無しし、その場から立ち去る。
　・大人の助けを借りる。
　・友だちに連れ出してもらう。
　・『何、なぜ、どのようにメッセージを』使う。
　　（必要に応じて、授業３を確認してください）

　子どもたちに、ひとり１人がその状況に合わせて、最も良い対応方法を決める必要があること、
また、『何、なぜ、どのようにメッセージ』を使うのは、相手をよく知っていて、安全だと判断
した時だけであることを指摘しておきます。

先生の質問

      なげる

活動3.5.2 い
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   いて こき うをする

   手を しし、 の る

   の けを りる

    に しても う

    、な 、 のように を う

い こうい にあったとき      なげる

活動3.6.2
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■いじめ行為への対応方法をモデルとして示します
　いじめ行為に対応する方法を、あなたの過去のいじめと思われる行為に出会った経験を紹介し、
モデルとして示します。そして、対応が適切だったか、そうでなかったかを説明します。以下の
例を参考に子どもたちに話しましょう。

　：私が４年生の時、体育の時間に私をロッカーの中に押し込んだり、先生が
見ていない時に、足を引っかけたりする同級生がいました。そこで、私は放課後、仲間
にそのことを話すと、仲間たちは仕返しにその同級生を突き倒して逃げました。

　：これは全くまちがった対応でした。私は先生にきちんと報告をして、先生
に助けを求めるべきでした。

　先生にどのように言えば良かったのか、子どもたちにたずねます。そして、もう一つ例を挙げ
ます。

　：写生会に行ったときのことです。私が一生懸命絵を描いていると、親友が「下
手だね、それって絵なの」などとからかい続けました。はじめは無視していたのですが、
しばらくして親友が言ったことは本当に私の気持ちを傷つけたので、私は先生に言いま
した。

　：もしその時『何、なぜ、どのようにメッセージ』を知っていたら、きっと
最初にそれを使っていたと思います。そうすれば、親友は私の気持ちを理解し、からか
うのをやめたはずです。

　子どもたちが、誰かにいじめられる、あるいは脅されると感じた時に適切に対応するための５
つの方法について、十分理解できるよう、さらに例を紹介し続けます。

活動２3. やってみる 20分

■いじめ行為への対応方法をモデルとして演じます
　子どもたちは、小グループでいじめ行為への対応方法を練習します。

■いじめ行為への対応方法を練習します
　「楽しいグループ分け」を使い小グループをつくり、「グループ活動の約束」を守って活動する
ことを確認します。グループは、ライフスキルノートの「やってみる」ページを参考に、『いじ
めへの対おう方法』のどれを使って、困難な状況に対応するかを話し合い、それぞれの状況に対
するグループとしての判断を、記録係は別々の紙に書きます。先生は、異なる種類の対応方法は
ライフスキルノートの「つなげる」ページにあること、また絶対にこれが「正しい」という１つ
の答えがあるわけではなく、その状況をどのように感じ、判断するかによって見つかる答えが異
なることに念を押します。グループの活動が終わったら、各グループの報告係が、状況とグルー
プとして選んだ対応方法を全体に発表します。最後に、今日は、脅しやいじめに効果的に対応す
る、トラブル解決に関係する重要なスキルを学んだことを述べ、授業をまとめます。
　要点カード「いじめへの対おう方法」を教室に掲示します。

■ふり返り
　ライフスキルノートを使い、このじゅ業で学んだことをひとり１人、あるいは学級としてふり
返ります。

学習の要点 『いじめへの対おう方法』を２つあげましょう。

学びと発見 『いじめへの対おう方法』について何を学びましたか。

活用／応用
あなたはしょう来『いじめへの対おう方法』はどのように役立つと思いま
すか？
『いじめへの対おう方法』のうち、どの方法を最もよく使うと思いますか？

先生の話

先生の話

先生の話

先生の話

学校／地域とつながる活動

　子どもたちは、小グループで、いじめに
対する５つの対応方法を伝えるプレゼン
テーションを作成します。子どもにも大人
にも魅力的で分かりやすいものにし、でき
あがったら、学校開放週間で発表します。
プレゼンテーションが終わったら、参加者
からの質問に答える準備をしておきます。

家庭とつながる活動

　いじめについて学んだことを家族に伝え
ます。まず、『いじめへの対おう方法』を
説明し、そして、家族といっしょにそれら
を練習します。この活動のためにファミ
リー通信ワークシート「いじめにどのよう
に対応するかを学ぶ」を持ち帰ります。

他教科での学習

■算数
　学校で１年間にどれくらいいじめがある
かを計算します。まず、１日の回数×１週
間の日数＝１週間に起こるいじめの数。１
週間に起こるいじめの数×年間の週の数＝
１年間にいじめが起こる回数。同じ方法で、
もし学校で起こるいじめにつながりかねな
い暴言やからかい、仲間はずれなどを１日
あたり３回減らすと、１年間にどれだけ減
らすことができるかも計算します。

■保健指導
　いやなことをされたり、言われたりした
とき、どんな気持ちになるか、体にどんな
変化があるかについて、聞き取り調査をし
ます。まずクラスメイトに行い、他のクラ
スにも協力を求め同じ調査を行います。結
果をまとめたら、全校に発表し、いやなこ
とをしない、言わないよう訴えます。
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｢ふり返り｣ の教材

ライフスキルノートP56

｢使ってみる｣ の教材

ライフスキルノートP57
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4. 使ってみる 2分

　今週中に、子どもたちはいじめ行為への対応方法について考え、いじめ防止キャンペーンの計
画づくりを始めます。はじめる前には、授業３の『何、なぜ、どのようにメッセージ』を復習し
ます。そして、宿題や授業で学んだことの再確認として、またこれからの授業でスキルを活用し
た経験を交流するために、ライフスキルノートの「使ってみる」ページを完成させます。

評価
Part３ やってみる
　子どもたちの活動を観察し、『いじめへの対おう方法』が状況によって異なることを理解して
いるかを評価します

Part４ 使ってみる
　ライフスキルノートの「使ってみる」ページを見て、いじめについて学んだことを教室外で活
用できているか評価します。

スキルアップ

�
演じよう！

Part４ 使ってみる
　小グループで、ライフスキルノートに示された状況から１つを選び、最
も良い対応方法を話し合い、それをスキットにして演じます。

スケッチしよう！

Part４ 使ってみる
　ライフスキルノートの「やってみる」ページから状況と対応方法を選び、
予想される結果を漫画またはイラストで表現します。作品はクラスで発表
します。

�
コマーシャルを創ろう！

Part３ やってみる
　グループで協力し、いじめ防止キャンペーンを宣伝するコマーシャルを
作成します。可能なら、それを録画（録音）し、他のクラスで発表します。

調査しよう！

Part４ 使ってみる
　いじめ防止キャンペーンをふり返り、うまくいったことといかなかった
ことをあげ、その理由をまとめます。この資料は次のキャンペーンで活用
します。

強化 向上
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   落ち着いて深こきゅうをする

   相手を無しし、その場から立ち去る

   大人の助けを借りる

    友だちに連れ出してもらう

    「何、なぜ、どのようにメッセージ」を使う

いじめ行為（こうい）にあったとき      つなげる

活動3.6.2
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3.6 やってみる 
状況例

3

ダンは、今日からめがねをかけてきま
した。するとクラスメイトのエリックとフレ
ディが、「かして、かして」と、いやがるエリ
ックからめがねを取り上げようとします。
それを見ていた別の何人かのクラスメ
イトが「やめろよ！」と言ってくれました。

1
アランがろう下を歩いていると、となり
のクラスのビリーとクリスが、「今日は
黄色？ダサいな－」などと言って、いつ
もアランの服そうをからかいます。で
も、アランはそうは思わないので、あま
り気になりません。

2

ジニーはクラスで身長が一番高いので、
ヘレナはいつもジニーのことを「のっぽさ
ん」とよびます。ジニーはヘレナに、きち
んと名前をよんでほしいと思います。

4

イザベラは、きのう、教室のつくえに、悪
口を書いたメモ用紙が入っているのを
見つけました。そして、今日もまた、同じ
ような内ようのメモ用紙が入っていまし
た。だれが書いたかわかりません。とて
もいやな気分です。

5

ジュリアとカトリーナは運動がにがてです。
体育の時間、ジュリアがとび箱をとぶのを
失敗しました。次にとぶカトリーナの耳に、
何人かが「へたくそだなあ」とささやく声が
聞こえてきました。失敗したら、自分も同じ
ように言われそうで、カトリーナは、ますま
すきんちょうしました。

Vol.5 Grade4 55.5HP　サンプル教材



 

ふり返り 

学習の
要点

学びと
発見

活用
おう用

「いじめへの対おう 」 を つあ ましょう。

「いじめへの対おう 」 について何を学びましたか？

あなたは、しょう 「いじめへの対おう 」 はどのように役立つと思い

ますか？　「いじめへの対おう 」 のうち、どの を もよく使うと

思いますか？

このじゅ業で学んだ、いじめへの対おう
について、ふり返りましょう。3.6

56 Vol.5 Grade4
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使ってみる 今週 に、子どもたちは「いじめへの対おう 」 について え、
いじめ う ン ンの くりを めます。はじめる前に
は、じゅ業 の 「何、な 、どのようにメッ 」 をふく習します。

あなたの ン ンは、どのような名前にしますか？

ン ンはみんなに、何を えますか？ 

この ン ンのために、どんなものを りますか？

Vol.5 Grade4 57
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いじめに ったとき

覚えておこう

の つが、いじめに対応する い方法

o ち いて深こき うする

o 手を しし、その場から立ち る

o 大人の を る

o だちに れ してもらう

o 「何、な 、どのように ッ ー 」を使う。
必要に応じて、授業 を確 してください

3.6
ファミリー通信

家族のみなさんへ
　子どもたちは、ライフスキ
ルの授業でいじめへの対応
方法を学んでいます。この
学習を深めるために、お子
さんから 授業で学んだ、い
じめに対してできる つの対
応方法を き、お子さんが
これまでに経験した、あるい
は いたことがあるさま ま
ないじめの について考
えることを サポートしてくだ
さい。その後で、いっしょに

つの対応方法を 習して
ください。

家族と話した後、 のしつ問に答えましょう。

あなたとあなたの家族が考えた、いじめのじょうきょうは何

ですか？
あなたはどんな対おう方法をてい しましたか？

家族はどのような対おう方法をしめしましたか？

家族はどのような対おう方法をしめしましたか？

家族は、あなたの対おう方法についてどう思いましたか？

いじめにどのように 
対応するかを学

これをやりましょう！

あなたが学んだ、いじめ

に対おうする つの方法を

家族に説明しましょう。そし

て、あなたが い験した、あ

るいは いたことのあるい

じめのじょうきょうを家族に

伝えて、いっしょに つの

対おう方法を 習しまし

ょう。
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