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　広告が、誰を対象にどういう手法で作られて
いるかについての分析は、生徒たちが、たばこ
とアルコール会社が若者をターゲットにする方
法を見抜き、健全なライフスタイルを選択する
意思決定を手助けします。

ターゲットはあなたの決定

4.2

ターゲットは
あなたの決定

健康と病気の予防

活動１1. 見つける 10分 

　今日の授業では、広告が伝えるメッセージに対し、責任
ある選択をするスキルを学びます。学校での良いロールモ
デルとして、広告が、どのような目的で、またどのような
戦略を使って人々の意思決定に影響を与えようとしている
のかを知ることはとても重要です。なぜなら、たばこやア
ルコールの会社は若者を広告の対象としているからです。
　みんなのための健全なロールモデルになるためには、自
分の健康と幸福につながる正しい判断や選択、特に若者に
とって最も身近な薬物であるたばことアルコール（＝酒類）
の広告の裏に隠された真実を見抜くことが必要です。
　映像資料4.2.1を映し、画面の引用文を読みます。挙手を求め、何人かにこの引用文を見てど
のような気持ちになるかを発表させます。
　そして、次の質問を黒板に書きます。
　　・広告の目的は何ですか？
　　・なぜ広告主は若者をターゲットにするのだと思いますか？

　「楽しいグループ分け」を使い３人組をつくります。そして黒板の質問について話し合うよう
に言い、グループとしての意見をたずねます。広告は自社製品を使う新しい顧客を獲得すること
と、すでに顧客になっている人の使用量を増やし、自社製品をより多く使わせるようにするため
に行われていることを理解させます。たばことアルコールの広告主が若者をターゲットにするの
は、若者はまだ、たばこやアルコールを使うかどうかを決めていないからです。

教示2. つなげる 10分

　広告主が商品を売り込むために使う戦略について考える
ように言います。

　：若者が商品を買いたくなるようにす
るために、広告主は何をすると思いますか？

■広告戦略のカギを紹介します
　生徒たちに、これまでに見たことがあるアルコールとた
ばこ製品の広告を思い浮かべるように言います。

　：たばこやビールなどアルコール飲料の広告から、どのようなイメージを
思い浮かべますか？　広告で使われているスローガンやコマーシャルソングからは何を
感じますか？　これらのイメージは、若者に何をアピールしていると思いますか？　な
ぜ若者はこれらをよく覚えているのでしょうか？

　たばこやアルコールの広告の映像やデザインから受けるイメージは、たとえ製品が大人向けで
あっても、若者の興味を引くよう作られていることを説明します。

　ちょっと変わった「スマートビーン」（架空の商品）という豆を主原料にしたお菓子の絵をか
かげます。そして、生徒たちに、この豆の販売会社の広告部員になったつもりで、若者にこの豆
を売り込む方法を考えることを伝えます。

先生の質問

先生の質問

授業計画の要点
■コア能力
　責任ある意思決定

■学習するスキル
　問題解決

■教材／準備
□✓ �映像資料4.2.1
□✓ �映像資料4.2.2
□✓ �リマ豆またはその写真
□✓ �4つの広告
□✓ �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／小グループ
　Part３�小グループ　Part４�個人

■到達目標
生徒たちは
・広告の鍵となる戦略について調べます。
・�たばことアルコール広告の背景にある戦
略と、広告が若者をターゲットにする方
法を調査します。

■スキルの系統
若者の飲酒の背景にある理
由、誤解、リスクを詳細に調
べました。

たばことアルコール会社が、
自社ブランドを使うように若
者を説得するテクニックと戦
略を調べます。

前年度

本年度

次年度

4.2.1 見つける　活動

“ を ばすための な は、

、薬物 ル ールを うと わな

いと めていない た なのです ”

 — ル ル

  薬
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つな る　活動 しい の4.2.2

: を するのか、 に い
ます この が 実か、 実でない
かを、どのように れば いか？

: をあ 、 ルにつな
がる のある のは します

A. を に します  

B. い つか があ ますそこで を
し、 ます

C. できる に、 が うことが
か、た ます  

D. ている から、 が うこと
は できないので します  

: それ れ を ときの を します

A. は します

B. で すれば、 をするための が られます

C. できる に 見を ことは いこと すが、その 見は
かたよ ているか しれま

D. す ての な をすでに ていると うのは、現実
ではあ ま

: の行動 を します

は と の を します を め、 できる
と して、よ の を られるのは いことです

: したことを実行する

を 、 と しますそれによると、 の はま
れていないという に しました

: を う 見 します

の には あ ま
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学校／地域とつながる活動

　広告、宣伝、またはメディア関係の会社
の代表を招き、メディアリテラシーについ
て話を聞きます。生徒たちは、視聴者に影
響を与えるために使う戦略について質問を
準備します。ゲストに、若者にリマ豆を売
るためのマーケティングアイデアを分析し
てもらいます。

家庭とつながる活動

　家族といっしょにテレビコマーシャルを
見て、問題を明らかにする、分析するとい
う批判的思考スキルを使い、内容、メッセー
ジ、内容の正確性、そしてコマーシャルの
影響力を評価します。この活動のために、
ファミリー通信ワークシート「広告につい
ての決定」を持ち帰ります。

他教科での学習

■コンピュータ／技術
　インターネットを使った広告について、
学校で学んだことを元にメディアリテラ
シーについての冊子を制作します。イン
ターネット広告だけでなく製品を宣伝する
ために作られたウェブページにも焦点を当
て、ガイドラインを考えます。また、広告
で使われているメッセージと、それが誰を
対象としているかを評価する方法も記載し
ます。

■社会科
　「批判的なメディア観察者」とは何かに
ついて調査します。このことに詳しい大人
やメディアの代表にインタビューをすると
ともに、インターネットや図書館を使い、
広告をよりよく理解するためにどのような
批判的思考スキルが必要か調査します。

　：豆の売り上げを増やすには、若者に「スマートビーン」を食べてもらわな
ければなりません。若者が一度この豆の味を知ったら、大人になってもずっと食べ続け
てくれると思うからです。問題は若者たちがこの豆のことを知らないことです。

　小グループを作り、若者層にこの豆を売るためのキャンペーンのアイデアを考えるようにいい
ます。できあがったら、考えたアイデアと一般的な広告戦略とを比較します。

　：広告には誰に伝えたいかという明確なターゲットがあります。また広告の
本質はイメージを作り出すことです。それを買えば元気になれそう、異性にモテそう、
すごく便利になりそうというイメージをターゲットに持たせるのです。そのため、時に
はその商品の本当の効果とかけ離れたイメージになっていることもあります。『賢い判
断のステップ』を使うと、そのような広告のテクニックに惑わされることなく、冷静に
判断や選択をすることができます。

■広告に操作されない『賢い判断のステップ』の使い方を示します
　映像資料4.2.2『賢い判断のステップ』をもう一度確認します。今度は豆を売り込まれる側の
若者になったつもりで、『賢い判断のステップ』を使い、自分の意思を決定することを説明します。

　：まず、自分が何を決定しようとしているのかをはっきりさせるために、自
分自身に次の質問します。「この広告を見て、私は何をしようとしているのか？」　これ
がステップ１の骨格となる質問です。
　次にステップ２は、それぞれの選択肢を選んで良いかどうかを判断するために『トラ
ブルチェッカー』でチェックします。もし『トラブルチェッカー』の質問の答えが「はい」
であれば、それは良い選択肢ではありません。

　：まず選択肢Ａは、新しい商品らしいので、広告を信じて買ってみるという
という選択です。広告を見るととてもおいしく、他では味わえない変わった味がすると
いうことなので、きっといい商品に違いありません。
　次は選択肢Ｂです。あまりよく知らない商品なので、買う前にその商品の評判はどう
なのか、インターネットで情報を探してみたいと思います。そして評判が良ければ買っ
てみようと思います。
　続いて選択肢Ｃです。最近この商品のテレビコマーシャルが流れているので、きっと
もう買って食べた人が身近にいると思います。食べ物のことに詳しい人を知っているの
で、まず、その人に話を聞いて、それから買うか買わないかを決めてもいいと思います。
とっても興味のある商品ですが、そんなに急いで買わなくてもいいと思うので…。
　最後は選択肢Ｄです。広告をよく見ると、元々これは大人用の食品のようです。また
豆なのに色が少し不自然なような気がします。だからこの商品は買いません。
　以上のＡ〜Ｄまでの選択肢の中で、広告だけで判断するのは良くないと思うので、Ａ
は選択肢から外したいと思います。

　：ステップ３はそれぞれの選択肢を選んだ場合の結果の予測です。Ｂは簡単
に情報を集めることができます。きっとたくさんの意見や評価が見つかると思います。
ただし、インターネット情報は根拠が曖昧なことが多く、責任ある意見と言えないかも
知れません。だからインターネット情報だけに頼ると、間違った判断になる危険性があ
ります。
　Ｃは個人の意見なので、その人の好き嫌いや個人的な事情に影響を受けます。でも、
できるだけ信頼できる人を選べば大丈夫だと思います。
　Ｄは私の知識や経験を基にした判断です。しかし、私の思い込みかも知れません。あ
まり慎重になりすぎると、美味しい商品を食べるチャンスを逃して、友だちとの会話に
入れないかも知れません。

　：ステップ４は決定です。私はＤの考え方も大切にしながらＣを選ぶことに
します。

　：ステップ５は決定の実行です。まず、私の知っている人の中で、食べ物や
栄養に詳しい人に疑問に思っていることを聞くことにしました。まず、学校給食の栄養
士さんに聞くことができると思います。また、お母さんがいつも食べ物の安全性や栄養
のことを言っているので、お母さんの意見も聞いて、それから判断したいと思います。

　：責任をもって判断や選択をするために『賢い判断のステップ』が役立つ
のは、どんな時だと思いますか？

先生の話

先生の話

先生の話

先生の話

先生の話

先生の話

先生の話

先生の質問
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活動２3. やってみる 18〜23分

■広告分析活動を説明します
　たばことアルコール広告のイメージと広告の戦略をクラスで分析します。そのためにアルコー
ルかたばこの広告を１つか２つ準備します。

■広告の分析を練習します
　「楽しいグループ分け」を使い４つのグループを作り、各グループは役割分担を行います。続
いて先生が選んだ４種類の広告を見せ、グループ活動の方法を説明します。

　まずグループで３～４分、４種類の広告を見て分析し、『賢い判断のステップ』を使い、ライ
フスキルノートの「やってみる」ページに答えを書きます。次に先生は、各グループに１つずつ
広告を割り当て、グループはそれぞれの広告について検討します。再びクラス全体に戻り、発表
係はグループで考えた答を発表します。

■ふり返り
　ライフスキルノートを使い、この授業で学んだことを個人として、あるいはクラスとしてふり
返ります。

学習の要点 広告主がターゲットに影響を与えるための戦略を２つあげましょう。

学びと発見
広告戦略とメッセージを検証することは、なぜ大事だと思いますか？
広告を分析する際に『賢い判断のステップ』を使うことにどのような価値
があると思いますか？

活用／応用 どの戦略が、広告を見た際に賢い判断をするのに役立つと思いますか？

4. 使ってみる 2分

　生徒たちに、これから１週間の間にクラス外で行う意思決定について注目するように言います。
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」ページを完成するように指示します。

評価
Part３ やってみる
　ライフスキルノートの「やってみる」ページの記述を読み、生徒たちが広告をどの程度分析で
きているかを見ます。

Part４ 使ってみる
　ライフスキルノートの「使ってみる」ページの記述を読み、教室外で『良い決定のためのステッ
プ』をどのように活用しているか評価します。

｢ふり返り｣ の教材

ライフスキルノートP61

｢使ってみる｣ の教材

ライフスキルノートP62

の で学 たばこと ル ールの
について まし う

学 と 見

学 の

活

が ー に を るための を つあ まし う

と ー を することは、な と いますか？

を する に い の を うことにどのような があ
ると いますか？

どの が、 を見た に い をするのに つと いますか？

Vol.9 Graed8 61

て る これから 、 で行う について し、
の つの を な に しまし う

　 することを らかにする

　 をあ 、 ない のは

　 を する

　行動を する

　実行する

　 る する 見 す
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スキルアップ

�
分析しよう！

Part３ やってみる
　広告を分析するスキルを強化するため、生徒たちにテレビやインター
ネットのコマーシャルを見て、広告の対象はだれか、そのメッセージは何
を伝えようとしているのかを明らかにし、広告の中のメッセージと、それ
らへの対応を分析して内容を吟味するために『賢い判断のステップ』を使
います。

広告を作ろう！

Part３ やってみる
　広告を分析するスキルを強化するために、生徒たちは小グループで画像
や強いイメージを使った広告をつくります。そして、ターゲットが、健康
的で有益なもの、例えば体操のような有益なことをするように説得します。

�
作ろう！

Part３ やってみる
　グループで、若者に広告戦略の分析の仕方についての情報を伝えるため
のポスターまたは放送用の原稿を作ります。そして、分析スキルを『賢い
判断のステップ』のような、はっきりと定義されたステップの形にして、
広告の中から見つけ出さなければならないものは何かを伝えます。

図にしよう！

Part４ 使ってみる
　グループでライフスキルノートの「やってみる」の質問に答えるポスター
を作ります。調査で集めたデータを表すために、円グラフや他の視覚的要
素を使うように促します。

強化 向上

HP　サンプル教材



4.2.1 見つける　活動

“ 売上を伸ばすための主な標的は、将

来、薬物やアルコールを使うとも使わな

いとも決めていない者たちなのです。”

 —ドナルド・イアン・マクドナルド著 
  「麻薬・飲酒・青年期」
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つなげる　活動 正しい意思決定のステップ4.2.2

ステップ１: 何を決定するのか、自分に問い
ます。（問：この広告が真実か、真実でない
かを、どのように考えれば良いか？）

ステップ２: 選択肢をあげ、トラブルにつな
がる可能性のあるものは排除します。

A. 広告を全面的に信頼します。 

B. いくつか疑問があります。そこで資料を
探し、調べます。

C. 信頼できる人に、広告が言うことが本当
か、たずねます。 

D. 今持っている情報から、広告が言うこと
は信頼できないので拒絶します。 

ステップ３: それぞれ選択肢を選んだときの結果を予測します。

A. 選択肢Aは排除します。

B. 自分で調査すれば、決定をするための最新情報が得られます。

C. 信頼できる人に意見を聞くことは良いことえすが、その意見は
かたよっているかもしれません。

D. すべての重要な情報をすでに持っていると思うのは、現実的
ではありません。

ステップ４: 最善の行動方針を選択します。

私は選択肢BとCの両方を選択します。情報を集め、信頼できる
人々と話して、より多くの視点を得られるのは良いことです。

ステップ５: 決心したことを実行する 

資料を調べ、人々と話します。それによると、商品の安全性はまだ
確認されていないという結論に達しました。

ステップ６: 決定をもう一度見直します。

私の決定には問題ありません。

© 2015 Lions Club International Foundation. All rights reserved.
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4.2 やってみる 
まず、先生が用意した４つの広告見て、それぞれの広
告が、何について広告しているのかを明らかにします。
次に、続く４つの質問について話し合い、答えます。

3
３番目の広告について: 
• どのような人たちにこの商品を買って

ほしいのですか？

• どの画像が製品について説明してい
ますか？

• この画像は若者にとってどのように魅
力的なのでしょうか？

• １（低）から５（高）の尺度（評価基準）で、
この画像がこの製品の現実とどの程
度一致していると思うか、評価してくだ
さい。その理由は？

1
1番目の広告について: 
• どのような人たちにこの商品を買っ

てほしいのですか？

• どの画像が製品について説明して
いますか？

• この画像は若者にとってどのように
魅力的なのでしょうか？

• １（低）から５（高）の尺度（評価基準）
で、この画像がこの製品の現実とど
の程度一致していると思うか、評価
してください。その理由は？

2
２番目の広告について: 
• どのような人たちにこの商品を買ってほ

しいのですか？

• どの画像が製品について説明していま
すか？

• この画像は若者にとってどのように魅
力的なのでしょうか？

• １（低）から５（高）の尺度（評価基準）で、
この画像がこの製品の現実とどの程度
一致していると思うか、評価してください。
その理由は？

4
４番目の広告について: 
• どのような人たちにこの商品を買って

ほしいのですか？

• どの画像が製品について説明していま
すか？

• この画像は若者にとってどのように魅
力的なのでしょうか？

• １（低）から５（高）の尺度（評価基準）で、
この画像がこの製品の現実とどの程
度一致していると思うか、評価してくだ
さい。その理由は？

60 Vol.9 Grade8 HP　サンプル教材



ふり返り 今日の授業で学んだ､たばことアルコールの
広告テクニックについてふり返りましょう。

学びと発見

学習の要点

活用／応用

広告主がターゲットに影響を与えるための戦略を２つあげましょう。

・広告戦略とメッセージを検証することは、なぜ大事だと思いますか？

・広告を分析する際に『賢い判断のステップ』を使うことにどのような価値があ
ると思いますか？

・どの戦略が、広告を見た際に賢い判断をするのに役立つと思いますか？
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使ってみる これから１週間、クラス外で行う意思決定について注目し、『意思
決定の６つのステップ』を､困難な決定に応用しましょう。

ステップ１：　決定することを明らかにする

ステップ２：　選択肢をあげ、良くないものは除く

ステップ３：　結果を予測する

ステップ４：　行動を決定する

ステップ５：　実行する

ステップ６：　ふり返る／再確認する／見直す
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メッセージと戦略、
それらの影響の分析

広告についての
決定 4.2 

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、たばこやアル
コールの広告戦略と、意思
決定スキルを使ってこれら
の広告の内容を分析する方
法について学んでいます。
ご家庭でお子さんからこれ
らのスキルについて聞き、
テレビ番組をいっしょに見
て、だれを対象の、どのよう
な内容とメッセージや画像
を使った広告なのかを分析
することを通して、お子さん
と広告の戦略について話し
合い、子どもたちの分析ス
キルと意思決定スキルをよ
り伸ばすことに役立ててく
ださい。

覚えておこう

o 広告は、特定のターゲ

ットに対して行われる

o たばこやアルコール会

社のターゲットの１つ

は若者である

o 広告は、広告主が販売しようとしている製品が、タ

ーゲットの生活を明るく楽しいものにしてくれると

思うような情報の伝え方をする

o 意思決定のステップは、広告が伝えようとする

メッセージが真実かどうかを見分け、正しい情

報に基づけた意思決定をすることに役立つ

授業で学んだことを家族に伝え、いっしょにテレビを見た
後、１つのコマーシャルを例として取り上げ、次の質問に
答えましょう。

コマーシャルが伝えようとしたメッセージは何でしたか？

そのメッセージを伝えるために、コマーシャルにはどの

ような言葉や映像が使われていましたか？

あなたは、コマーシャルのターゲットとして、何を信じますか？

コマーシャルの内容と映像を分析するために、意思決定の
どのステップが役立ちますか？

これをやりましょう！

コマーシャルの内容や使

われている画像の分析に

役立つ意思決定のステッ

プは何ですか？　コマー

シャルが視聴者に与え

る影響について家族と

話し合いましょう。
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