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用語の定義
「Free Being Me（フリービーイングミー） 行動編」プログラムで
使用している用語を以下のように定義しています。用語の理解
にお役立てください。

ボディコンフィデンス　　　Body Confidence
自分の外見と自分の体ができることを肯定的に受け入れた状
態です。

自己肯定感　　　Self-esteem
自分自身を尊重し大切にする気持ちです。自己肯定感の高い人
は、自分自身に価値を感じています。
 
プロジェクト　　　Project 
プロジェクトとは一定の期間内に目標を達成するために計画
する活動のことです。プロジェクトを始める日と終える日を決め
て、目標（何を変えるか）を設定し、それを実現する方法を計画
します。また予算やチーム作り、1つ1つの作業を完了させる責
任者などについても検討していきます。この冊子では、   「プ
リント8」「プリント９」を用いると計画しやすいです。リーダーは
以下の教材も参考にしてください。

『Be the Change―わたしが変わる。未来が変わる。』

作られたイメージ　　　Image Myth
「作られたイメージ」とは私たちが所属しているコミュニティ
が作り出した「理想とする外見」のことを指します。「作られたイ
メージ」は世界中に存在しています。例えばあるコミュニティで
は、理想の女の子は細く日焼けしていて、体形に曲線美のあるこ
とですが、あるコミュニティでは、色白で小柄であることという
ように異なります。世界中で少女・女性・少年・男性は、それぞれ
のコミュニティが「理想とする外見」についてメディア・友達・家
族・他人からたくさんのプレッシャーを受けています。「理想とす
る外見」は、実際には実現することが不可能なので、「作られた
イメージ」と呼んでいます。本来、「美しい」「かっこいい」という
のは多種多様なものなのです。

この冊子では「作られたイメージ」の概念については、ブラウニ
ー・ジュニアの少女たちに紹介しません。しかし、「お姫様のリス
ト」のアクティビティを通して１つの「完璧な容姿」があるわけ
ではないこと、見聞きする「完璧な容姿」は間違っていることを
理解するように導きます。

このプログラムの説明について　Action terms
リーダーとしてこのプログラムのねらいを深く理解するのに、シ
ニア～25歳のリーダーズガイド2を確認してください。また、年
代に応じて難しいと思われる用語の説明を少女たちにしてくだ
さい。

アドボカシー　　Advocacy
（ガールガイド・ガールスカウト世界連盟の定義） 

WAGGGSで定義するアドボカシーとは、「人々に影響を与えるこ
とで、すべての人々の暮らしを向上させるための意思決定がで
きるようにする」活動のことです。
これは、「声に出して言う」「実践する」「教育する」ことを含みま
す。

キャンペーン　　Campaign
いくつかの明確な目標に向かって、特定の人々を対象に計画さ
れた一連の活動のことです。

コミュニティ　　Community
同じ地域に住んでいる人々のグループ、または何か共通事項

（例えば、共通の問題・興味）を持っている人々のグループを意
味します。

影響を与える人　Influencer
他の人々やグループの意思決定に影響を及ぼすことのできる
人やグループのことです。例えばある生徒のグループは、校長
先生の決断に対して影響を与えるかもしれません。あるブロガ
ーはそのブログをフォローする人々の行動に影響を及ぼすかも
しれません。

意思決定者/権限のある人  々Decision-maker/Power person
他者に影響を及ぼす決断をする権限のある人または組織のこ
とです。例えば大統領や総理大臣は国家的・世界的な権限を持
つ意思決定者です。学校の校長先生は生徒と保護者に対し影
響力があります。家族では親・保護者ともいえるでしょう。
ブラウニー・ジュニアのプログラムでは、この年代にあわせて意
思決定者のことを「権限のある人々」と呼びます。「権限のある人
々」とは何かについて決定する権限のある人、変化を起こせる
力のある人のことです。

グループ　Group
複数の人の集まり。このプログラムを一緒におこなう人たちの
ことをグループと表現します。

チーム  Team
同じ目的を持ち、目標を達成するために協力して活動する人た
ちのことです。チームではメンバー各自が責任を持って自分の
役割を遂行します。このプログラムではグループを少人数に分
けて、チームを作り、同じ目的をもって行動します。
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Free Being Me 行動編
「Free Being Me（フリービーイングミー） 行動編」は、ガールガイド・ガールスカウト世界連盟とダヴが協働

開発したプログラムです。

はじめに
このプログラムは、わくわくしながら力をつけていく4つのチャ
レンジがあります。子どもたちや若者がいきいきと生きていけ
るような前向きな変化をもたらすプロジェクトを計画し、実行す
ることを支援するものです。

ダヴ自己肯定感プロジェクトが実施した世界的規模の調査によ
ると、自分の外見に満足していない少女に、以下のことが起き
ていると発表しました。

・　10人のうち8人は、友達や恋人との関わりなど、人生において
　重要な関係をあきらめてしまう。

・　10人に7人は自分の主張をしなくなり、消極的な考え方を持
　つようになる。

自分の外見に自信がない少女は、自分の持っている最大限の
力を発揮しなくなるのです。

ガールガイド・ガールスカウト世界連盟（以下、WAGGGS）とダ
ヴ自己肯定感プロジェクトは2013年から世界規模のパートナー
シップを組み、2016年までに、350万人以上の少女と少年に「大
好きなわたし～Free Being Me（フリービーイングミー）～」プロ
グラムを展開してきました。（日本では2014年から取り組みはじ
めました。）しかし、さらに多くの人々に展開したいと考え、皆さ
んからの意見をもとに「Free Being Me（フリービーイングミー） 
行動編」プログラムを作りました。

このプログラムは、少女や少年の自己肯定感が低いことから生
じる問題を改善するために作られました。自分の意識を高める
だけでなく、その問題を理解し改善します。

ゲーム・話し合いなどの活動を通して、なぜ一部の人々が自分を
美しい・個性的であると感じられないのか、そしてそれによりも
たらされる問題を明らかにしていきます。そしてこの問題に関し
て変化をもたらすために、自分たちのプロジェクトを計画します。

プロジェクトに取り組んだら、世界中のガールガイド・ガールス
カウトと活動したことをオンラインで共有しましょう。また取り
組んだらバッジを取得できます。バッジを取得するためには、
プロジェクトで以下のことをおこないます。

参加者の1人につきコミュニティの3人以上の人に協力をお願
いして、プロジェクトに参加してもらいます。例えば、SNSでコン
テンツを共有してもらったり、請願書に署名してもらったりしま
す。プロジェクトではコミュニティでより多くの人に問題を認識
してもらい、行動を起こしてもらうことを目的としています。詳細
はプログラムの中で説明します。

「Free Being Me（フリービーイングミー） 行動編」を実施する
ために「大好きなわたし～Free Being Me（フリービーイングミ
ー）～」を事前におこなう必要はありませんが、必要に応じ「大
好きなわたし～Free Being Me（フリービーイングミー）～」に取
り組むと理解が深まります。

FBM行動編バッジ
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4つのチャレンジ
「Free Being Me（フリービーイングミー） 行動編」の4つのチャレンジをすべて終えると、バッジを取得することができます。
2つ目のチャレンジ「PLAN THE CHANGE　変化をデザインする」は2つのセッション、その他のチャレンジはそれぞれ1つの
セッションで構成されています。このガイドブックに沿って自分たちのペースで進めてください。

チャレンジ3
 MAKE THE CHANGE　
行動を起こす

（セッション４）

• プロジェクトの成功に向けて計画を行動に移
す。

• チームを作る

チャレンジ2
 PLAN THE CHANGE　
変化をデザインする

（セッション２・３）

• ゴール達成をはばむものが何かを考える。

• 変化を起こせる「権限のある人々」を決める。

• 行動の計画を立てる。

チャレンジ4
SHARE THE CHANGE　
次につなげる 

（セッション５）

• 達成したことを祝う。

• 活動をSNSなどで共有する。

• 次の計画を立てる。

チャレンジ１
SEE THE CHANGE　
取り組む前に

（セッション１）

• 問題について理解する。

• 「自分の外見と自分ができることを肯定的
に受け入れている世界」のビジョンを作る。

フリー　　　ビーイング　　　ミー

FREE BEING ME 
行動編



Free Being Me（フリービーイングミー）　行動編　リーダーズガイド1  5

コミュニティ

なたは支援が必要ですか？アイデアを共有したいですか
WAGGGSのFacebookグループに参加したり、ハッシュタグ

「#FreeBeingMe」をフォローしたりするとこの取り組みをしてい
る人たちのコミュニティで情報を得たり発信することができます。

SNSの安全な利用ついて

一部のプログラムのアイデアとして「SNSを利用する」ことがあり
ます。20歳未満の参加者が画像や動画を共有する場合には保護
者の許可を得てください。

ガールスカウト日本連盟公式ホームページ「ソーシャルメディア
利用ガイドライン」に、インターネットの安全について説明して

います。
www.girlscout.or.jp/members/downloadcenter/
docs_secure/socialmedia_riyou_guideline.pdf

安心・安全に活動できるグループ作り

ボディコンフィデンスを学ぶにあたり、安心して学べる環境作りに
留意してプログラムを実施しましょう。

・互いを思いやるグループ独自のルールを作る。

・グループ内で聞いた個人的な話をグループ外の人に共有しない。

・少女が不安を感じたり、休みたくなったとき、休むことができる　

　安心・安全な場所を確保する。

・ボディコンフィデンスに対して理解を深める必要があると思　
　われる場合は、プロジェクトを実施する前に、「大好きなわたし　

　～Free Being Me（フリービーイングミー）～」プログラムをおこ
　なってから、「Free Being Me（フリービーイングミー） 行動編」に
　取り組む。

グループ内で、ボディコンフィデンスについて学ぶための手引き
がもっと必要な場合は、

「大好きなわたし～Free Being Me（フリービーイングミー）～」
のリーダーズガイドを以下よりダウンロードすること
ができます。
www.girlscout.or.jp/members/activity/fbm/

また、購入したい場合はガールスカウト日本連盟の会員向けネッ
ト通販より購入できます。
www.girlscout.or.jp/members/goods/orderdl/

会員でない方はお問い合わせください。
お問い合わせ先メールアドレス：shop@girlscout.or.jp

WAGGGSのオンライン学習コースGLOW のFree  
Being Meのコース（英語）で学ぶこともできます。 
www.wagggs.org/en/what-we-do/glow/

対象年齢

このプログラムは、ブラウニー・ジュニア用に作成されています。
シニア～25歳用のプログラムも別にあります。グループの年齢に
よっては両プログラムのアクティビティを組み合わせて、活動する
こともできます。シニア～25歳用のプログラムはリーダーズガイ
ド2をお読みください。

進め方

このプログラムは4つのチャレンジで構成されており、1から順番
に進めます。チャレンジ1は1時間30分から2時間の1回の集会で、
チャレンジ2は2回の集会でおこなうことができます。チャレンジ
3は、皆さんが計画する活動により必要な時間が異なります。チャ
レンジ4は集会の一部の時間を利用できるでしょう。

 リーダーはグループの状況に合わせてプログラムに取り組む時
間や期間を決めてください。2～3回の集会を通してすべてのプロ
グラムをおこなうことができますが、一定の期間を定めて取り組
んだり、長期的に取り組むこともできます。あるいはキャンプを利
用して取り組むこともできます。

アクティビティは順番通りに、また説明の通りにおこなうようにし
てください。

正しく活動していただくために、リーダーが参加者に説明してい
ただきたい部分は青の文字で記載しています。この内容は、要点
をふまえれば自由にアレンジすることができます。

サポート

教材・アイデア・ヒントが必要な場合は、以下のウェブサイトを参
考にしてください。

www.girlscout.or.jp/members/activity/fbm/

www.free-being-me.com/about/action-on-body-
confidence （英語） 

＊「Free Being Me（フリービーイングミー） 行動編」は、日本連
盟の名称です。WAGGGSはこのプログラムを「Action on Body 
Confidence」と呼んでいます。

Free Being Me（フリービーイングミー） 行動編

「Free Being Me（フリービーイングミー） 行動編」は、より多くの
ガールガイド・ガールスカウトが、より多くの人々に有意義な方法
で影響を与えるプロジェクトを計画・実施することを支援し、世界
中の仲間と考えや体験を共有する機会を提供します。

身につくスキル

参加者はキャンペーン活動・コミュニティ活動・アドボカシー活動
の進め方のほかに、チームで活動する方法・計画の立て方・調査
方法・イベントのすすめ方・意思決定の仕方などのスキルを身に
つけることができます。

プログラムを始める前に….
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プログラム概要

時間 アクティビティ名 内容 ねらい

アクティ
ビティ1
15分
P.8

アクティ
ビティ2
15分
P.10
P.36

アクティ
ビティ3
20分
P.12
P.37

アクティ
ビティ4
30分
P.14

アクティ
ビティ5
5分
P.16  P.39

私、大好き！

お姫様のリスト

ある一日

もうひとつの物語

大好きなわたし
～Free Being Me　

（フリービーイング
ミー）～の世界

自分の個性と能力を認め合うゲームをします。

少人数に分かれて、お姫様（または王子様やア
クションヒーロー）の絵を描き、共通の特徴を
見つけます。社会でもてはやされる「美しさ」と
は、狭い視野から作られたものであることに気
づきます。

楽しい物語に参加します。

エミの物語の中で、「どうしたらこの状況を変え
られる？」かを創造し、もうひとつの物語を寸劇
で演じます。その結果、登場人物にもたらされる
変化について考えます。

誰もがありのままでいられる世界を想像するゲ
ームをします。

ありのままの自分を好きになることを学び、外
見や内面のいずれも多様性が大切であること
に気づきます。

社会でもてはやされている「美しさ」は、狭い視
野から作られたものであることを知ります。

外見へのプレッシャーをどこから、どのくらい頻
繁に受けているのかについて知ります。私たち
がよく見聞きする、外見を変えるようプレッシャ
ーをかけてくるようなメッセージへの疑問を持
ち始めます。

自分の外見を気にしないでいられる世界につ
いて考えます。その世界と今の世界を比べます。

「どんな世界になってほしいか」ついて考えま
す。それを実現するための活動へ想像をふくら
ませます。

チャレンジ1　　　 SEE THE CHANGE　取り組む前に－セッション1－

アクティ
ビティ1
30分P.17
P.40～41
アクティ
ビティ2
30分
P.20  P.42
アクティ
ビティ3
10分 P.23
アクティ
ビティ4
20分
P.25P.43

問題はなに？

障害物が！

権限のある人は
誰？

権限のある人を
選ぼう

ボディコンフィデンスが持てないことで引き起こ
される問題を表す寸劇を上演します。そして、投
票でゴールを決めます。

走ったり、話し合いをしたりするゲーム。焦点を
当てる問題を投票で決定します。

体を使って連想ゲームをします。

輪になって話し合います。

なぜボディコンフィデンスが持てないことが問
題なのかを理解します。プロジェクトで取り組む
問題を1つに絞り込みます。

ゴールの達成を妨害するものについて理解しま
す。プロジェクトで焦点を当てるゴール達成をは
ばむものを1つに絞り込みます。

権限のある人とはどんな人か、また変化を起こ
すためになぜ権限のある人に働きかけることが
重要なのかを理解します。

プロジェクトで焦点を当てる、権限のある人を
選びます。

チャレンジ2 　　　PLAN THE CHANGE　変化をデザインする－セッション2－

時間 アクティビティ名 内容 ねらい
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プログラム概要
(つづき)

45分～1時間
P.27
P.44～47

私たちの行動計画 実施する行動計画をグループで話し合いま
す。 

 行動計画を立てます。

プロジ
ェクトに
よる

P.31

行動を実施する

計画に沿って、望む変化に向けて行動する。
以下のアイデアを活用する。

・モニタリングの仕方
・人に影響を与える方法
・チ－ムワークの築き方

計画したプロジェクトを実際におこないます。

チャレンジ3 　　　MAKE THE CHANGE行動を起こす－セッション4－

40分
P.33

世界と共有する

評価する

体験したこと・学んだことをWAGGGSのFree Being Meのウェブサイト（英語）などに共有する。

プロジェクトの実施状況を評価する。

チャレンジ4      　SHARE THE CHANGE次につなげる－セッション5－

チャレンジ2 　　　PLAN THE CHANGE　変化をデザインする－セッション3－

ACTION!

時間 アクティビティ名 内容 ねらい

時間 アクティビティ名 内容 ねらい

時間 アクティビティ名 内容
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1.  １人に1枚の用紙を渡します。用紙を大きく6つのマスに分
け、左側に1～6の数字を書くよう全員に指示します　（参加
者がブラウニーの場合はリーダーが前もって準備するのも
よいでしょう）。

2.  これから6つの質問をするのでその答えを1つずつ書くよう
指示します。答えには絵を描いてもよいです。

答えを後でグループに共有することを説明します。

ねらい

ありのままの自分を好きになることを学び、外見や内面のいず
れも多様性が大切であることに気づきます。

活動内容

リーダーから参加者へ説明します。

これから特別な活動をします。ガールスカウトとして、皆さん
は私たちの世界に変化を起こすことを約束しています。周りの
人たちがもっと自信を持ち幸せになるように、ガールスカウトと
して私たちの住む世界に変化を生みだします。

多くの人々が自分の外見を気にして自信を持てずにいます。そ
して、行動をおこす気力をもたなくなります。たとえば、友達を
訪ねなくなり、クラスで手を上げて発言しなくなります。外見を
気にせずにありのままの自分でいられる世界を想像してみてく
ださい！

なぜこの問題が起き、皆さんが暮らしにくくなっているのかに
ついて学んでいきます。そして、この問題を解決するにはコミュ
ニティにどんな変化が必要なのかを考えます。また、変化を起こ
すために助けてくれる人はどんな人なのかを考え、プロジェク
トを計画します。そのプロジェクトは、もっと自分に自信を持ち
幸せに暮らせる社会にするために、変化を起こすことを広める
ための活動です。

このセッションでは、自分自身について考え、なぜ私たち1人ひ
とりが大切でかけがえのない存在であるのかを考えます。

セッション1　アクティビティ1

私、大好き！

 概要
自分の個性と能力を認め合うゲームをします。

 準備するもの
人数分のA4用紙とペン

15分

1

2

3

4

5

6

得意なことはなんですか？
（例：絵を描くこと）

好きな食べものはなんですか？
（例：バナナ）

外の遊びでなにが好きですか？
（例：かけっこ）

自分はどんな見た目ですか？
（例：長くて真っ黒の髪、丸い顔）

誰と一緒に遊ぶのが好きですか？
（例：まりちゃん）

好きな遊びはなんですか？
（例：鬼ごっこ）

取り組む前に
SEE THE CHANGE

チャレンジ1

3.  6つの答えを切り分けます。

4.  6人程度のチームに分かれます。切り分けた答えの紙を並
べ、チームメンバーの答えをよく見てどんな人がチームにい
るか確認します。
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writing

drawing

take photos  
singing

doing math

私、大好き！（つづき） 15分

6.  6つの質問について繰り返しおこないます。質問ごとに最初
に答えるチームを変えます。時間があれば、質問をもう一巡
してもよいでしょう！ 

7.  ゲームが終わったら、1番多くポイントを獲得したチームの
勝ちです。すべての答えを床に広げ、全部の答えが一度に見
えるようにします。

話し合い

リーダーが問いかけ参加者が答えるようにします。リーダーが
答えないようにしてください。

• 他の人と答えが同じだった人はいますか？

• 答えはいろいろありましたか？

• 答えがいろいろあることは良いことだと思いますか？
　人はみんな見た目が違い、できることも違えば、好きなことも

違います。

• みんながまったく同じだったら、どんな世界になるでしょう
か？（つまらない？ 新しいアイデアが生まれにくい？）

「私たちみんな特別で大好き！」 と、みんなで言ってみましょ
う!

5.  リーダーはチームから離れた所に立ちます。1つのチームか
らゲームを始めます。最初のチームは質問1の答えを自分た
ちの答えの中から1つ選び、大きな声で言います。

　 例：「得意なことはなんですか？」「絵を描くこと！」

　 他のチームは、自分たちの答えの中から、最初のチームと違
う答えを探します。見つかったら、離れた場所に立っているリ
ーダーのところまで走り、答えの紙を渡します。最初にリーダ
ーのところに着いたチームがポイントを獲得します！

I AM 
UNIQUE!

ヒント

途中に障害物を置くなど、　　　　　　

運動の要素を取り入れてもよいでしょう。

チャレンジ1

取り組む前に
SEE THE CHANGE
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1. さまざまな年齢の参加者を組み合わせて、少人数のチーム
に分けます。各チームに模造紙1枚と絵を描く道具を配りま
す。

2. 各チームでチーム全員が知っている人気のあるおとぎ話の
お姫様を選び、5分間でそのお姫様の外見が分かるような絵
を描くよう伝えます。絵を描きながら、チームでお姫様の外見
の具体的な特徴を話し合うよう促してください（例えば、長い
髪、青い瞳）。このときお姫様の着ている服ではなく、顔かた
ちに焦点を絞るようにしてださい。

3. 全員で1つの輪を作り、すべての絵を輪の中に並べます。

4. 別の模造紙の1番上に、「完璧な容姿のお姫様」と書きます。 

  上手に描けましたね！ ところで、このお姫様たちには見た目
に似たようなところがあると思いませんか？ 似ているところ
を挙げてみましょう。

　参加者が行き詰ったときには、以下のような質問をしてくだ
さい。

　例：「背は高いですか？ 低いですか？」
　「お姫様の体つきは？」

　似ているところの意見を「完璧な容姿のお姫様」の模造紙に
書き、リストを作ります。

　リストが完成したら、書き出した特徴を参加者に読み上げま
す。

 概要
少人数に分かれて、お姫様（または王子様やアク

ションヒーロー）の絵を描き、共通の特徴を見つ

けます。社会でもてはやされる「美しさ」とは、狭い

視野から作られたものであることに気づきます。

 準備するもの
絵を描く道具（サインペンや色鉛筆など）、チーム

に各1枚の模造紙、グループ全体で1枚の模造紙、

プリント1（36ページ）

ねらい

社会でもてはやされている「美しさ」は、狭い視野から作られた
ものであることを知ります。

活動内容

  重要な注意点：

•  このアクティビティ2は、「大好きなわたし～Free Being Me（フ
リービーイングミー）～」から引用したものです。社会でもて
はやされている「美しさ」とは、限られた、狭い視野から作ら
れたものであることを参加者に伝えます。参加者が「大好き
なわたし～Free Being Me（フリービーイングミー）～」のプロ
グラムをすでに体験している場合は、このアクティビティ2を
おこなわなくてもかまいません。ただし、最後の「5. 質問しま
す」には取り組み、全員で問題を再認識することをおすすめ
します。

•  年少の参加者はメディアからの影響をそれほど受けていませ
ん。ある決まった外見でなければ美しくないと思わされてし
まうことと、その考え方は間違っていることに焦点をあてます。

「完璧な容姿のお姫様」について深く掘り下げることは避け
てください。また、その特徴の分析にも時間をかけ過ぎない
ようにしてください。

セッション1　アクティビティ2

お姫様のリスト 15分

少年と少女が一緒に学ぶ場合のヒント

少年も参加している場合は、手順に従い「完璧な
容姿の王子様」や「完璧な容姿のアクションヒー
ロー」のリストも作成してください。

チャレンジ1

取り組む前に
SEE THE CHANGE
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完璧な容姿のお姫様
長い髪の毛

青い目

...

　「完璧な容姿のお姫様」は･･･ 
　（リストに書かれた特徴をすべて読み上げます）。
　以下の質問をして、大きな声で答えるように参加者を促しま

す。

5. 質問します。

•  お姫様がみな同じように見えるのは、おかしくありませんか？
（はい！） 

•  このお姫様のような外見の人を見かけるのは、おとぎ話以外
ではどこでしょうか？

　（メディア、テレビ、おもちゃ、有名人など） 
•  この特徴をすべて持った女の子が、身近にたくさんいますか？
（いいえ） 

「美しさ」には1種類しかなく、私たち全員がその外見を目指
すべきだと、周りから言われているように感じることがありま
す。映画やテレビに登場するお姫様の外見は、「少女や女性
はある決まった見た目であるべきだ」と伝える私たちへのメ
ッセージの1つです。

•  では、「美しさ」には本当に1種類しかないと思いますか？
　（いいえ） 

「美しさ」には1種類しかないとする話を、私たちは実際によ
く聞かされます。皆さんが作ったリストは、社会で美しい外見
としてもてはやされているものばかりです。でも、それは間違
っています。「美しさ」には、さまざまなかたちがあります。「完
璧な容姿」は、1つだけではありません！

リストの1番上に書いた「完璧な容姿のお姫様」という言葉の上
に斜線を引いて消します。

「美しさ」は1種類だけではないことを知っています。このグ
ループの中でさえ、それぞれの外見は違います。世界を旅す
れば、いろいろな外見の人がいます。

このアクティビティ2が終わったら、お姫様の絵を片づけます。
お姫様の絵は、社会がこうあるべきとした非現実的な姿であり、
このプログラムの場で掲示するにはふさわしくないからです。

ヒント：

• 各チームが絵を描くのにとまどっていたら、
　　「プリント1」を見せてヒントにしてください。

• 各チームが絵を描いている間、次のような質問をし
て、参加者が描こうとしている特徴を引き出すように
助言してください。必要に応じて、これらの特徴を絵の
中に書き込むよう促してもよいでしょう。

　例：「お姫様の背の高さはどのくらいですか？」
　  　「目の大きさはどのくらいですか？」
　　  「どんな体つきですか？」

• リストを作るときには、身体的特徴に焦点を当てるよ
う参加者を促してください。参加者があげた特徴を、
より具体的に絞り込むような質問をしてください。

　例:「目が似ていますね」
　  　「どんなふうに似ていますか？ 目は大きいですか? 

　　小さいですか？」

お姫様のリスト（つづき） 15分

チャレンジ1

取り組む前に
SEE THE CHANGE



Free Being Me（フリービーイングミー）　行動編　リーダーズガイド112

それがどこから来るのか考えるよう、参加者を促してくださ
い。例えば、友達・テレビ・雑誌・SNSなど。

2.  これから、「フクロウのエミの一日」の物語の話をします。皆 
　  さんもお話に参加してください！

この物語は、私たちの周りには常に外見に関する否定的な
メッセージがあることを伝え、それが現実にはあってはい
けないことを理解します。

物語に参加する方法を説明する

「外見 を変えるべき」というメッセージをエミが見たり聞いたり
したときには、立ち上がってフクロウが怒ったときのように羽根
をバタつかせる真似をし、「ホッホー！！」と鳴き声をあげてくだ
さい。話を始める前に、鳴き声の練習をしましょう！

ねらい

外見へのプレッシャーをどこからどのくらい頻繁に受けている
のかについて知ります。私たちがよく見聞きする、外見を変える
ようプレッシャーをかけてくるようなメッセージへの疑問を持
ち始めます。

活動内容

1.  アクティビティ２から３へつなげるために以下のように説
　明します。

　アクティビティ2「お姫様のリスト」で、見たり聞いたりする絵
や物語から「美しさ」には1種類しかないと思わされてしまう
ことについて話し合いました。しかし、その考えは間違ってい
ます！ ありのままの自分に自信を持ち、他の人もありのままを
受け入れることが大切であることが分かりました。そして、

　1人ひとりにそれぞれの「美しさ」があることも分かりました。
自分の容姿とは違う外見になりたがっている人を知っていま
すか？

　（おそらく大勢の参加者が手をあげると思われますが、ここで
は大勢の人が手をあげたことに触れる程度にしておきます。
その人たちがどんな違う外見になりたがっているのかについ
ての話はせず、アクティビティ3を進めてください。）

　お姫様はとてもよく似かよっているということを話し合いまし
た。このことが原因で、「美しさ」には1種類しかないと思って
しまうことがあると分かりました。見たり聞いたりすることの
中で、美しくなるためには自分の見た目を変えるべきだと思
わせることはありますか？ 

 概要
楽しい物語に参加します。

 準備するもの
プリント2（37ページ）

セッション1　アクティビティ3 

ある一日 20分

ヒント

好みに応じて、国を象徴する動物など、
他の動物を物語の主人公にしてもよいでしょう。
動物に合わせて物語や鳴き声などを工夫しましょう。

Emi

チャレンジ1

取り組む前に
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3.  話し合います。
（物語を読んだ後、以下の質問について話し合うことはと
ても重要です。）

　　何回鳴き声をあげましたか？

　　答え：4回

エミはそれらのメッセージをたった一日の間に見聞きし
ました。私たちの多くも、このようなメッセージを毎日見た
り聞いたりしています。このことで人はどう考えるようにな
ると思いますか？

答え：悩む
　　  悲しい気持ちになる
　　  外見を変えたくなる
　　  自信がなくなる
　　  ありのままの自分の素晴らしさに気づかない
　　  出かけて楽しく過ごせなくなる

ヒント

物語にエピソードや動きを加えたい場合は、
人形を作ったり、各チームでこの物語を少しずつ
演じてもよいでしょう。

ある一日（つづき） 20分

 エミは一日の間に、何からこのような外見や美しさについ
てのメッセージを見たり聞いたりしましたか？

答え：ラジオ・現実ばなれした写真・広告のキャッチフ
レーズ・友達・SNS

エミにこのようなメッセージを送るものは、この他に何か
ありますか？

アイデア：テレビ・映画・家族・雑誌・洋服屋さん

皆さんが外見を気にせず、ありのままでいられるとしたら、
世界は良くなるとエミは考えています。皆さんはエミに賛
成ですか？

全員が「はい！」と言えるように促してください。

YES

!

チャレンジ1
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 概要
エミの物語の中で、「どうしたらこの状況を変えら

れる？」かを創造し、もうひとつの物語を寸劇で演

じます。また、その結果登場人物にもたらされる

変化について考えます。

 準備するもの
特にありませんが、寸劇用の衣装や小道具を必

要に応じて用意してもよいでしょう。

ねらい
自分の外見を気にしないでいられる世界について考えます。そ
の世界と今の世界を比べます。

活動内容 
  「ある一日」の物語を聞いて、皆さんは4回フクロウの鳴き声

をあげました。エミはその1日に4回、「美しくなるには決まった
見た目になるしかない」というメッセージを見たり聞いたりした
ということです。

1.  グループを4つ以上のチームに分けます。各チームに、エミ
が体験したことを1つずつ割り当ててください。たくさんチーム
がある場合は、1つの体験を複数のチームで考えるようにしてく
ださい。 

2.  「どうしたらこの状況を変えられる？」というもうひとつの物
語を考えるよう各チームに指示してください。その後考えた物
語を寸劇にします。各チームに考えることを手伝う大人または
年長の少女が1人ずつ必要かもしれません。ただし、できるだけ
参加者たちで考えるようにしてください。

チームは他のチームに自分た
ちで考えた物語の寸劇を演じ
ます。その後で自分たちが演じ
た劇とエミが見聞きした体験
との違いを手短に説明します。

もうひとつの物語を考えるた
めに、以下のアイデアを参考に
しましょう！

セッション1　アクティビティ4 

もうひとつの物語  30分

 
その1：ラジオ番組で総理大臣の外見
についてコメントしていたフクロウ

これは問題です。なぜなら、国を治めるために下した決定では
なく、外見だけで総理大臣を判断しているからです。

どうしたらこの状況を変えられる？
寸劇のアイデア：

このコメントを聞いていた人が電話でラジオ番組に参加し、
「 総理大臣の外見ばかりについて話すのは間違っている。」
と発言します。そして、ラジオ番組で議論が起こります！

1

A different 
story!  

チャレンジ1
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「フクロウフォン」の
パーティーの写真 

これは問題です。なぜなら、2羽の友達のフクロウは、パーティー
で友達と過ごして楽しかったことよりも、自分たちがどう見えた
かを気にしているからです。次にパーティーに行くときにはもっ
と外見が気になり、外見を変えることへのプレッシャーを感じる
でしょう。

どうしたらこの状況を変えられる？
寸劇のアイデア：

2羽のフクロウがパーティーで写真を撮って楽しそうにしてい
るところを演じます。その翌日、その写真を学校で友達に見せ
て、すごく楽しかったこと・踊ったときにかかっていた音楽・食
べたもの・出席していた他のフクロウたちのことを話している
ところを演技します。

または、1羽のフクロウが写真うつりを気にしています。1羽の
フクロウが、彼女が楽しそうに見えていること・パーティーで
すごく楽しかったこと・パーティーではきれいだったことを思
い出させます。

もうひとつの物語（つづき） 30分

3.  以下のことについて
      短時間で話し合います。

•  「どうしたらこの状況を変えられる？」の別の展開になってい
たなら、みんなはどう感じるようになると思いますか？（もっと
楽しくなる。もっと休暇を取るようになる。パーティーに出るよ
うになる。リーダーになりたくなる。気にしなくてはいけない
ことが減る。もっと良い友達関係になる。など）

•  「どうしたらこの状況を変えられる？」のもうひとつの物語にな
っていたなら、みんなはもっと自分に自信が持てると思いま
すか？

•  美しくなるために、お姫様のような外見にならなければいけ
ないというのは本当ですか？（いいえ！）

•  外見を気にするような世界は、本当はあるべき世界ではない
ことをみんなが知っていると思いますか？（いいえ！） 　　　
このことを他の人にも伝えるべきだと思いますか？（はい！）

 
水着でポーズをとっている
広告の看板

これは問題です。なぜなら、この看板のせいで、旅行中に友達や
家族と楽しむよりも、自分の外見のほうが気になってしまうか
らです。

どうしたらこの状況を変えられる？
寸劇のアイデア：

旅行がもっと楽しくなるような前向きな広告だったとします。
例えば、身近な人たちが楽しそうにしている写真を撮ってい
るカメラの広告や、ポーズをとるだけではなく、休暇中にその
水着で泳いでいるところを写した水着の広告など！

2

 
ユリの外見が変わったことで、
みんなが急にユリをカッコいいと思い
友達になりたがったこと

これは問題です。なぜなら、本当の世界では友達になるには「外
見ではなく、その人がどんな人であるか」だからです。外見が変
わっているからといって、人を仲間はずれにしてはいけません！

どうしたらこの状況を変えられる？
寸劇のアイデア：

外見は以前のままのユリの「ある一日」を簡単に紹介してはど
うでしょうか。例えば、いいことをして褒められるユリ、遊びに
誘われ楽しそうにしているユリ、お昼を友達と一緒に楽しそう
に食べるユリの様子を演じます。

3

4

チャレンジ1
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わたしたちはほかの人と自
じ ぶ ん

分をくらべません

ゲームを始めます。このゲームは「フルーツバスケット」と同じよ
うに進めます。

① 参加者の1人が輪の中心に立ちます。その人の椅子を輪から
　外します。

② 輪の中心に立った人は自分の吹き出しを読み上げます。

③ 読みあげられたものと同じ吹き出しを持っている人は移動
　し、空いている椅子に座ります。

④ 椅子に座れなかった人は、円の中心に立ち、「フリービーイン
　グミー！」と大きな声で言います。

⑤ 全員が「フリービーイングミー！」と大きな声で言い、移動して
　空いている椅子に座ります。

⑥ 椅子に座れなかった人は輪の中心に立ちます。

⑦ ②から⑥を繰り返します。すべての吹き出しが何度か読み上
　げられたら、ゲームを終了します。 

セッションの締めくくりには、こう言いましょう。

 次のセッションでプロジェクトの計画を立てます。プロジェ
クトを通して、私たちは人々が自分の外見を気にせず、自分に
もっと自信を持ち、ありのままでいられる世界をつくるようにし
ます。

ねらい

「どんな世界になってほしいか」について考えます。それを実
現するための活動へ想像をふくらませます。

活動内容

       変化を生みだすために、何かしたいですか？ 人々が外見を
気にしないで、ありのままでいられるようにしたいですか？　　
答え：はい！！

 「プリント3」を何枚かコピーして吹き出しごとに切り分けま
す。グループのメンバー1人あたり1つの吹き出しが行きわたる
ようにしてください。同じ吹き出しを複数の参加者が持つように
してください。グループの人数が少ない場合は、吹き出しの種
類を減らします。

椅子を輪に並べて座り、吹き出しをランダムに配ります。 

 概要
誰もがありのままでいられる世界を想像するゲー

ムをします。

 準備するもの
プリント3（39ページ）をコピーし、吹き出しごとに

切り分けておきます。1人あたり1つの吹き出しが

行きわたるようにしてください。

セッション1　アクティビティ5

大好きなわたし～Free Being Me（フリービーイングミー）～の世界 5分

わたしたちはほかの人と自
じ ぶ ん

分をくらべません

わたしたちは見
み

た目
め

ではなく、

どんな人であるかが

尊
とうと

ばれます

チャレンジ1

取り組む前に
SEE THE CHANGE
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30分

ねらい
なぜボディコンフィデンスが持てないことが問題なのかを理解
します。プロジェクトで取り組む問題を1つに絞り込みます。

活動内容
始める前に、セッション1の内容と学んだことをふりかえります。
以下にふりかえりのヒントを紹介します。

• アクティビティ1　 私、大好き！
互いが内面と外見の両方の特徴を認め合うゲームをしました。

• アクティビティ2 　お姫様のリスト
お姫様の絵を描き、とてもよく似た特徴があることが分かりま
した。そして「美しさ」とはたった1種類ではないことを学びまし
た！

• アクティビティ3 　ある一日
フクロウのエミと一緒に一日を過ごしました。「仲間に入れても
らうためには、美しいイメージ通りの外見になるべきだ」という
メッセージを、エミは友達や家族・メディア・広告から一日に何
度も送られていることに気づきました。このようなメッセージは
人を不安にし、自信を失わせると話し合いました。そしてそのメ
ッセージは本当ではないことを学びました！

• アクティビティ4 　もうひとつの物語
エミの物語のもうひとつの物語「どうしたらこの状況を変えられ
る？」を演じました。そこは、自分の外見を気にするのではなく、
ありのままの自分が受け入れられ尊ばれている世界です。自信
を持って仲間に入ったり、新しいことに挑戦しやすい世界です。

• アクティビティ5 　大好きなわたし～Free Being Me（フリービ
ーイングミー）～の世界

私たちは、大きな視点で考えました！ 人々が外見を気にしなくて
よくなったら、世界はどうなるでしょうか？

セッション2　アクティビティ1

問題はなに？

 概要
ボディコンフィデンスが持てない ことで引き起

こされる問題を表す寸劇を上演します。そして、

投票でゴールを決めます。

 準備するもの
プリント4（40ページ）とプリント5（41ページ）の

コピー1枚ずつ

以下のことを説明します。 　 セッション2とセッション3では
「PLAN THE CHANGE　変化をデザインする」に取り組みます。

私たちが描いたお姫様のような外見でなければ美しくないと思
うことが、なぜ問題なのかもっと考える活動をします。プロジェ
クトを計画し、どの問題のために活動するのかについて考え始
めます。また、私たちの手助けをしてくれる人のことについても
考えていきます！

連想ゲームをします。
1.  7つのチームまたは2人組を作ります（人数が足りない場合
は、扱う問題を絞り込んでください）。
　

FREE 
BEING 

ME

 
変化をデザインする 
PLAN  THE  CHANGE

チャレンジ2
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問題はなに？（つづき）   

アイデア

- このようなメッセージから、お姫様・モデル・TVに出
ているスターのような外見になるべきだと言われ続
けるから 

- ありのままの姿では美しくないと思わされるから

- お姫様のような外見でなければ、人にあまり好かれ
ないと思わされることがあるから

- １人ひとりが大切で美しいということが分からなくな
るから。ありのままの自分の外見を変える必要はな
いことに気づかないから。

30分

ヒント
リーダーは各チームの発表ができるよう支援し、

準備ができているかを確認してください。場合によって

はリーダーがその人物を演じ、チームが、何が問題なの

かを当ててもよいでしょう。演技では、実在の人物を取り

上げないようにしてください。演技をしたくないメンバ

ーがいてもかまいません。そのメンバーには、監督をし

てもらいましょう！

4.   重要－以下のことを説明してください。
   発表の中に出てきた人物のように感じたり行動したりする
のには、さまざまな理由があります。誰でも自信がなかったり悩
んだりします。もし皆さんが、何らかの理由で悲しい思いをした
り、悩んだり、他の人のことが気になったりしたときには、自分1
人で悩まず、家族・保護者・先生・リーダーなど信頼できる人に
相談してください。 

このアクティビティ1を通して分かったことは、外見を気にし、あ
りのままの自分が大切で美しいことを知らないと、問題をかか
え、楽しいことを見逃してしまうかもしれないということです。

エミが聞いたようなメッセージを止めることができれば、より多
くの人が新しいことを始める自信を持ち、楽しい気持ちになる
でしょう。そうなったら、世界はもっと楽しく、生き生きした、新し
いアイデアが生まれてくる場所になるでしょう！

3.全員が集合し、各チームが順番に発表します。他のチームは
観客となり、演じた人物がかかえている問題を当てます。1チ
ームの発表の時間は1～2分間としてください。

すべて問題を当てたら、次の質問をします。

•  演じてみてどんな気持ちになりましたか？
•  エミの物語のように、なぜこのような行動をとってしまうの 
　でしょうか？ 

2.     「プリント4」のリストから、各チームそれぞれ違う人物
を割り当てます。自分のチームが取り組む人物を他のチー
ムに見られないようにしてください。数分間でその人物を
演じる練習をします。絵やジェスチャーで表現してもよいで
しょう。

 
変化をデザインする 
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問題はなに？（つづき）  30分

5.  問題をかかえている人物を絞り込みます。 
問題をかかえている7人について知り、話し合いました。これら
の問題を引き起こしているのは、自分の外見をみんなが描いた
お姫様のようになるべきだと人々に思わせる、テレビ・雑誌・友
達・家族・SNS・映画などさまざまなところから出されるメッセー
ジです。

問題をかかえているこんな人たちがいます。

• プロジェクトで変えたいと思う「問題をかかえている人物」
を選びましょう。このアクティビティ1に出てきた人物の中
から1人を選んでも、グループで思いついた人物にしても
よいでしょう。

• 投票をおこないます！ 投票をする前に、なぜその人物に最
も興味があるのか意見を述べるようグループを促したり、
候補を絞り込んでもよいでしょう。

• これが皆さんのプロジェクトのゴールになります！  「プ
リント5」にゴールを以下のように記入し、全員で共有します。

例：
「ゴールは...少女がスポーツや遊びの仲間に入る自信を

持つこと」
「ゴールは...少女が外見のことでからかわれたり、いじめ
られたりしないようにすること」

  憶えておきましょう
　ゴールは１つの夢の世界であり、あなたをやる気にさせる

ものです。ゴールのすべてを実現することができなかった
としても、あなたの活動は、ゴールに向かって前進する助
けになります！

他の人と自分を　
比べる人

スポーツや遊びの
仲間に入る自信が
ない人

友達を褒めるとき
に、その人自身のこ
とではなく、　　　
外見を褒める人

人前で話をするの
が苦手な人

他の人は、才能や何
ができるかよりも　
見た目に関心がある
と思っている人

友達と一緒に　　
いたくない人

外見のことで　　
からかわれたり、　
いじめられたりして
いる人
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セッション2　アクティビティ2

障害物が！

ねらい
ゴールの達成を妨害するものについて理解します。プロ
ジェクトで焦点を当てるゴール達成をはばむものを1つ
に絞り込みます。

活動内容
  私たちはより多くの人に、その人がありのままで美しく、大

切な存在であることを分かってもらいたいと思っています。そし
て、ゴールを実現させたいと思っています！

エミの物語を覚えていますか？ エミは、外見を気にするように
するメッセージをたくさん見たり聞いたりしていました。

これから、ゲームを通して、こういったメッセージからなぜ人々
がそう思うのかについて考え、私たちのプロジェクトにもう一歩
近づきます！

1.  全員が集会場所の一方の端に立ちます。グループで決めた
プロジェクトのゴールを大きな紙に書き、それを反対側の端
に置きます。

　例：「ゴールは...少女がスポーツや遊びの仲間に入る自信を
持つこと」 

　メンバーがスタート地点から反対側の端まで行くことを目指
します。配慮が必要な参加者がいる場合は、ゲームのやり方
を工夫してください。

　質問します。   さあ、ゴールまで簡単に行けると思います
か？  はい！ 全員が走って反対側まで行き、それを確認します。
その後、全員もとの位置まで戻ります。

2.  ゲームを始めます。
   次は、途中に障害物があります。障害物をすりぬけて進ん

でください！ 

 概要
走ったり、話し合いをしたりするゲームです。　
焦点を当てる問題を投票で決定します。

 準備するもの
プリント6（42ページ）のコピー1枚

30分

ヒント
ここでは、「障害物」という言葉は、運動会の　　　　　

「障害物競走」をイメージしています。「障害物」はゴー

ルへの到達をはばむものを意味します。このゲームの　

「障害物」は後に「問題」という言葉に変わります。

①22ページ「障害物のリスト」から１つ障害物を選びます。障
害物役を務めてくれるメンバーを募り、集会場所の中央に
立ってもらいます。例えば「広告」と書いた紙を障害物役の
メンバーに持ってもらい、どんな障害物かが分かるように
してもよいでしょう。

②障害物役が位置に着いたら、障害物が何か、またゴールに
たどりつくことをその障害物が妨害するかもしれない理由
を、グループのメンバーと短時間で話し合います。障害物
の何が原因で自分の外見が気になるのかを考えます（アイ
デアは22ページ）。

③リーダーの合図とともにグループの残りのメンバーは、集
会場所の反対側の端にあるゴールを目指して走ります。障
害物役のメンバーは、走って行くメンバーをできるだけ多
くつかまえてください！ つかまった人は「アウト」になり、そ
の先には進めません。ただし、話し合いには参加します。

④質問します。   向こう側に行くのは、前より難しくなりま
したか？

⑤最初の障害物役はそのままで、新しい障害物役を募りま
す。リストから選んだ新しい障害物役を加えて、グループは
もう一度走ります。障害物役のメンバーは、走って行くメン
バーをつかまえます。つかまったメンバーは「アウト」にな
ります。

⑥ゲームを繰り返します。毎回新しい障害物を追加し、それぞ
れの障害物について手短に話し合います。

⑦毎回走り終わった後、質問します   向こう側に行くのは、
前より難しくなりましたか？
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障害物が！（つづき） 30分

3.  障害物 がすべて出つくしたら、ゲームは終わりです。まだゲ
ームに残っているメンバーと、アウトになったメンバーの人
数を確認します。

　　質問します。   全員がゴールまで行けましたか？ 障害物
につかまった人がいましたか？ 現実の世界でも同じことで
す！ より多くの人がゴールまで行けるようみんなを助けまし
ょう。

　以下のことについて話し合います。
なぜこれらの障害物に、ゴールに行くのを邪魔されるのでし
ょうか？

以下の例をヒントにしましょう。もしあなたのゴールが「少女
がスポーツや遊びの仲間に入る自信を持つこと」だとする
と、障害物のせいで少女はこんなふうに思っているのかもし
れません。

・ スポーツをしていると、他の人から見られるのが気になる。
・ 仲間に入る自信がなく、心細い。
・ 友達が一緒に遊んでくれないかも。
・ チームに選ばれないかも。 
・ スポーツや遊びをすると、汗をかいて汚くなる！ いつもお  
　姫様のような外見でいなければいけないと思うと、遊びた
　くなくなってしまう。

4.  障害物を選びます。
もう一度投票をおこないます！ この投票では、自分たちがプ
ロジェクトの中で、どの障害物をなくすための活動をするの
かを決めます。時間があれば、自分が最も興味を持っている
障害物を述べてもらうのもよいでしょう。ゴールへの最大の
障害物や、コミュニティで起きている問題の原因と思われる
ものについて考えてください。

・障害物が決まったら、  「プリント6」に記入し、ゴールの
下に掲示してください。 

とりのぞきたい障害物（問題）は
「スタイルのよいこどもたちだけがスポーツをしている広告」

ゴールは
「少女がスポーツや遊びの仲間に入る自信を持つこと」

ヒント
必要に応じてリーダーがゴールとの関連性が　　　　
高い障害物に選択肢を絞り込んでください。また、障害
物をより具体的にしても良いでしょう。例えば、「少女が
スポーツをする自信」について考えていれば、「広告」と
いう障害物をより具体的に「スポーツ用品の広告」とし
てもよいでしょう。 
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障害物が！（つづき）　  

障害物のリスト
ここにあげる障害物は、エミの物語にあったものに、さらにアイデアを加えたものです。これらにより、多くの人々はボディコン
フィデンスを持てなくなっています。あなたのコミュニティとゴールに最もふさわしいと思われる障害物を選んでください。数
に制限はありません。あなた自身のアイデアもどんどん加えましょう！

30分

インターネットの　
ソーシャルメディア

他の人が写った写真に
ついて意見を言う人や、
お姫様・王子様の絵にで
きるだけ似た写真を投
稿する人がいます。その
ため、誰もがそのような
外見でなければいけな
いような気になります。

少女・少年向けの
雑誌

お姫様・王子様にとても
よく似た外見の人の写
真だけが載っています。
また、外見を変える方法
を紹介しています。

お店で
売られている服

限られたサイズや体形
の人にしか着られないこ
とがあります。また誰も
が好きなわけではない
流行を追っています。

映画

私たちが描いたお姫様・
王子様のような外見の
人物だけを主役にして
います

出演者が人の外見につ
いて話して、その人の素
晴らしい仕事や人柄は取
り上げません。

ラジオまたはテレビ
番組

私たちが描いたお姫様・
王子様のような外見に
近づくことを売りものに
した製品を宣伝すること
があります。広告にはお
姫様・王子様にとてもよ
く似た人だけを登場さ
せます。

広告会社 学校の友達

人の外見についてうわさ
したり、外見で人への態
度を変えたりすることが
あります。

障害物

何をして　
いる？
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10分

セッション2　アクティビティ3 

権限のある人は誰？   

 概要
体を使って連想ゲームをします。 

 準備するもの
特にありません。

ねらい
権限のある人とはどんな人か、また変化を起こすためになぜ権
限のある人に働きかけることが重要なのかを理解します。

活動内容
説明します。  プロジェクトでは2つのことをおこないます。

・ 私たちが望む変化の実現を働きかけます。

・ 私たちが望む変化をガールスカウト以外の人に伝え、さらに 
　他の人に広げてくれるようお願いします。

私たちには今、目指すゴールがあります。また、なくしたいと考
える障害物（問題）も決めました。（これまでのアクティビティ1と
2で考えたゴールと障害物のプリントを示します。） これから、プ
ロジェクトを手助けしてくれるのは誰かを考え、私たちが働き
かける相手を決めます。また、その人に何をしてもらうのかも決
めます。

社会を変える決定をすることができる人のことを、「権限のある
人」と呼びます。これらの人々は変化を生みだす「権限」を持って
いるからです。このアクティビティ3を通して、権限のある人とは
どんな人かを考えます。

1.  「権限のある人」を示す力強く見えるポーズを決めます。全
員が違うポーズでもかまいません。例えば、胸を張って立ち、
腰に手をあてたりするのはどうでしょうか！

2.  これから、さまざまな場面と3種類の人について読みます。
メンバーは、3種類の人の中から「権限のある人（その場面を
変えることになる決定を下すことができる人）」を当てます。
この人が「権限のある人」と思ったら、1で決めたポーズをし
ます！

ある学校でいじめが起こっています。これを
止めなければいけません。この場面で権限の
ある人は、次のうち誰ですか？

・ 子ども

・ 校長先生

・ 保護者

答え：校長先生。校長先生は学校のいじめに関する方針を変え
る決定を下すことができるからです。子どもと保護者は、校長先
生に問題を伝え変化を起こすよう働きかけることができます

場面1

ある雑誌で、外見を変える方法について記事
を減らすことになりました。その代わりに、さ

まざまな興味深い人々を記事に取り上げます。このことを実現
できる、権限のある人は誰でしょうか？

・ 雑誌の編集者

・ 読者

・ 雑誌に広告を出す人

答え：雑誌の編集者。雑誌に何を載せるかを決める人だからで
す。読者と雑誌に広告を出す人は変化を起こすよう働きかける
ことができます。

場面2
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権限のある人は誰？（つづき）     10分

ある広告会社で、自分の外見に自信が持てる
ような広告だけを掲載します。このことを決

めることができる、権限のある人は誰でしょうか？

・ 広告を見る人

・ 広告を作る人

・ 広告会社の社長

答え：広告会社の社長。 会社の仕事の内容について、大切なこ
とを決める人だからです。広告を見る人と広告を作る人は、変
化を起こすよう働きかけることができます。

 

ある有名な洋服ブランドで、さまざまなサイ
ズや体形の人向けの服を作ることが決まりま
す。この変化を実現することができる、権限の

ある人は誰でしょうか？

・ そのブランドのファッションデザイナーの責任者

・ そのブランドの服を作る人

・ そのブランドの服を買う人

答え：ファッションデザイナーの責任者。どんな服を作るかを決
定することができる人だからです。服を作る人と買う人は、変化
を起こすよう働きかけることができます。

政府が学校に対し、生徒が自分自身や自分の
外見に自信を持つことにつながる活動を増

やすよう求めています。このことができる、権限のある人は誰
でしょうか？

・ 学校の先生

・ 学校の生徒

・ 文部科学大臣・国会議員 

答え：文部科学大臣・国会議員。これらの人々は、学校で教えるこ
とを決定し指示することができます。先生と生徒は、どんな変化
が必要なのかを政府に伝えることができます。

この他にも、コミュニティや社会にふさわしい場
面を追加しましょう。

3.  質問をします。

 権限のある人とはどんな人か、説明できる人はいますか？
      何か大きな責任を持つ人！ 変化の実現につながる決定を下

すことができる人。

      それぞれの場面で、変化を起こすよう働きかけることができ
る人たちがいたことに気がつきましたか？ 誰でも、変化を
起こすよう働きかけることができます。権限のある人に変化
を起こすよう働きかけることは、その人を説得して行動を起
こしてもらうための、ただ1つの方法かもしれません。ですか
ら、皆さんがとても重要なのです！

場面5場面3

場面4
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例えば

問題（障害物）が「スタイルのよいこどもたちだけがス
ポーツをしている広告」で、ゴールが「少女がスポーツ
や遊びの仲間に入る自信を持つこと」だとすると、次の
ような人たちが権限のある人となるでしょう。

・広告を作っている会社の社長 

・スポーツウェア会社の社長で、製品を宣伝するため
に、決められた外見でなければスポーツができない
ように感じさせる広告を作らせている人

・公共の場に広告することを許可する政府の関係者

また、問題（障害物）が「子どもたちが学校で、外見の
ことで互いをからかったり、いじめたりすること」だと
すると、権限のある人は次のような人たちでしょう。

・学校の校長先生

・教育委員会、文部科学省など

20分

セッション2　アクティビティ4

権限のある人を選ぼう

 概要
輪になって話し合います。

 準備するもの
プリント7（43ページ）のコピー1枚

ねらい
プロジェクトで焦点を当てる、権限のある人を選びます。

活動内容
このセッション最後のアクティビティです。変化を起こすために
グループで働きかける、権限のある人を決めます。

1.  輪になって座り、すでに記入した  「プリント5」と「プリン
ト6」を輪の中央に置き、全員から見えるようにします。

2.  質問します。  「私たちの問題（障害物）に対して権限のあ
る人は誰でしょうか？」 

問題（障害物）に変化を起こせ
る権限のある人が複数いる場
合は、1人に焦点をしぼってくだ
さい。
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権限のある人を選ぼう（つづき）          20分

場合によっては、以下にあげた権限のある人に関するアイデ
アを紙に書き、それを切り分けて並べて、問題（障害物）に最も
関係の深い人が誰かを検討してもよいでしょう。

・  テレビのプロデューサー（どんな番組を作るかを決める人）

・  ファッションデザイナーの責任者（大きなブランドでどんな
服を作るかを決める人）

・  広告会社の社長（どんな広告を作るかを決める人）

・  地方または中央政府で働く人（法律や政府のお金の使い
道を決める人）

・  洋服の大きなチェーン店の責任者（どんな服を売るのかを
決める人）

・  映画監督（映画に出演する人を決める人）

・  ウェブサイトまたはソーシャルメディアの責任者（どんなも
のをウェブサイトに載せるのかを決めたり、ソーシャルメデ
ィア・サイトのしくみを決めたりする人）

・  校長先生（学校で何をするのかを決める人）

3.    「プリント7」にグループで焦点を当てると決めた権限
のある人を記入し、ゴールと障害物の下に掲示します。それ
らを読み上げてくれるメンバーを募ります。「ゴール」「とり
のぞきたい障害物は」「変化を起こすことをおねがいする権
限のある人は」の順に読み上げます。

ヒント
このアクティビティ4は、年少のメンバーにとっ　　　　
ては難しい活動です。リーダーはさまざまな助言をし、
工夫してください。リーダーのアイデアがメンバーと異
なる場合は、両方とも取り入れると効果的です！
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セッション3

私たちの行動計画 45分～1時間

ねらい
行動計画を立てます。

活動内容
これから、プロジェクトの計画を立てます！

1.  まず、これまでの活動をふりかえります。
  これまでの活動で、皆さん一人ひとりがかけがいのない存

在であり、自分のありのままを大切にすることについて話し
合ってきました。

フクロウのエミの物語では、「ありのままの外見ではよくな
い」というメッセージをいつも見聞きしていることが分かり
ました。これは大きな問題です。この問題が原因で、ありの
ままの自分でいてはいけないと思い悩み、悲しい気持ちに
させられるのです。

プロジェクトで取り組むゴールを決めました。

プロジェクトでとりのぞきたい問題（障害物）を決めました。

変化を起こすことをお願いする権限のある人を見つけ決
めました。

すでに記入した  「プリント5」「プリント6」「プリント7」
が全員から見えるようにします。

2.  行動計画を立てます。
これから立てる計画は、2つの活動に分かれます。

• 権限のある人に連絡を取り、私たちが望む変化を起こす
よう働きかけること。

• コミュニティのガールスカウト以外の人たちに参加しても
らうこと。

バッジを取得するには、参加者1人が3人以上のガールスカ
ウト以外の人に働きかけます（参加者が10人なら、30人以
上の人に働きかけてください）。

 「プリント8」に、行動計画を記入します。空欄を埋めて
プロジェクトの具体的な内容を決めるのに役立ててくださ
い。

 概要
実施する行動計画をグループで話し合います。

 準備するもの
プリント8（44ページ）とプリント9（46ページ）

ヒント
• グループで選んだ問題と権限のある人に
　ついて、理解を深めるために事前調査をしましょう。

• 計画の段階ではリーダーが導くことが多くなるでしょ
うが、メンバーがアイデアを発言し共有することを促
してください。

• このセッションでは、座って話している時間が長くなり
ます！ セッション4でおこなうチームビルディングゲー
ム（31ページ）の1つを試して、体を動かしてみましょ
う！ またはグループが好きな体を動かすゲームをお
こなってもよいでしょう。

権限のある人
問題（障害物）

ゴール
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私たちの行動計画（つづき）   45分～1時間

働きかける、権限のある人を
決めます。リーダーが候補者

のリストを作ってもよいでしょ
う。例えば、ボディコンフィデンス

を高めるような広告を作っていない会社の社長や、子ども
と若者の教育を担当している地方議員または国会議員な
どの名前をあげます。

権限のある人に実行してほ
しいと働きかけることの内容

を具体的に決めます。ここで
は、権限のある人について調べた

ことが役立つでしょう。次のことを検討してください

• その人の職業は？ どんな権限を持っていますか？ どんなこと
を決めることができますか？

• その人は人々の自信が持てるよう支援することに関心があり
ますか？ 前にも同じような支援をおこなったことがあります
か？

• その人は変化を起こす可能性がありそうですか？ 無理だと思
っても、大きな変化を起こすよう働きかけることはできます。
声を上げることは、変化につながります。

• その人に働きかけるのは簡単ですか（例：近くの学校の校長
先生）？ それとも難しいですか（例：全国的に有名な雑誌の編
集者）?

• その人について、もっと調べられそうですか？ その人はソー
シャルメディアを利用していたり、地方や全国の報道でイン
タビューされたりしているかもしれません。その人が興味を
持っているものは何ですか？

• 全員で輪になってそれぞれの項目について話し合い記入
します。

全員が発言しやすいように「トーキング・スティック」という
方法を使うこともできます。話をしたい人は手をあげて、何
か（棒など、何でもかまいません）を、そのメンバーに回し、
それを持っている間だけ話をします。

これまでにグループで決めた「ゴール」「とりのぞきたい障
害物」「変化を起こすことをお願いする権限のある人」「コミ
ュニティに働きかけること」を プリント8に記入してくだ
さい。以下に、各項目の検討に役立つアイデアの1部を紹
介します。

働きかける相手
（だれに）

働きかけること
（おねがいすること）
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権限のある人に連絡す
る方法について、アイデ
アの一部を以下に紹介

します。

・ 手紙（または同じ手紙をグループの各メンバーがそれぞれ出
します）

・ メール

・ ツイート（リーダーがメンバーを代表してツイートしましょう）

・ 動画を制作しソーシャルメディアで発信

・ 面会の申し込み、イベントへの招待

・ 電話

・ 請願書に署名を集めて提出

・ 伝言（例えば、地元選出の国会議員に頼んで、メッセージを国
会で伝えてもらいます）

私たちの行動計画（つづき）   45分～1時間

連絡を取り、変化を起こす
よう働きかける方法

（どうやって）

FBM行動編バッジを取得す
るには、参加者1人が3人以
上のガールスカウト以外の人

々に起こそうとしている変化につ
いて伝え、活動に協力してもらいま

す。友達・家族・コミュニティの協力があれば、メッセージがよ
り広く伝わるでしょう。そして権限のある人があなたの働きか
けに応えてくれる可能性が高まります。コミュニティに働きか
ける方法について、アイデアの一部を以下に紹介します。

イベント：友達・家族・コミュニティのメンバーを招待します。
食べ物または飲み物、または楽しい出し物でおもてなしをし
ます。お話・展示・パフォーマンス・ゲストの講演をしてメッセ
ージを共有し、つながりましょう。「本来あるべき女性と少女」
のファッションショーをするのもよいでしょう。さまざまな年
齢、さまざまな体形、身体の条件に応じた洋服を見せます。

集まり･行進：特定の時間に特定の場所に人々に集まっても
らい、自分たちが望む変化を公共の場で呼びかけます。この
とき権限のある人に来てもらいます。

権限のある人への手紙/面会：権限のある人に手紙を書
こうとしていますか。友達や家族にも手紙を書いてもらいま
す。手紙の数が多ければ多いほどインパクトが大きくなりま
す。または、共有したい手紙を読んでいる動画を作成し、同時
に権限のある人にバーチャル（Twitterなど）で発信します。

請願書：友達･家族･コミュニティにお願いをして、あなたの取
り組みに賛成してくれていることを示す署名をしてもらいま
す。これを権限のある人に直接見せるか、「権限のある人への
手紙/面会」で述べたように手紙を出してみましょう。

コミュニティに
働きかけること

具体的に！
あなたの望むことを正確に理解してもらうため、　　

権限のある人に実際に起こしてもらう変化について、

できるだけ短く分かりやすくまとめてください。　　

例えば、雑誌の編集者に、連載の1つを人に感銘を与

えるような人の話に変更するよう働きかけます。（連

載第1回の記事を提供してはどうでしょう！）校長先生

に、毎月1回1時間、自信をはぐくみいじめをなくすた

めの活動をするよう働きかけます。
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変化を起こす：周りの人と一緒に「ありのままの自分が美し
くかけがえのない存在であること」を勇気づけるような自分
たちの作品を作り、ネット動画・雑誌・ファッションショーを開
いて共有します。または、学校などで「容姿についての話をし
ない日」（1日中「作られたイメージ」に関わる言葉を使わない
日）を決めましょう。

ボディコンフィデンスを促進する：「Free Being Me（フリ
ービーイングミー）行動編」か「大好きなわたし～Free Being 
Me（フリービーイングミー）～」のおもしろい活動を体験して
もらいましょう。

チャレンジしてもらう：人々が自分に自信がもてるよう、外見
を気にし過ぎないように何か１つすることを誓ってもらいま
す。例えば、その人の外見を褒めるのではなくその人自身を
褒めます。

動画を作成する：私たちの望む変化を世界と共有するいい
機会です！ コミュニティの人やグループのメンバーにインタ
ビューする・寸劇・詩・ダンスの動画を作成します。

　 オンラインで発信します（リーダーか20歳以上の人が発信し
ます）：問題を人々に知ってもらうためにSNSを利用します。

• 友達にあなたのコンテンツを共有してもらう。

• 友達にコンテンツを作ったり、コメントしてもらう。

• 友達にお願いした活動に参加してもらう。

• 参加してもらいたいイベントや行進のことを口頭で広める。

• 自分でオリジナルのハッシュタグを作る。

• ハッシュタグ「#FreeBeingMe」を使って世界の取り組みとつ
なげる。

重要　FBM行動編バッジを取得するには、参加者１人につ
き少なくとも3人に協力してもらいます（グループに10人いれ
ば、30人の人に協力してもらいます）。

　協力者には活動に参加してもらいます。

　例えば、

　•  請願書に署名してもらう。

　•  なぜ請願書に署名したのかを説明するコメントを協力者の
　フォロワーと共有してもらう。

　•   こと企画したイベントに参加してもらう。

　•   活動に参加してもらう。

3. チームごとに活動します。
• 何の活動をするか決定したら、実現するのにどんな役割が

必要か考えます。協力者をチームに分けて役割をお願いし
ます。

• 各チームのリーダーには参加者がなります。リーダーを大
人や若いリーダーが支援してください。

  「プリント9」を参考にして役割を進めてください。

  「プリント9.1」（47ページ）に例が載っています。

ヒント
たくさんのアイデアが出るようであれば、何

をするべきか判断しやすいように書き出し

て投票しましょう。

ヒント
十分に活動する時間がとれるか、材料が　　　
揃っているか、支援があるかどうか確認するいい
機会です。計画を変更するのであれば今です！

A ‘FREE BEING ME’ 
PROGRAMME

ACTION 
ON BODY 

CONFIDENCE
A ‘FREE BEING ME’ 

PROGRAMME

ACTION 
ON BODY 

CONFIDENCE

私たちの行動計画（つづき）   45分～1時間
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セッション4

行動を実施する プロジェクト
による

1.  調子はどう？ プロジェクトのモニタリング
　プロジェクトが計画に沿って進むようにしてください。以下

のことを確認しながらプロジェクトを進めます。

• やると決めたことが実行できていますか？（必要に応じて
計画を変更してください。ただし、達成すべきことは変えな
いようにしてください。） 

• 予定通りに進んでいますか？
• 計画したことを実行するのに十分な支援がありますか？
　（何でも自分でやろうとしてはいけません。）
• 達成すると決めたことが計画通りに達成できていますか？
• 行動計画に問題はありませんか？ 改善すべきところはあり

ませんか？
• プロジェクトは目指していた変化を起こせますか？ 

2.  人に影響を与えるには
　働きかけようとしている「権限のある人」が誰だとしても、そ

の人にあなたの考えを聞いてもらわなくてはいけません。
以下のヒントを役立てましょう！

• 親しげに質問し笑顔で接します。その人が必要とされてお
り、チームの一員であるという意識を相手に持ってもらい
ます。

• その人自身や仕事に関心を持っていることを示します。
• 望んでいる変化を説明します。
• 「ボディコンフィデンスの問題」について説明します。また、

少女・少年が「ありのままの自分は大切でかけがえのない

存在であること」を理解することが重要である理由を説明
します。自分たちは少女・少年の経験をよく理解するエキス
パートであることを忘れないで下さい。

• その人が成しとげたことをたたえます。
• その人の考え方と意見を尊重する意向を示します。
• その人にお願いしたいことを明確に伝えます。

3.  チームビルディングゲーム
　チームを作ります。特に長期間のプロジェクトの場合、また

はプロジェクトの間に間隔があく場合は、事前にチームワー
クを築くとよいでしょう。

よいチームワークを築くためにWAGGGS
が提供するゲームをやってみてください。

チームのみんなで川を安全に渡り
ましょう

①チームに、ワニがたくさんいる川を
　渡らなければいけないと伝えます。
　（床の2カ所に川の両岸に見立てた

印をつけます。）川を渡る方法は1つだけ。川に浮かんだ丸太
や石を飛び移っていくしかありません。

②各チームに、丸太の代わりとして、１人がその上に立つのに
ギリギリの大きさの正方形の紙を配り、丸太に見立てます。
配る紙の枚数は、チームの人数の3分の1とします。（例えば、
チームが9人だったら紙は3枚です。）紙は拾い上げたり、動か
したりできます。ただし、１枚の紙の上には常に１人しか立
てません。チームで協力し、全員が川を渡りきることができる
でしょうか。

この先の活動は皆さん次第です！ 

プロジェクトの計画は立ちました。これからはそれを実現

していきます。

計画しているプロジェクトの大きさや期間に関係なく、

以下にあげたヒントを活用して、素晴らしいチームとと

もにプロジェクトから最高の結果を引き出してください。

ワニの川を渡れ

 
行動を起こす 

MAKE THE CHANGE
チャレンジ3



Free Being Me（フリービーイングミー）　行動編　リーダーズガイド132

どんどん小さくなっていく島にチーム
全員で立ち続けます。

①いくつかのチームに分けます。それぞ
　れのチームは、大きな紙の上かロープ

の輪の中に立ちます。全員が立てるくらいの大きさの紙かロ
ープを準備してください。

②リーダーは少しずつ紙を破るか、輪を小さくしていきます。
　チームはアイデアを出し合い、全員が紙の上や輪の中に立

　ち続けるようにします。誰かが紙または輪から出たらゲー
ム終了です。

円陣のバランスを保ちま
す。

①全員で輪になり内側を向
　き、手をつなぎます。

②そのまま後ろに進み、輪をできるだけ広げま
す。隣の人としっかり手がつながっている状

態を保ってください。

③1、2、の3で足の位置はそのま
　 ま、全員が後ろに体を傾けま   
　す。つながった手を頼りに倒れ

　ないようにバランスをとり、でき
　るだけ後ろに体を傾けましょう。

④全員のポーズが安定したら、輪を作っている
メンバーに1、2、1、2、・・・と交互に番号を振り
分けます。

⑤次に「1」を振り分けられた人は内側に体を
傾け、「2」の人は外側に体を傾けます。交代で
傾ける方向を変えていきます。バランスを取
って輪が崩れないようにしましょう。

チームみんなで再現します。

①いくつかのチームに分けます。各チー
　ムは紙に模様を描いたり、ブロックを
　組み立てたり、枝や鉛筆を並べたり

して床に模様を描きます。（リーダーはあまり複雑になら
ないように指導してください。）

②それぞれのチームは、他のチームが描いた模様または
作ったものを再現します。ただし、チームは作られた模
様と離れた場所にいて、1回に1人のチームメンバーを
模様の場所に送り、どんなものか見に行きます。戻っ
てきてどんな物を作るのか説明し、チームメンバ
ーに再現してもらいます。

再現しよう 沈んでいく島

タワーを作ろう

バランス 

できるだけ高い
タワーを作ります。

①グループ全員ま
　たは少人数に

分けて、与えられた材料でできるだ
け高いタワーを作ります。材料は
紙・カード・トランプ・棒・マッチ
棒・箱・ペットボトルなどです。材
料をつなげるものを決めておき
ます。例えばマスキングテープや
ひもなどです。

②制限時間を設定する、速さを競う、強度
を競うなどもできます。

行動を実施する（つづき）
プロジェクト

による
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FREE 
BEING 

ME

セッション5

世界と共有する   

成果
うまくいったこと、もっとうまくできたかもしれないことをふりか
えります。今後の活動のための学びとし、成果を称えます。

活動内容
楽しくこのプロジェクトを実施することができましたか？ このよ
うなプロジェクトをおこなった後には、自分たちが成し遂げたこ
とを共有し、必ず評価することがとても大切です。どのように進
められたかを評価し、成功したことや、次回はもっと改善したい
と思ったことを確認します。

1.  世界と共有します。
WAGGGSとダヴは、このプロジェクトに挑戦した皆さんの
報告を待っています。以下の2つのことをおこなってくださ
い。

グループの体験を共有する
WAGGGSのFree Being Meのウェブサイトにグルー
プの体験を投稿してください。ウェブサイトに発信さ
れます。（英語）

共有するのは、以下の理由です。

・ あなたのプロジェクトの実施と成功の話が世界の
　仲間に影響を及ぼします。

・ あなたからの声と体験を共有することで、全世界
　の意思決定者に、自己肯定感の高い世界にむけて
　行動する必要性を気づかせ、理解してもらえます。

以下のURLから簡単な質問に答え、写真や動画を共有し
ましょう。（英語）

free-being-me.com/your-stories/

また、ハッシュタグ「#FreeBeingMe」をつけて
　　　　　SNSで発信するのもよいでしょう。

 概要
プロジェクトふりかえりのゲームをします。

 必要なもの
紙、ペン

40分

 
次につなげる 

SHARE THE CHANGE
チャレンジ4
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世界と共有する （つづき） 40分

2.  評価します。

1）全体のふりかえり：
　　参加者はプロジェクトの中で何が楽しく、何が楽しくなかっ

たですか。

行ったり来たり　部屋の片方の壁に「とても楽しかった」反対側
の壁に「ぜんぜん楽しくなかった」と紙に書いて貼ります。実
施した活動を1つずつ読み上げ、おのおのが感じた位置に立
ちます。例えば、「校長先生に手紙を書いたこと」「友達と両親
の前で話したこと」「動画を制作したこと」などです。

ポーズで示そう　参加者に１分間で最も楽しかったアクティビ
ティのポーズを考えてもらいます。1分経過したら、「ストップ！」
と言い、参加者はそれぞれの考えたポーズをとります。リーダ
ーは部屋を回り、どのアクティビティからそのポーズをとった
のか、そしてなぜそれを選んだのかをリーダーと参加者で話
し合います。

2) 何が達成できたか？
　•  活動計画の中心となった活動についてふりかえります。

　•  全員が起立し、それぞれの目標について達成できていれば
両手を高く挙げ、全く達成できていなければ、両手を床につ
け、中間の場合は両手を体の真ん中あたりに置くことを説
明し、全員でポーズをとりましょう。

　•  どうしてそう思うのかを話し合ってください。

　　―うまくできたことは？

　　―もっとうまくできなかったか？

　　―もっと違う方法でできなかったか？

覚えておいてください。自分たちが望んでいる変化が起らない
かもしれません。でも人々に伝えたり、権限のある人に問題に
対して興味をもってもらえたことが重要であり十分成功と言え
るでしょう！

3.  次に何をする？

プロジェクトが終了しても、１人ひとり美しくかけがえのない存
在であることを意識するよう、人々に対しどのように働きかけ続
けていくかを話し合いましょう。以下にアイデアを述べます。

　•  権限のある人が約束してくれたことを実行してくれている
かどうか確認します。

　•  「大好きなわたし～Free Being Me（フリービーイングミー）
～」や「Free Being Me（フリービーイングミー） 行動編」のア
クティビティを定期的に1つおこなうことにする。

　•  プロジェクトと起こしたかった変化について、もう１人他の  
人に話すことを約束する。 

4.  お祝いしよう! 

       皆さんはすばらしい活動をしました。皆さんの活動は、少女
たちが自信を持ち、自分らしく夢を追うことができる、よりよ
い世界に近づかせています。パーティを開きプロジェクトを
支援してくれた人たちを招待しましょう。

 
次につなげる 
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やりとげましたか？
よくできました。

皆さんは「大好きなわたし～Free 
Being Me（フリービーイングミ
ー）～」の世界を作るのに力を貸
してくれました。

「Free Being Me（フリービーイ
ングミー） 行動編」のバッジを取
得できます。都道府県連盟へ申請
し、購入してください。

世界と共有する（つづき） 40分

 
次につなげる 
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プリント1

お姫様とスーパーヒーローのリスト

チャレンジ1

取り組む前に
SEE THE CHANGE



Free Being Me（フリービーイングミー）　行動編　リーダーズガイド1  37

プリント２

ある一日

エミはフクロウです。エミは家族と一緒に街はずれの大きな木に住んでいます。
エミは本を読んだり、友達と森を探検したりするのが好きです。
エミの目は大きくオレンジ色です。羽根は茶色で模様がついています。 

エミは返事をしようとしましたが、その時間がないことに気づ
きました。学校に遅れそうになっていたのです！ エミはお母さ
んに「行ってきます。」というと、かばんをつかんで巣から飛びた
ちました。

空をすいすい飛びながら、エミは街を見下ろし、遠くの森や川
を眺めました。エミは眺めに夢中になりすぎて、すごく大きな広
告の看板にぶつかりそうになりました！ 「きゃーっ！！」エミは悲
鳴を上げながらバランスを取り戻しました。

「何これ？」エミは新しい看板を見上げました。看板にはビーチ
でポーズをとるフクロウの大きな写真が。写真のフクロウはと
ても痩せていて、瞳の色は明るく、羽根は滑らかでつくりものの
ようでした。

ある日、エミは巣でいつものように目覚め、ぴょんぴょんと朝ご
飯を食べにいきました。世の中で何が起きているのか知りたか
ったエミは、ラジオのスイッチを入れてニュースを聞くことにし
ました。 ラジオでは、2羽のフクロウが話をしていました。そのう
ち1羽がこう言いました。「昨日の国会では、フクロウ総理大臣
の羽根の手入れが行き届いていないようでした。彼女はちっと
も素敵に見えませんでした。」  **ホッホー！！**

エミはその先を聞きませんでした。お母さんが飛んできて、ラ
ジオのスイッチを切ったからです！ 「総理大臣がどう見えたって
関係ないじゃない？」 お母さんは文句を言いました。 「外見より
も、何を言ったか、何をしたかのほうが大切じゃない？」

Emi is an 
Owl.

チャレンジ1

取り組む前に
SEE THE CHANGE
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ある一日  （つづき） 

授業が始まる時間になり、みんな教室に飛んでいきました。エ
ミは通りすがりに、上級生のフクロウ2羽のおしゃべりを聞きま
した。2羽はそれぞれ「フクロウフォン」を見ています。何かをす
ごく悩んでいるようでした。「やだあ！」1羽が叫びました。「この
写真見て。これをネットにアップするなんて信じられない。私、
すごくヘンに写ってる！ 私の羽根を見て！あーあ。」  **ホッ
ホー！！**エミが2羽を追い越すときその写真が見えました。
写真に写っているフクロウは、みんなとても楽しそうに見えたの
です！ エミはため息をつきました。「ありのままの自分たちが楽
しそうできれいに見えるって分からないの？」

教室の止まり木にとまり、エミは
フクロウが1羽残らず自分の見た
目に満足して自信を持ち、他の誰
かのために「外見を変えなくては」
と思う必要のない世界を想像しま
した。それは、どんなに素晴らしい
世界になることでしょう。

 写真の下には、こんなことが書かれていました。「次の旅までに
ダイエットで、素敵な外見に！今すぐこの新しいダイエットをお
試しください！」  **ホッホー！！**エミは自分が出かけた
旅行のことを思い出しました。エミは旅行中、家族と一緒に楽し
く過ごしたり、行ったことのない場所を訪ねたりしました。「見た
目を変えないと楽しめないの？」エミは自分に問いかけました。

学校が近づいてきました。エミはすーっと校庭に着陸すると友
達にあいさつしました。「おはよう！何かあったの？」エミは尋ね
ました。みんなで集まり、ささやき合っていたからです。 友達の
1人が言いました。「見て、あそこにユリがいる！ ずっと見かけな
かったけど、今のユリったら！ モデルさんみたい！ あんなに変わ
るなんて、超意外。前はどうでもいいって感じだったのに。でも、
今はユリ超カッコいい」   **ホッホー！！**

エミはとまどいました。ユリは前から親切ないい子でした。で
も、みんなはユリのことを無視していました。それなのに、ユリ
が見た目を変えると、みんなが突然ユリのことを知りたがるよう
になりました。「どうして見た目で友達の態度が変わるの？」 エ
ミは自分に問いかけました。

チャレンジ1

取り組む前に
SEE THE CHANGE
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わたしたちは
人まえで話

はな
しをすることに

自
じ し ん

信をもちます。

わたしたちは
もっと長

なが
いじかんを、

ともだちといっしょに遊
あそ

びます。

わたしたちは
見
み

た目
め

ではなく、

どんな人であるかが

尊
とうと

ばれます。

わたしたちは
ほかの人と自

じ ぶ ん
分を

くらべません。

わたしたちは
からかわれたりいじめられたり

しません。

わたしたちは
ともだちをほめるとき、

その人の見
み

た目
め

ではなく
その人そのものをほめます。

わたしたちは
よろこんで外

そと
に出

で
て、

スポーツをしたりたくさんの
ともだちと遊

あそ
んだりします。

プリント３

大好きなわたし～Free Being Me（フリービーイングミー）～の世界

わたしたちの
せかいでは…

チャレンジ1

取り組む前に
SEE THE CHANGE
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プリント４

問題はなに？

人のまえで話
はな

したがらない

ともだちといっしょに
いたくない

まわりのみんなと
自
じ ぶ ん

分をくらべる

ともだちのありのままのではなく
見
み

た目
め

をほめる

まわりの人はわたしのできることより、
わたしの見

み
た目

め
を

気
き

にしているとおもう

見
み

た目
め

をからかわれたり、
いじめられたりしている

みんなとスポーツしたり
遊
あそ

ぶ自
じ し ん

信がない

 
変化をデザインする 
PLAN THE CHANGE
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プリント5

ゴールは

ゴールは：

 
変化をデザインする 
PLAN THE CHANGE

チャレンジ2
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プリント6

障害物が！

とりのぞきたい
障
し ょ う が い ぶ つ

害物は：

変
へ ん か

化を起
お

こすことを
おねがいする

権
け ん げ ん

限のある人は：

 
変化をデザインする 
PLAN THE CHANGE
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プリント7

権限のある人を選ぼう

変
へ ん か

化を起
お

こすことを
おねがいする

権
け ん げ ん

限のある人は：

 
変化をデザインする 
PLAN THE CHANGE
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プリント8

行動するために（企画書）

おねがいする
権
けんげん

限のある人

ゴールと
とりのぞきたい
障
しょうがいぶつ

害 物

コミュニティに
働
はたら

きかけること

 
変化をデザインする 
PLAN THE CHANGE
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ゴール：少
しょうじょ

女がスポーツや遊
あそ

びの仲
な か ま

間に入
はい

る自
じ し ん

信を持
も

つこと 

とりのぞきたい障
しょうがいぶつ

害物：スタイルのよいこどもたちだけがスポーツをして
いる広

こうこく
告

問
もんだい

題について学
まな

ぶ集
しゅうかい

会を開
ひら

き、動
ど う が

画をみんなで観
み

て、その動
ど う が

画をソーシャルメディア
にのせてもらう。

権
けんげｎ

限のある人：広
こうこくがいしゃ

告会社の社
しゃちょう

長

だれに：Ｎブランドの広
こうこく

告をつくっている A 広
こうこく

告会社の M 社
しゃちょう

長

どうやって：れい１　手
て が み

紙を書
か

き、切
き っ て

手をはって送
おく

る

　　　　　 れい 2 　社
しゃちょう

長へのメッセージを伝
つた

える動
ど う が

画をつくり、発
はっしん

信する

おねがいすること：いろいろな 体
たいけい

形のこどもがスポーツウェアを着
き

て、
　 楽

たの
しそうにスポーツをしている 広

こうこく
告をつくってもらう

おねがいする
権
けんげん

限のある人

ゴールと
とりのぞきたい
障
しょうがいぶつ

害 物

コミュニティに
働
はたら

きかけること

プリント8.1

行動するために（企画書）

 
変化をデザインする 
PLAN THE CHANGE
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チームに一枚用意します。
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プリント9

行動するために（計画書）

わたしたちのグループは：

すること いつ 担
たんとうしゃ

当者 必
ひつよう

要な
もの

支
し え ん し ゃ

援者

をします。

 
変化をデザインする 
PLAN THE CHANGE
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プリント9.1

行動するために（計画書）

わたしたちのグループは：

手
て が み

紙に書
か

くことに

ついて話
はな

しあう

さくらつぎの集
しゅうかい

会 紙
かみ

とペン じゅんこリーダー

グループで手
て が み

紙を

かくにんする

手
て が み

紙をよむ人 : りさ

記
き ろ く

録がかり：みか

つぎの集
しゅうかい

会の

おわりで

手
て が み

紙 じゅんこリーダー

手
て が み

紙を書
か

く えりつぎの集
しゅうかい

会 紙
かみ

とペン じゅんこリーダー

手
て が み

紙をなおし、

切
き っ て

手をはって送
おく

る

じゅんこリーダーつぎの集
しゅうかい

会の

あとで

コンピューターと
プリンター
切
き っ て

手

権
けんげん

限のある人におくる手
て が み

紙を書
か

き、切
き っ て

手をはって送
おく

る。

サンプル:
チームに一枚用意します。

すること いつ 担
たんとうしゃ

当者 必
ひつよう

要な
もの

支
し え ん し ゃ

援者

をします。
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