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【テーマ☞自己肯定感】

●テーマ設定の背景 
・世界的にみて、日本人の自殺率が高い。 
・自殺者数の「総数」は減ってきているが、年齢別で見ると20歳未満の死亡数は　　 
　ほぼ横ばい。（2018年から2019年にかけては、自殺による死亡率は上がっている。） 
・10代から39歳までの死因の1位は「自殺」。 

（参考）　厚生労働省「令和元年人口動態統計月報年計の概況」 
（参考）　警視庁webサイト「令和元年中における自殺の状況　資料」 

・自殺の原因は様々ですが、その原因の一つと考えられる 
「自分のことを価値ある人間だと考えることができるか」→「自己肯定感」に着目。



【自己肯定感とは？】

言葉通り自分で自分の事を肯定できているかどうか、 

つまり 
「私っていいよね！」 

と自分自身を認められる事です。

自分のことを価値ある人間だと考えられている状態



ニューロロジカル・レベル



～ニューロロジカル・レベル～

これは「自己認識を6つのレベルに分けた」ものです。
「スピリチュアル」「自己認識」「信念・価値観」「能力」「行動」
「環境」の6つのレベルは、それぞれのレベルが互いに影響し合いま
す。あるレベルでの変化が他のレベルに影響するのです。 

例えば、 
「自己認識」が否定的だと、「行動」に制限がかかってしまい、
「能力」や「環境」にも影響します。
　つまり、この自己認識、
「自分を自分で肯定出来るか」が大切なのです。



目標 
・自分を認めることができる。 

・家族や仲間とお互いに認め合いうことができる。 

・自己肯定感を高めるためのツールを作成する。 



現状～海外班



アンケートを日本人、外国人に回答してもらう 

アンケート結果を元に違いを比較する

【海外班の概要】
日本人と外国人の自己肯定感に対する違いを比較する

《活動内容》



《対象者》

日本人　本校の中学3年生 

外国人　本校のネイティブの先生方 
　　　　イギリス人　台湾人

【アンケート内容】

①自分のことが好きですか 

②自分に長所はありますか 
　→長所を知るきっかけとなった 
　　エピソード 

③自分に短所はありますか 
　→短所を知るきっかけとなった 
　　エピソード

《質問》



7%

40%

7%8%

37%

好き
どちらかと言えば好き
どちらかと言えば嫌い
嫌い
その他

【自分のことが好きですか？】

日本人 外国人

7%
7%

87%

日本人よりも外国人の方が「自分のことが好き」だと思っている人が多い。



《好きと回答した方の自分の好きなところ》

6%

22%

72% 内面
外面
その他

日本人

29%

71%

外国人
どちらも内面を重視する人の方が多い。



《嫌いと回答した方の自分の嫌いなところ》

48% 52%

内面
外面

日本人

50% 50%

外国人
自分の嫌いな部分では、共に50%くらいに分かれた。 

好きな所と同じように日本人と外国人の違いはほとんどない。



【自分に長所はありますか?】

100%

日本人

3%
3%
6%

26%
63%

はい
いいえ
わからない
考えたことない
その他

外国人
外国人はアンケートをとった全員が自分の長所を認識している。 

日本人には「わからない」「考えた事がない」などの曖昧な回答が多かった。



《自分の長所をどこで知りましたか?》

日本人 外国人

・家族や友達が困っていたら助ける

・信念を貫ける

・準備が良い

・失敗から学べる

・家族や先生が褒めてくれた

・友達に言われた

・周りの人に感謝された

日本人は人に認めてもらう事で長所に気づくことが多いのに対し、
外国人は自分の行動から長所に気づくことが多い！



7%

93%

【自分に短所はありますか？】

日本人

3%

97% はい
いいえ

外国人

日本人、外国人ともに自分の短所を認識している人は多くいる。



《自分の短所をどこで知りましたか?》

・職場で自己主張出来なかった
日本人 外国人

・友達や家族に指摘された

・ときどき怠けてしまう

・テストの点数が悪かった

・友達と喧嘩した時に謝れなかった

・家族に指摘された



現状～3A



【3年A組アンケート結果】

24%

55%

21%

Q1.自分のことは好きですか？

はい

いいえ

その他 3%

50%
47%

Q2.自分に自信はありますか？

はい
いいえ

その他



Q1に「はい」と回答した生徒の声

・周りの人たちが優しかったりするから自分が自分でよかったなって　 
　なります。 

・些細な事で幸せになれるところ。誰とでも打ち解けられるところ。 

・嫌いと思うよりかは良いかなと思っているので、好きだと思うよう 
　にしている。 

・どこが好きかと言うか自分を好きでいたい。 

・人に優しく接するように心がけるところ。

24%

55%

21%

Q1.自分のことは好きですか？



Q1に「いいえ」と回答した生徒の声

・発言や行動する勇気がなく何もしないで終わってしまう、そのあと　 
　あの時こうすればよかったって後悔するのに。 

・ほかの人への配慮や思いやりが足りていないところ。 

・自分に甘くてすぐに物事が嫌になるところ。 

・自分で決めたことが最後まで続かないことが多いところ。 

・すぐに他の人と自分を比べてしまうところがあるから。

24%

55%

21%

Q1.自分のことは好きですか？



Q2に「はい」と回答した生徒の声
・相談とかを聞いた時に、人の事を理解して一緒に考えてあげる事が
できる事とか、人の事を考えて自分が行動する事ができるというよう
な事を褒めてもらえて嬉しかったので、それかなと思いました。 

・小さい頃からピアノの発表会で人前で弾くことで沢山緊張してきた
ので本番には多少強くなった。 

・今までたくさん経験したことが自信に繋がったのかなと思います。 

・幼稚園の頃から今までずっと人のことを手伝ったり助けたりしてく
れて嬉しいと言われるから行動力はそれなりにあると思う。

3%

50%
47%

Q2.自分に自信はありますか？



日々の“経験”や“他者との関わり” 
が自己肯定感に影響するのではないか。 

アンケートより～仮説～



親子班



日々の“経験”や“他者との関わり” 
が自己肯定感に影響するのではないか。 

アンケートより～仮説～

 “他者との関わり” 
特に10代に注目し、一番身近な存在である「親子関係」と、
1日の大半を過ごす「学校生活」に着目して調査をしました。



【親子班の概要】
自己肯定感を高める親子の関係作りを調査する

《取材協力》 
本校カウンセリングルーム 
　中里先生 
株式会社CPI【コミュニケーション・サイコロジー・ 
インターナショナル】 
　宇田川先生、唐木先生 



【コミュニケーション・サイコロジーとは】

NLP(Neuro Linguistic Programming) 
などを含めた新しいコミュニケーションに関する学問

コミュニケーション・サイコロジーには 
コミュニケーションを改善していくための 
スキルが沢山あります。



【コミュニケーション・サイコロジーの中のNLPとは？】

株式会社CPIでは「自分と自分が関わる人たちの 
価値観を認め、尊厳を認める」ことを大切にしています

Neuro     
Linguistic  
Programming  

神経 
言語 
プログラミング

NLPとは 

の略です



ところで、会話が気づかないうちに 
　進んでしまっているなんてことないでしょうか？

人は情報を五感で捉えるのですが、 
　その捉え方は主に三種類に分けられます。

　　　これを 
　　　　「コミュニケーションの基本システム」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　といいます。



①視覚タイプ

【コミュニケーションの基本システム】

特徴 
話す時に身振り 
手振りが多く、 
映像を思い浮かべ
て話します。 

特徴 
現状把握が得意
で、論理的に話し
ます。読書家の人
に多いです。

特徴 
入ってきた情報を 
一旦自分の体感覚 
と言葉に落とし込
んでから話すので 
返事が少し遅くな
ります。

②聴覚タイプ ③体感覚タイプ



相性によっては相手との 
会話のペースが合わないこともあります。

このように、人によって情報の捉え方、処理、 
発信の仕方が違うので

コミュニケーションのシステムには違いが 
あることをふまえて相手の声を聞くことが大切です。



【親子のコミュニケーションと自己肯定感について】

「自分は頑張った」「満足した」と思った結果を 
親から頭ごなしに否定されると子どもは自分の行動を 
自分で信じることができなくなってしまいます。 
その結果、子どもは自分の判断基準が親からの評価で 
決まってしまい、自分を自分で認めてあげることが 
できなくなってしまいます。



このような事を防ぐコミュニケーションの仕方として 
次のようなものがあります。



・親の理想像を押し付けない。 
・「あなたは～(褒める)でも～(悪い事)だよね」 
　と褒めた後に否定的な言葉をかけない。 
　　※質問や提案の形で伝えると良い。

【コミュニケーションの代表例】

(例) 
　「英語のテスト頑張ったね。でも数学が悪くて駄目だよね。」 
　　↓ではなく 
　「英語のテスト、毎日コツコツやって頑張ったよね。 
　　じゃあ、今回点数が低かった数学は今度はどうしようか？」



・子どもが悪いことをした際、 
　行動と人格を切り離して行動だけを指摘する。 
　　※行動と共に「だからあなたはダメ」と否定しない。 
　　「これはやってはいけないんだよ」と行動を見直させる。 

・兄弟や友達と比較しない。 

・子どもの不安や悩みに対して「そんな事ないよ」と 
　むやみやたらに言うことは逆に追い詰める可能性が 
　あるので一度受け止める。



子どもは感情のコントロールができないときは
部屋へ戻る等して、後からでもいいので
自分の意見を伝えるとよいでしょう。

親子共に意見を受け入れ、話し合うことが大事！

お互いに真っ向から否定し合うのではなく、
まずは受け入れ、そこから話し合うことが大切です。

【親と意見が対立した場合】



親は結果の良し悪しに関係なくその結果を
受け入れ、次に踏み出すための提案をすると良い

【子どもが長所も短所も 
　　　　　受け入れられるようになるために】

どんな自分も受け入れる！

自己肯定感はどんな自分も認めていくことが大切



他にも短所を見方の枠組みを変えることによって 
長所と捉える考え方 

　　　　　　　「リフレーミング」 

　　　　　　　　　　　　　というものがあります。



【リフレーミングとは】
出来事の枠組み（フレーム）を変えることで、
出来事に別の視点を持たせるものです。

半分しか 
入ってない？

半分も　　
入ってる！

満足 不満



例えば、コップに水が半分入っている時、 

　　「半分しか入っていない」 
　　　　と考えるよりも 
　　「半分も入っている」 

と考えた方が満足感を得ることができます。



このようにリフレーミングは同じ出来事でも 
　　枠組みを変えることでどのような出来事にも 
　　　　　　必ずプラスの意味がある 
　　　　　　　　　　　　　ことを教えてくれます。



【まとめと感想】
今回の調査結果により、自己肯定感は周りの環境にも
左右されることが分かりました。 
そのため接触する機会が多い親は子供の人格を否定せ
ず、子供がポジティブに考えられるような態度を取る
ことが重要なのだと思いました。 

私たちが大人になったら子どもの意見を否定せず受け
入れて話し合うようにしたいです。



学校班



【学校班の概要】
私たち集団班は、自己肯定感を高めるための環境を研究しました。 

学校全体にアンケートを取ったところ、 
周囲の圧力に押されて意見が言えなかったと言った人が 

何人もいました。 
そこで私たちは、周りの意見に流されてしまい 
自分の意思に反する行動をしてしまう集団心理、 
「集団意識」について調べることにしました。 



《活動内容》 
①全校にアンケート 
②調査 
③解決策を考える 
④総合の授業で解決策実施

集団意識について現状を調べ、解決策を考えて、 
誰もが自分の意見を発信できるようにする。

《目的》



【全校アンケート】
《Q：学校で自分の意見を言えなかったことがありますか？》

26%

74%

はい

いいえ



「否定されそうだから」 
「自分の意見は少数派だから」 
「タイミングがわからない」 
「あまり関わりがない人だった」 

など

《Q：なぜ意見をいうことができなかったのですか？》



聞く側：しっかりと相手の意見を聞いて認める。 
　　　　否定をしないことが大切。 

話す側：たとえ自分の意見が採用されなかったとしても 
　　　　意見を言えた自分を認めることが大切。

【NLP神経言語プログラミング宇田川先生への取材】
《自分の意見を言いやすくするために、聞く側、話す側はそれぞれど

のような意識をすれば良いですか》



・知らない人の前では緊張して自分に意見は 
　なかなか言えないので、信頼関係が大切。 
・心理的安全性を高める 
・相手の意見を否定しない 
・間違っても否定されず言い直しができる雰囲気 
・発言しても大丈夫だと言う安心感が必要。

《Q1：先生がお考えになる、誰もが自分の意見を発信できる 
環境を作る上で大事なことはどのようなことですか？》

【品女の先生方への取材】



【心理的安全性とは】

他者からの反対に怯えたりせず 
自然体な自分でいられる状態



《Q2：先生が実際に授業等でされている工夫や、 
　　　　　　　　　　　　　意識されていることはありますか？》

・初回授業などでお互いを知る機会を設ける。 
・生徒の回答が間違っていても否定しない。 
・生徒が問題を起こしても全て否定するのではなく、 
　なぜそうなったのかを考える 
・生徒を名前で呼び距離を縮めている



①グループワークの前にアイスブレイクをする。 
②否定せず理解し受け入れる姿勢の共有。 
③話し合いに参加し、全員の意見に耳を傾ける 
　姿勢の共有。

【解決策】
（9月2日のグループワークで実施）

アイスブレイクとは…初めて出会った人同士や、 
　　　　　　　　　　会議の緊張をほぐすこと。



・アイスブレイクとして簡単なゲームを行い、 
　場の雰囲気を和らげる。 
・②③の参加姿勢の共有をする。 
・企業コラボのグループワークで解決策を実施。 
・アンケートで解決策実施の結果を調査。

【解決策実施の流れ】

企業コラボ→企業の社員の方と生徒が、新商品開発や広告制作などのゴールを共有し、共同で作業を進める学習です。



【解決策実施の結果】

「みんなが頷いてくれた」 
「自分の意見に乗ってくれたので発言しやすかった」 
「自分が話している時に目を合わせてくれた」 

「全員が話し合いに参加していて良い雰囲気だった」 
など

《グループワーク参加者へのアンケート結果》



【まとめ】

両者の意識、心がけでだけで雰囲気が変わり、 
意見を言いやすくなる。 

↓ 
自分、仲間を認めることができるようになり、 

自己肯定感を高めるための環境は作ることができる。



制作班



日々の“経験”や“他者との関わり” 
が自己肯定感に影響するのではないか。 

～仮説～

 “経験”より 
経験を可視化するワークシートの作成をしました。



【制作班の概要】
自己肯定感を上げるためのツールを提案する

《活動内容》　
自己肯定感を上げるためには何をすれば良いか他班との情報共有

プロトタイプを夏休み中に班員で実践、改善

心理カウンセラーの塚越先生にフィードバックを頂き、 
ご指摘頂いた所を踏まえて、最終案を作成

プロトタイプの作成



～アイデア集～



【目標達成シート】

・自分がどれだけ目標を達成できたかを
塗り絵感覚で楽しみながら分かりやすく
する。 

目的

使い方
①2週間で自分が達成したいことや、
やりたいことをチェック欄に書く。 
②目標を達成することができたら絵に
色を塗っていく。 

□の中は達成した時に
絵に塗る色を塗ってお
いたり、達成した後に
チェックを入れたりす
るのに使ってみよう！



・思考をポジティブにする。 
・頑張った自分を認める。

目的

・♡の中に、感謝の気持ちを書く。 
・1日頑張った自分への感謝の気持ちを書く。

使い方

【ありがとうシート】自分に感謝ver. 



【ありがとうシート】周りに感謝ver.
目的
・思考をポジティブにする。 
・周りに感謝し、周りを大切に思うことで 
　自分のことも大切にする。

使い方
・1日の最後にその日誰かにしてもらった感
謝したいことを枠の中に書いていく。

誰に？ いつ？

何を？



【はなまるスタンプシート】

・自分がどれだけ頑張ったかを可視化し、 
　スタンプを押すことで達成感を味わう。

目的

1枚目:目標などを立てて、1日の中でそれを 
　　　達成できたらスタンプを押す。 

2枚目:目標を立てずに1日乗り越えられたら 
　　　スタンプを押す。

使い方



【未来の自分作りシート】
目的
・自分のなりたい姿を想像する機会を得る。 
・毎日目にするところに貼り、自分のなりたい姿を 
　日々意識する。 
・プロセスを重視し、成長過程を具体的に記録する。

・自分のなりたい姿、その目標を達成するための 
　ステップ、細かい目標、具体的方法(・の横)、振
り返りを書く。 
・最後に右下に日付、名前を書く。 
・自分が出来るようになったこと、改善点を書　 
　き、次のアクションに繋げる。 

使い方



うまくできなかったとしても、 
プロセスを振り返り、「ここまで頑張る
ことができた」と自分を労いましょう！ 

【未来の自分作りシート使用イメージ】



是非使ってみてください！


