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大切な心と体を守るために

 よりよい人間関係ってなんだろう？

性的な暴力とは？

 もし性的な暴力の被害にあったら・・・

授業の内容
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よい人間関係ってどういうものか考えてみよう？

大切な心と体を守るために
～よりよい人間関係とは？～
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大切な心と体を守るために
～よりよい人間関係とは？～

よい人間関係ってどういうものか考えてみよう？

自分を大切にし、相手も大切にすることで、
よりよい人間関係をつくることができます。
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自分と相手を守るもの
～距離感ってなに？～

自分の心や体は自分だけのものです。他人との距離は自分自身で決めることができます。
自分と相手を守るときに距離感が役立ちます。

違う考えの人もいるんだね

心の距離感

どんなに仲のよい相手でも、いつ
も自分と同じ気持ちではありませ
ん。相手の気持ちを大切にし、自
分の気持ちも大切にしましょう。

僕はA
だと思う

私はB
だと思う

体の距離感

心地よい距離は人によって違いま
す。近寄られるのをいやがる人も
います。

あなたが相手と接するときに心地よい
と感じる距離を考えてみましょう。
①家族 ②友達 ③知らない人

？
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自分と相手を守るもの
～距離感が守られないときは？～

相手が近づいてきたり、体に触られたりして、いやだなぁと感じたら、自分の距離感が守ら
れていないということです。あなたがいやなことはいやだと言うことができます。

 自分がいやだと感じたことは、いやだと言ってよいのです

 相手がいやだと言ったら、相手の気持ちを受け入れましょう

 いやなときは、相手と距離を置いてみましょう

 自分の距離感が守られていないときは信頼できる大人に相談
しましょう

「距離感」を守ろう

自分の距離感を守ろう 相手の距離感を守ろう

相手に会う回数を
減らしたり、SNSや
電話などのやりとりを
減らしたりしましょう
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性暴力とは？
性暴力とは、あなたが望まない性的な行為のことです。
相手が恋人や家族、顔見知りだったとしても、あなたが望まない性的な行為はすべて
性暴力です。

 相手がいやがっているのに、性的な言葉を言ったり、体を触ったり、見せつけたり
するなど、性的な言葉や行動で人を傷つけることは性暴力です。

 体に触る暴力だけが性暴力ではありません。
 性別にかかわらず被害にあいます。

 悪いのは加害者です。

 被害にあった人は悪くありません。

 どんな理由があっても性暴力は決して許されません。

体に触らない性暴力体に触る性暴力
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性暴力の例【デートDV】
DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、結婚している相手など親密な間柄の相手から
ふるわれる暴力のことです。恋人同士の間に起こる暴力のことを「デートDV」と言います。

どんなことがデートDVになるの？

こんな思い込みをしていませんか？

相手を独占したり、
束縛したりすることが

愛情表現

愛があれば暴力は
許される

男は強引なほうがいい
女は素直にしたがうもの

 暴力を手段として、相手を思いどおりにしたり、一方的に言うことを聞かせようとします。
 殴る、蹴るといった体に対する暴力だけでなく、相手をバカにしたり無視をするといった行為も
DVです。

精神的暴力

親しい間柄でも自分と相手の気持ちを大切
にしましょう

 自分がいやだと思ったことはいやと言える

 相手がいやがることはしない

身体的暴力 経済的暴力性的暴力
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性暴力の例【SNS等を通じた被害】
インターネットやスマートフォンは、性暴力に巻き込まれてしまうきっかけになることもあります。
加害者や被害者にならないためにはどうすればよいでしょうか。

 インターネット上で知り合った相手を簡単に信用しない。

 インターネット上で知り合った相手はもちろん、交際相手や友達であって
も下着姿や裸の写真を撮ったり、撮らせたり、送ったり、送らせたりしない。

 問題が起きたときは、一人で悩まず周囲の信頼できる大人や警察、相談
窓口に相談しましょう。
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性暴力にあうと起こること
性暴力の被害にあうと、心と体に深刻な影響があります。
その影響は長く続く場合もあります。

心に起こること

【気持ちの変化】
 いやな出来事を突然思い出して
つらくなる

 外出が怖くなる
 友達と遊んでも楽しめなくなる

【考え方の変化】
 自分を責めてばかりいる
 誰も信用できなくなる

など

体に起こること

 吐き気がしたり、頭痛がした
りする

 よく眠れない、起きられない
 息苦しくなる
 拒食や過食になる

など
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性暴力はどうして起こるの？
性暴力は、お互いの関係が対等でない場面で起こりやすくなります。

自分の気持ちを大切にすると同時に
相手の気持ちも尊重しましょう。

 先輩・後輩など、相手と上下関係がある場合だけではなく、同級生同士でも相手と
対等な関係ではなくなることがあります。

 もし、相手の行為をいやだと感じても、相手に遠慮して自分の意見を言えなくなって
しまったときは、対等な関係ではないと言えます。

相手と
対等な関係で
なくなると

＝
>

<
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性暴力が起きないようにするためには

性暴力の被害者と加害者を生まないためには、自分を大切にし、相手も大切にして、
相手とよりよい人間関係をつくっていくことがとても大事です。

よりよい人間関係をつくることは、性暴力を防ぐことにつながっていきます。

暴力を
ゆるさない

STOP!

相手を
大切にする

STOP!

自分を
大切にする

STOP!

SNS等を通じた被害を例にすると・・・

自分の下着姿や裸の写真を
撮ったり、送ったりしない

相手の下着姿や裸の写真を
送らせたり、SNSに投稿したりしない

誰かの性的な写真が送られてきたら、
そのままにしないで

信頼できる大人に相談しましょう
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性暴力の被害にあったら？

 いやだと声を出す

 その場から逃げる・距離をとる

 相手からの連絡に返信しない

 信頼できる大人に相談する
（担任の先生、養護の先生、スクールカウンセラー、保護者など）

被害にあった時に、体が固まる、声が出せない
ことはよくあります。

ひとりで抱え込まないで、信頼できる大人に
助けを求めましょう。

あなたは決して悪くありません。
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友達が性暴力の被害にあったら？

 あなたは悪くないということを伝える

 気持ちを丁寧に聞き、そのまま受け止める

 信頼できる大人への相談をすすめる
（担任の先生、養護の先生、スクールカウンセラー、保護者など）

自分たちだけで解決しようとしないで
信頼できる大人に助けを求めましょう。

被害にあった友達は決して悪くありません。
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友達の性暴力（加害）に気付いたら？

 信頼できる大人に相談する
（担任の先生、養護の先生、スクールカウンセラー、保護者など）

自分たちだけで解決しようとしないで
信頼できる大人に助けを求めましょう。
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補足資料
（事例集）

※学校の課題や授業時間に合わせて、
使用する事例は選択制とする
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考えてみよう

Aさんが、中学校の女友達と遊んでいると
きに、彼氏のBさんから「今から会いたい」と
連絡がきました。
Aさんはこのまま女友達と遊びたかったの

ですが、Bさんから「今すぐ来ないと別れる！」
と言われました。
Aさんは、「女性は素直に従わなければ」と

思い、すぐにBさんに会いに行ったのですが、
「遅い」と怒られてなぐられそうになりました。

補足資料デートDV
事例①

中学生のAさん（女子）とBさん（男子）は同級生で、付き合って半年です。
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考えてみよう

Aさんは、いつも部活の先輩でもある彼氏
のBさんにスマホの履歴をチェックされたり、
SNSの返信をすぐに返さないと「遅い」と言わ
れたりします。
先日は、Aさんがスマホに登録している男

友達の連絡先を、全部Bさんに消されてしま
いました。
Aさんは、BさんがAさんを独占するのは、

それだけ自分のことが好きなんだなぁと思いま
した。

補足資料デートDV
事例②

中学生のAさん（女子）は、
部活の先輩のBさん（男子）と付き合い始めて1カ月です。
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考えてみよう

Aさんは、SNSを通じて知り合った女友達
のBさんから、今度実際に会おうと誘われま
した。趣味も同じで同級生だと思っていたの
に、会ってみたらかなり年上の男性でした。
最初は親切に食事をごちそうしてくれまし
たが、別れ際に強引に車に乗せられて、連
れ去られそうになってしまいました。
でも、SNSで知り合った人と会っていたこ
とを親に知られたら怒られると思い、誰にも
相談することができませんでした。

補足資料SNSの危険性
事例①

中学生のAさん（男子）は最近、SNSを通じて、
Bさんという同じ趣味をもつ同学年の女友達ができました。
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考えてみよう 補足資料SNSの危険性
事例②

中学生のAさん（女子）は、SNSに自分が写った写真を投稿して、
みんなから「いいね」されるのが好きです。

女子中学生のAさんは、よくSNSに投稿
しています。いつものように自分の写真を
SNSに投稿したところ、フォロワーから制服
姿も見たいとメッセージがきました。
さっそく、自分の制服姿の写真を投稿した
ところ、学校が特定されてしまい、知らない
男性が学校の前で待ち伏せしていて、自宅
まであとをつけられてしまいました。
その後、Aさんは外に出るのがこわくなり、
学校を休みがちになってしまいました。
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ワークシート
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考えてみよう ワークシート

事例を読んで考えてみましょう。

登場人物はそれぞれがどのように行動すればよかったのか考えてみましょう。

デートDV
SNSの危険性
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配布資料
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ひとりで抱え込まずに話してみよう 相談先

もし、性暴力にあってしまったら、友達が性暴力にあったら、性暴力を目撃したら、ひとりで
抱え込まないで、だれかに話してみましょう。もし、周りの人に話せないときは、あなたを助
けてくれるところがあります。

信頼できる大人に話そう

あなたを助けてくれるところ

性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター
（全国共通短縮番号）

♯８８９１
は や く ワンストップ

性犯罪被害相談電話
ハートさん

（全国共通短縮番号）

♯８１０３
は ー と さん

 担任の先生、養護の先生、スクール
カウンセラー

 保護者、そのほかの身近な人 など


