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大好きなわたし
～Free Being Me (フリービーイングミー)～
について

大好きなわたし
～Free Being Me (フリービーイングミー)～
の使用

ジュニア・シニア（10歳～15歳）が学ぶこと www.free-being-me.comにアクセスしよう。みなさんの取り組みを
投稿し、「大好きなわたし～Free Being Me(フリービーイングミー）～
」を行っている世界中のグループとシェアしましょう！

「大好きなわたし～Free Being Me（フリービーイングミー）～」の
活動に参加し参加し、誰か2人に、その活動について伝えるTake 
Action（やってみよう）プロジェクトをおこなった子どもたちは、「
大好きなわたし～Free Being Me（フリービーイングミー）～」の
バッジを申請できます。バッジ授与は、参加者にとって、励みにな
るとともに、ガールガイド・ガールスカウト世界連盟が全世界の
活動参加者数を把握するうえで役立ちます。
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大好きなわたし～Free Being Me (フリービーイングミー)～
ジュニア・シニア（10歳～15歳）向け

「作られたイメージ」とは別の考え方も存在します！私たちは、
みんなあらゆる場面で「作られたイメージ」に反論し、メディ
ア、友達や家族に、いろいろな方法で異議を唱えることができ
ます。

参加者は、さまざまな方法で「作られたイメージ」に対して、異議を唱え、
自分の意見を表明するよう促され、楽しみながら容姿への自信を高める
ことができます。最後に、「大好きなわたし～Free Being Me(フリービー
イングミー）～」は、参加者が自発的に自分のコミニュティ（地域社会）で
行動を起こし、仲間たちと学んだことを共有（シェア）するように促します。
これらの活動は、少女だけのグループまたは、少年と少女が一緒のグル
ープで実施できます。一部の活動については、性別が分かれたグループ
で行いますが、多くは男女一緒に行うことができます。事例は、すべて男
女一緒のグループに向けて適用可能です。

私たち自身と自分のコミニュティ（地域社会）が、「作られたイ
メージ」を追求すると、その分失うものも多くなります。「作ら
れたイメージ」とは別の考え方も存在します！私たちは、みん
なあらゆる場面で「作られたイメージ」に反論し、メディア、友

リーダーとボランティア全員は、始める前にリーダーズガイド1を読むよ
うにしてください。リーダーズガイド1の11ページでは、みなさんの指導
をサポートするため、「サポート・ガイダンス」やリーダー向けのヒントが
並び、このパッケージにおける活動内容の構成を示しています。
「大好きなわたし～Free Being Me(フリービーイングミー）～」は、世界
的なプログラムであり、世界中の何百万人ものガールガイド・ガールス
カウトが、あなたのグループと同じ活動に参加することになります。「大
好きなわたし～Free Being Me(フリービーイングミー）～」を通じて、あ
なたのグループが生み出すメッセージを共有することで、容姿への自信
を高めるための改革の一員として、多様性の支持を主張する若者の意
見を終結させ、美しく見える方法は、ただ一つしかないという考え方に
異論を唱えることができます。



はじめる前に：
シークレットフレンドと宝物の箱

「 」
「

」

私の中の宝物の箱

「

」 、

「 」
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あなたのグループの「大好きな私～Free Being Me（フリービーイングミー）～
」体験を、もっと楽しく意義あるものにするために、以下のアイデアの活用を検
討してください。これらは、実行しないとバッジを取得できないわけではありま
せんが「大好きな私～Free Being Me（フリービーイングミー）～」を実施する
前や実施中に行うと効果的です。バッジの取得方法は、リーダーズガイド1の7
ページに記載されています。

「
」

プログラムの参加者に、ランダムに「シ
ークレットフレンド」を割り当てます。プ

ログラ



大好きなわたし～Free Being Me (フリービーイングミー)～
セッション1

session one

人により違う

セッションマップ

人

「
」

宣誓！
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により失うこと



「
」

せ

お友だち
が

「 」

「
」

大好きなわたし～Free Being Me (フリービーイングミー)～
へようこそ

session one

大好
きなわ

たし　
バッジ
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以下のことを説明します。



session one

宣誓！

「
」

「
」

「 」

「

」

「

」

ねらい

活動内容

はい、OKです！
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大切な

！



session one

グループのルールに同意する

リーダーズガイド3　大好きなわたし

「ルール」の例としては、
次のようなものがあります。

開始する前に、参加者全員が快適に過ごし、参加者同士を信頼で
きるようにグループの「ルール」を準備します。リーダーを含むグル
ープのメンバーに対し、みんなでルールを提案して、合意できるよ
うに指示します。全員が「ルール」に合意したら、書き出して、会場
に提示しておきます。

参加者同士が、お互いに約束することで、リーダーシ
ップの能力を発揮する良い機会となります。全員が会
話に加わるように促しましょう。

「大好きなわたし～Free Being Me（フリービーイング
ミー）～」の各セッション開始時に、「ルール」の内容
をグループのメンバーに思い出させましょう。

使用したいグループ用の「ルール」が既にある場合
は、その「ルール」に変更や追加が必要か、グループ
で話し合います。グループの「ルール」を新しく作成す
る場合は、他のガールガイド・ガールスカウトのプロ
グラムでも利用できるツールになります。



session one

世界各地の美

以下について、聞きます。
一番
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ねらい

活動内容

についての

私たちは、世界の地域ごと、または時代によって、社会における美しさについて



session one

パーティーにおけるプレッシャー：
「作られたイメージ」を定義する

「
」

の

すべ

ねらい

活動内容

参加者に、小グループに分かれるよう指示します。
各グループに対し、これから全く新しい「グロス」という架空の名前の
ハイファッション雑誌のイベントを主催することを説明します。上司が
豪華な発売記念パーティを開催し「完璧な容姿」のゲストのリストを
用意するよう指示します。

2)ゲストの特徴リストを作る（7分）
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い

“　　　　　　”



session one

パーティーにおけるプレッシャー：
「作られたイメージ」を定義する
（つづき）

それでは、「完璧な容姿の」少女は・・・
（リストにある特徴をすべて読み上げます）

実際には、「完璧な容姿の」少女は、存在しません。
ですので、この外見を「作られたイメージ」と呼びましょう。
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「作られたイメージ」とは：　
社会が「完璧な容姿」の少女とは、どのような外見でなくてはなら
ないかを伝えるものです。ですが、すべての人が実際にこのような
外見になることは不可能です。だから、これは、作られたイメージ
なのです。生まれながらに、これらの特徴をすべて備えた人間は存
在しません。



session one

「作られたイメージは」
どこから来ているのか？

「 」

ねらい

活動内容
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session one

「作られたイメージは」
どこから来ているのか？
（つづき）
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自分の国とは全く異なる国を選んでください。

など

など

など

生活上



画像加工の
間違い探し

session one

活動

(ダヴ)
すべ

(ダヴ)

以下について聞きます。

ねらい
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コンピューター

「 」



session one

ねらい

活動内容
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外面と内面：
「作られたイメージ」により失うこと

参加者は「作られたイメージ」に自分をあわせようとした場合に、失うことに
ついて考えます。「作られたイメージ」に自分をあわせようとすることが、いか
に世界中の若者を落ち込ませ、個人が潜在能力を発揮することを妨げ、地域
や世界のコミニュティに影響を及ぼすかということを見ていきます。

１）リストを作成する（10分）

私たちは、「作られたイメージ」と、それがどこからきている
かについて話し合ってきました。今度は、このような作られ
たイメージの外見をを目指す人々が失うものについて考え
てみましょう。もし、人々が社会によるプレッシャーにさらさ
れていて、「作られたイメージ」に一致する容姿になるよう
努力している場合、どのような問題が発生すると考えられる
でしょうか？

ある人が「作られたイメージ」のような外見になろうとした
場合に起こりうる問題について、意見を出し合い、絵の中に
記入してみましょう。彼らは、どう感じるでしょうか？　彼らが
忘れてしまったり、できなかったり、楽しめなくなったりする
ことは、何でしょうか？　たとえば、彼らは自己嫌悪になった
り、自信をなくして、水泳に行けなかったりするかもしれませ
ん。よく考えて、できるだけ多くの損失や弊害をあげて、ヒト
型の絵の中にかいてください。

個人の内面に起こりうる問題

各グループの様子を見て、ヒト型の絵になるべく多く記入できる
ようにサポートしましょう。「個人の内面に起こりうる問題」として
は、以下のような例が挙げられます。



外面と内面：
「作られたイメージ」により失うこと
（つづき）

session one

次に、人々が「作られたイメージ」のような外見になろうとした場合、あなたの

まわりの環境、コミニュティ（地域社会）にとって、どのような問題が発生する

かを考えてみましょう。例えば、それは、学校で友達と接することや、若者が世

界をより良くするするために自信を持って、積極的に取り組み、自分たちに影

響を与える問題について発言することに、どのように影響を与えるのでしょう

か。ある人が「作られたイメージ」を追求した場合、その人のまわりで発生す

るコミニュティ（地域社会）の損失についてヒト型の絵のまわりに書き出して

みてください。

コミニュティ（地域社会）の損失として、あげられるのは、ヒト型の絵のまわり
に書かれたようなことです。

まわりの環境・コミニュティ（地域社会）に起こりうる問題

グループが独自のアイデアを思いつくことができるように、
時間を与えてください。この活動は、少女たちが自ら「内面に
起こりうる問題」「まわりの環境に起こりうる問題」をイメー
ジできた場合に、大きな効果をもたらします。

グループが困っている場合は、このページの図を例として使
用し、少女たちが「問題」を挙げられた場合は、褒めてくださ
い。

参加者にいは、できるだけ多くの「問題」を思いつくよう、チ
ームで協力するように促します。イメージできる問題が多い
ほど、容姿への自信を高め、リーダーシップの能力を伸ばす
うえで効果があります。

これは、少女主導型の活動なので、参加者全員が「問題」を
少なくとも1つ書き込むよう促してください。参加者に発信
させることで、活動に巻き込み「作られたイメージ」に従うの
は、良いことではないという意見を、みんなの前で表明する
機会を与えることができます。
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session one

外面と内面：
「作られたイメージ」により失うこと
（つづき）

あなたは、雑誌『グロス』が、「作られたイメージ」に従う人々に勧めているこ

とに、同意できないから、この雑誌社をやめるのですね。次のセッションでは

誰もが、ありのままの自分でいても良いのだと思えるような、独自の雑誌作り

を始めます。

雑誌『グロス』を辞めるにあたり、上司に何と言いますか？

「作られた」イメージの追求には意味がないと思う理由を上司に伝える良い

機会です。上司に何を言うべきか、2～3分で考えてみてください。先ほどの「

内的 / 外的な問題」のプログラムで分かった弊害について思い出してみまし

ょう。

参加者に対し「作られたイメージ」の問題について、すべてのグループと共有
（シェア）するよう指示してください。

次に、参加者に下記の質問の答えを大きな声で言うように指示します。

「作られたイメージ」で得をするのは、誰ですか？
回答例：　ダイエット業界、メディア、ファッション業界

内的 / 外的な問題をふまえると、あなたは「作られたイメージ」
から、個人的に何か良いことがありますか？

いいえ！

上司に何と言うべきか考えさせるため、参加者には2～3分の時間を与えてく
ださい。参加者に対し、小グループ内で順番に「作られたイメージに同意でき
ないので辞めます。」と説明する演技をするよう指示してください。時間があ
る場合は、グループ全体で行うとよいです。アイデアのいくつかを共有（シェア）
するよう促しています。

みなさんは、上司に対して、なぜ「作られたイメージ」に従わないことが重要

かをとても上手に説明しました。私たちは、みなさんに、ありのままの自分で

いいのだと感じてほしいと考えています。私たちが、ありのままの自分でいい

のだと思えるとき、私たちは自分の好きなことをし、自分自身や他の人を大切

にし、自分の体でできることを楽しむことができます。

辞めます！
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個人課題概要ーメディア探偵ー

session one

「
」

人

「

」

リーダーズガイド3　大好きなわたし

ねらい

活動内容

人



大好きなわたし～Free Being Me (フリービーイングミー)～
セッション2

session two

宣誓！

人

セッションマップ

人
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session two

宣誓！

「
」

「
」

「 」

「

」

ねらい

活動内容

はい、OKです！
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session two

共有：メディア探偵の個人課題

ねらい

活動内容
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session two

記者会見を開く
1）容姿への自信に関する速報

ねらい

活動内容
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session two　　

自分たち独自の雑誌を作ろう
2)雑誌の表紙

写真：

見出し：

雑誌の名前：

意

ねらい

活動内容
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個人課題：友だちへの手紙

session two

ねらい

活動内容
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大好きなわたし～Free Being Me (フリービーイングミー)～
セッション3

session three

セッションマップ

宣誓！

人 説明
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私たちは、ガールガイド・ガールスカウトとして、この活動を友情に基づき、私たちのコミニュティ
（地域社会）で広め、世界中で共有（シェア）する仲間の一員です！このセッションにおいて、参加
者は自分のためだけでなく、友達のために「作られたイメージ」に異論を唱えることで解放され
本当の変化を生み出すことができるのです。



。

セッション3へようこそ
宣誓！

session three

「
」

「
」

「 」

「

」

ねらい

活動内容

はい、OKです！
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共有（シェア）：個人課題「友情の手紙」

session three

「

」
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ねらい

活動内容

人



session three

友情ミッション

ねらい

活動内容
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ための

つながろう！



session three

ミッション1：
つながろう！

活動
「作られたイメージ」の様に、になろうとするのは

間違った考えであり、そんなことはできないと、

友達を説得し助けてあげましょう。
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そのあとで

上



session three

ミッション2：美のバブル

世界中の他の子どもや若者が、「作られたイメー
ジ」を気にしないように、「大きな吹き出し（ビュ
ーティバブル）」に自分の言葉でメッセージを書
きます。

活動内容

「大きな吹き出し（美のバブル）」をハサミで切りぬいて作り、世界中の
若者に大声で伝えたいと「作られたイメージ」に対する反論を大きな字
で書くように指示してください。

作り終わったら、参加者は「大きな吹き出し（美のバブル）」を手に持っ
て、グループのメンバーに大きな声で、読み上げます。参加者達が「大き
な吹き出し（美のバブル）」を持っている様子を写真や動画として撮影
すると良いかもしれません。

共有（シェア）しよう！

　　「大きな吹き出し（美のバブル）」を
　　www.free-being-me.comで共有（シェア）すると、メッセージを
　　世界中の人に広めることができます。

　　「大きな吹き出し（美のバブル）」は、各自持ち帰り、いろいろ
　　な方法で何度も共有（シェア）しましょう。
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際の生活の中で

session three

ミッション3：素早い反論

活動

リーダーズガイド3　大好きなわたし

素敵

素敵

上
の

上



session three

ミッション4：バッジをつけよう(オプション）

活動
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session three

ミッション5：ロールモデルのゲーム(オプション）

活動
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