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しらす 12男性

行動と結果 本体とふろく

「そういうのはやめよう。」行動。きらわれた。きらわれ

てしまった。結果。ある人はこれを“本体”と“ふろく”と

言った。一つの意見を言った。“本体”結果的にきらわれ

た。“ふろく”何をしたかが大切。それについてくる結果。

結果にこだわりすぎていないか？きらわれるor好かれ

るという評価だけに。アナタの「やめよう」という言葉

が○○ちゃんを救ったかもしれない。その結果がきら

われたなら、アナタは使命をはたせたのでは？『きらわ

れたくなくて』その言葉だけでアナタは変わらない。

Q(質問):動くor無視？

M･K 12女性

メッセージ

私はあなたのメッセージを読みました。

読んで、私はあなたにとって信じてもらえるという人にな

りたいと思ったので、話します。

あなたは今、自分を自分でしばってしまっている。もちろ

ん、わたしも、だれかに注意して、にらまれたりするのは、

こわい。だけど、そんなことより、あなたは人を助けた。あ

なたが注意したおかげで、いじめられていた人は助かっ

た。すごいことだと思う。意見の中で、少数派と多数派が

あって、私は、自分と意見のちがう人をどう活かすかが大

事だと思っています。でも、それに気づけたのは、RNさん

のメッセージがあったからです。ありがとう。私はあなた

に、もっとのびのび生きてほしいです。

Y 男性

道

まず気弱な人は、君だけじゃない。ぼくも気弱。気弱な

人はいっぱいいる。

そんな時は、勝手に自分の道を作ればいい。一回友だち

を守ってみてもいい。もし、いじめている子と会ったら分

かれ道を心の中で作ってもいい。

とにかく自分の道を行くのが大事。

そしたらいつか道のと中でよい友だちができるかもよ。

かるま 11男性

自分にもっと自信を持って！

RNさんは自分が言ったことに後かいしていませんか？

あなたはうらで悪口を言っている人に注意をしましたよ

ね。そしたら次は自分がイジメられた。

でも自分が言ったことに後かいしないで下さい。あなた

は前イジメられる人に言った。だから次は自分がイジメ

られた。でも前イジメられている人はもうイジメられな

くなった。

RNは一人の人を助けた。だからあなたのやっているこ

とはまちがっていない。自分にもっと自信を持って生き

てください。

もし本当にどうにもできなくなったら家族、先生に言っ

てみたらどうですか？それによって希望の光がみえてく

るかもしれませんよ？

うっつー 12女性

自分の意志を貫く

今RNさんは後悔していますか？もししてるとしたらそ

んな後悔しなくていいんです。

だってRNさんのおかげで悪口を言われている人を助け

たんです。そして、そのおかげでRNさんの命は動いたの

です。あの時何もしなかったらRNさんの命は動いてい

ません。

そしてRNさんは「うちら」というふろくを気にして大切

な物を失ってしまっているのだと思います。そして、それ

は自分の意志を貫くという事だと思います。これからも

自分の意志を貫いて下さい。

「うちら」といった人は、自分の意志が貫けていない人

だと思ってください。

ST 11男性

気楽に行こう

自分は注意したのがよかったと思う。

きらわれたことを気にしていると思うけど言った結果が

きらわれただけでむしろやったことは自分をほめていい

くらいのことだと思う。

それがあなたの生き方だ。あなたの世界を築き、あなた

の星を築き、あなたの宇宙を築いてあなたのやりたい

ことをやって、自分をぶちまけちまえ！！

１人ぼっちじゃない。いや１人ぼっちなんてない。１人だ

けの物。あなただけのもの。

N.H 11女性

たった１人の“力”

勇気を出して手紙を送ってくれてありがとうございます。

まず、あなたにこの言葉をプレゼントします。「100人いた

中の99人が同じ考えでも1人が正しいことがある。」あな

たは99人に流されずに自分の思うことを言った。1人

/100人を大切にしてほしい。

つまり自分が正しいと思ったことは最後まで、最後まで、

自分を信じて続けてほしい。続けてください。

どんぞこに落ちそうになったら、私のプレゼントした言

葉を思いだしてください。あなたが注意したことによっ

て、1人を救った。

あなたの勇気ある行動は、その時まわりでみている人が

いなくても、悪口を言われていた子は言ってくれて「あり

がとう。」って思っていることは忘れないで。

M.i 11女性

自分を持って

RNさんへ　私はRNさんがやったことは正しいと思い

ます。もし、かげで悪口を言われても、親友ならすぐ恕し

てくれるはず。もし恕してくれないのであれば、親友では

ないということだから、気にする必要はないよ。だって

RNさんの言葉で助かっている人がいるから、RNさん

は人の命を救った人なんだから･･･。

RNさんは今、自分に自信がないかもしれないけど、世

界にはこんな言葉があります。「100人のうち99人がこ

うだといっても、1人の方が正しい事がある。」私からこ

の言葉をプレゼントします。

RNさんは自分の行動にもっと自信を持っていいと思い

ます。だから、もっと自信を持ってください。ありがとう

ございます。

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント

日本放送協会（1） C

番組で紹介した返事だよ！ 番組で紹介した返事だよ！ 番組で紹介した返事だよ！
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ずー 11女性

すごいよ

あなたがやったことは、とてもすばらしいことだよ。私

には、なかなかできないと思う。

あなたにこの言葉をプレゼントします。「大切なのは自分

自身の心を大切にして信用できる人に相談すること」で

す。この言葉は私のクラスのKさんがいった言葉です。

この言葉から一人でかかえこんでしまうと自分の心がき

ずついてしまうから他の人に相談しようなどいろいろな

事が考えられるから、あなたにプレゼントします。

私は、あなたの味方です。もし悲しいことやつらいこと

があったら、私がプレゼントした言葉を思い出してくだ

さい。

一歩一歩前に進んでいこう。

TARO 12男性

あなたのやっていることはまちがっていないよ。あなた

のおかげで、1人がたすけられたし、自分の心を売らない

で言えているから。シュウダンシンリというものがある。

これは、周りに流されて考えをもたずに行動してしまう

ものだよ。うちらと言った人たちは流されている。そんな

中でおかしいことはおかしいと言えたことはすごいと思

うよ。でもその中でも同じことを思っている人もいると思

うんだ。その中で本当の友達を作って第一歩をふみ出し

てみてください。流されない勇気をもっているあなたは、

これからも結果的にきらわれてしまったとしても、あな

たのおかげで、だれかがたすかるということをわすれな

いでね。その勇気が国、世界で1人という“カベ＂をこわす

カギになるから･･･。

C･Y 11女性

流されない勇気 『うちら』に負けないで！！

RNさんがいった事はまちがっていないと思う。あなたが

言った事は、他に流されないで「やめよう。」と言った。その

事で悪口を言われた子が助かった。「うちら」って言った人

は「自分は悪くない」とか「私だけじゃない」とか言うと思

うけどそれはウソ。本当は、自分に罪をなすりつけられな

いようにしただけで、本当は自分もやっている。その事で話

し合いをし、（私のクラスの）Mさんが本当の友達を探して(

いやな事やこうしようとかいい合える事)っていっていたか

ら、あなたがかばった子に話しかけて本当の友達になって

ほしい。あなたの心の傷が治ってきたら、あなたをいじわ

るした子にこう言ってみて！「1人1人ちがうのはあたり前」「

いれかえるifを使ってみて」と言ってみて下さい。勇気を持

って言った事は、とってもすばらしい事です。ありがとう

K 女性

だれでも「うちらと考え違うんだー」とか言われたら学

校にいきたくなくなると思う。

RNさんのやった事はいいと思うけど、いつまでもそん

な事いう人はほおっておいた方がいいと思うし、そんな

ことしているよりかは、自分の好きなことした方がずっ

と楽だと思う。

はずかしいと言う気持ちはわかるけど、親に言った方が

いいと思う。そうしたら少しは楽にすごせると思う。

RI 11女性

あなたのやったことは正しい

私はあなたのやったことは、ぜんぜん悪くないと思う。こうか

いすることはない。私のクラスに「ただ何もしないとアナタと

いう命は動かない！」と書いた人がいます。いまあなたは暗闇の

中にいて、私たちにたすけを求めて手紙を書きましたね？私は

キャッチしました。でもあなたがやったことのどこが悪いのか

まったくわかりません。逆にどこが悪いのですか？でも1つだけ

勇気がぜったいに出る言葉があります。「100人のうち99人が

こうだと言っても1人の方がただしい時がある。」この言葉はあ

る本の言葉です。うちらさんにこの言葉をおしえてあげてくだ

さい。そして、そのうちらさんに言う言葉をおしえてあげます。「

100人のうち99人がこうだといっても、1人の方が正しいことが

ある。」これの1人が私なんだよとおしえてください。ぜったい

にうちらさんは変ります。前向きにがんばってください。

斉木雄男 12男性

違うことを恐れないで 360度へ

人類いや宇宙単位で違う。顔、形、考え方さえ違うのだ。

うちらちゃんの方法は悪いと思うけど、違っていてとう

ぜんだ。しかし、多数で押しつけずに“対話”をして話し

合うことが大切だ。

その一方、RNさんはうちらちゃんだけを見ているから

○○ちゃんの事を観てあげて。

RNさんのおかげで助かっている人がいるからもっと＋

(ﾌ ﾗ゚ｽ)思考へ動いてください。

そしてRNさんが何もしなかったら、“命”(意見)は動き

ませんでした。これからも大人になっても、勇気を持っ

て違うものは違うといってください。

明光義塾さん 11男性

＋（プラス）に考えてください。

ぼくは、RNの立場になって考えてみたりしました。

ぼくも、人に嫌われたくないです。だけど、（ぼくのクラ

スの）S･Sさんの言葉を聞いたら、ぼくは勇気が持てま

した。「人類いや宇宙に存在するものは全て違う」とい

う言葉です。存在するものは全て違う、じゃ○○ちゃん

のこと嫌いなわけないじゃん。注意したことは間違って

ないじゃんと思いました。だけど注意した人には嫌われ

てしまいました。

けど、まて、注意したからいじめられている人は、助けら

れた。注意した人には嫌われたけど助けられた人がい

る。ぼくは、－(ﾏｲﾅｽ)に思うのではなく＋(ﾌ ﾗ゚ｽ)に思った

ほうがいいと思います。

HARUKA 11女性

この言葉をつかってね

RNさんの言葉はまちがっていないんだよ。とめたって

だいじょうぶだよ。「そういうのは、やめよう」っていう

言葉がいいんだよだからあんしんして自分までまきこ

ませたくないよね。自分にくるしい思いをさせないで。

自分の心の中がくるしくなってしまうよ。

友だちからもらった言葉だよ。「100人のうち99人がこ

うだと言っても、1人の方がただしいことがある。」この

言葉をつかってね。もし心がいたかったらこのかいた言

葉を思いだしてね。そしたら心の中がうれしい思いにな

るよ。

私は、RNさんは、自分の気持ちが弱いんじゃなくて強

いんだと思ったよ。

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント

日本放送協会（2） C

俺 11男性

共用の知をつくるために

いじめを止められるのは、そう傍観者、そう俺、そして

RNさんです。RNさんは止められた。

もし不安だったら、俺の友達の言葉、人類いや宇宙の中

で存在するものは全て違う、それぞれ顔形、声が違う。

そしてまちがえない人は１人もいない。という言葉でう

ちらと○○が違うのはあたりまえ。そのことを言うのは

まちがっている。だからこれからは堂々とまちがってい

こう。その事を伝えたうえで認め合いをしてみんなの共

用の知を創っていけばいいと思います。

まだぼくも創り途中なんですけどがんばりましょう。共

用の知を創り上げるまで。

K.R 12男性

生きている価値とは･･･

R.Nさんは自分の尊厳が無くなりかけていると思ってい

ませんですか？思っていなければいいのですが、私は

R.NさんがいたことによってR.Nさんがこんなに苦しん

でいることも分かったし、自分はR.NさんがNHKに手紙

を出すという所で素晴らしいと思いますよ。

私から１つの言葉をプレゼントします。「100人中、99人

がちがう意見を言っても1人の意見が正しい事がある。」

うちらの人達が「○○ちゃんとちがう考えだ」と言っても

R.Nさんの持っている考え方が正しい事もあります。

なので、うちらの人達に直接自分の意見が言えなくても、

自分の生きている価値を考えて、日々苦しいと思います

が、１日１日楽しい日をすごしてください。

れもん 11女性

心を伝えて

R.Nさんがやったことは間違っていない。だって、あなたが

行動したから、○○ちゃんを助けられたんです。だから自

分のやったことを後悔しなくていいです。

クラスの人がこんなことを言っています。“自分自身の心を

大切にして”

あなたは自分の心を捨てなくていいんです。自分の心、意

見を大切にして、ずっと言い続ければいいんです。

こわいですか？それなら私はこうします。自分と同じ意見

の人を探す。必ず、あなたと同じ意見の人がいるから。そし

て、2人で、自分自身の心を伝えていけばいい。心を伝えて、

相手の心を動かして。

銀時 12男性

あなたによって助かった人がいる

RNさんは注意したんだけど、悪口を言っている人にひ

ていされて自信がなくなったりしてるかもしれません

が、あなたが言ったことによって、助けられる、助けら

れた人がいるということをわすれないでください。

RNさんの勇気のある行動は人を救う力があると思い

ます。

もしネガティブに考えてしまっているなら、ポジティブ

に言ったから良くなったり元気づけられたりしたんだ

と考えれば良いと思います。悪口を言われている子も

RNさんが注意してくれてうれしいと思っていると思い

ます。

自信を持って頑張ってください by 銀時

PM2.5接近中 11男性

意志を貫く

自分を貫き戦っていくのか、考えを変えて、もう一度や

り直すのか、どちらでも良いと思う。

意志を貫き迷わずに生きて行ってほしい。

H.K 11男性

友達にきらわれたくないんだ･･･僕と同じだね。イジメて

いる人に1人で立ち向かったりするのは、勇かんだと想

う。だから、やっている事は間ちがってないよ。親に言え

ないのも分かる。ただ何もしないと、アナタという命は

動かない。だから勢いであきらめるのは善くない。

アナタの顔と声も知らないけど、僕は応えんしている。

相手の意識が変わるまで、アナタが光を暗闇から視つ

けるまで･･･。

最後に、イジメられている人の気持ちは、他の人は分か

らないけど、分かろうとする事はできる。だからもっと

助けを求めて･･･。

HTKH 12男性

心の奥から喜べる“対話”

RNさんが裏で悪口を言っている人に注意したことに不

安や後悔を感じなくていい。そんなことで自分自身の心

を閉ざしてはならない。自分の本心を貫き続けようとい

う気持ちを持ってほしい。

自分が信頼できる友人はいますか？いるのならばその

友人に自分の心の奥を全て打ち明けてみてほしい。

ある友達がこう言った。「本当の友達を探そう。」“本当

の友達”とは、自分が信頼できる友人のことだと僕は思

う。とにかく相談するのが一番。今自分が生きている理

由がつかめていないのだとしたら、結論は一つ。“悪口

を言われている子を助ける”ことだ。

対話するとき、自分の心を出せることを願っている。

S.M 12女性

本当の“友達”への第一歩

私は、そんなに深く考えなくていいと思う。

なぜなら、同じクラスのKさんが言ってた事で「自分自

身の心を大切にして信用できる人に相談すること」って

いうのがあって、相手ばっかをきにしていると自分自身

がきずつくこともあるから。

だから、あまり深く考えなくていいよ。“うちら”って言っ

た人は、本当の友達じゃないんじゃない？本当の友達っ

ていうのは、自分の思ったことを言い合えると思う。

だからRNさんがやった事は、悪口を言われてた子と本

当の友達になれる第一歩なんじゃないかな？RNさんは

本当の友達をさがせればいいと思うよ。

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント
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山ピー 12男性

“うちら”ってどうゆうこと？

ぼくは「うちら」という言葉はおかしいと思うよ。

じゃあ逆に全員考えいっしょなの？ということが言える

よね。だから「うちら」というのは不気味ということが言

えます。なので君も自分自身の意見を「うちら」に言って

みるといいよ。

しかし、何もしないと“アナタ”という命は一生動かない

よ。気をつけよう。共に。人類や宇宙にそんざいするも

のは全くちがうんだよ。

ある本で「100人のうち99人がこうだと言おうと1人の

意見が正しいことがある」というのが書かれています。

なので、R.Nさんもこれからは自分自身の意見を強くも

って、“うちら”というやつを静まり返してやりましょう！

ゆう 11女性

本当の友達は本当のことを言いあえる！！

RNさんが勇気を出して言ったことはとてもすごいよ！

本当の友達は本当のことを言いあえる友達だよ！

その子になにを言われようがRNさんのおかげで一人の

人が助かってるんだよ。

だからなにを言われようと言い続けてください。そした

らいつか必ず何かがおきるよ。

だから自分を信じて毎日を大切にしてね。そしてダメな

ことはダメと言いあえる友達を見つけると心がスッキリ

すると思うよ。自分を信じてがんばってね。

最後に･･･考えすぎない方がいいよ。楽に生きてみよう。

コーンスープ 12女性

自信を持って

RNさんはRNさんが注意したことに対して、後悔しなくて

いいと思います。

「友達」が自分を否定したなら、「友達」と考え方が違っ

たなら無理に「友達」と一緒に居る必要は無いと思う。

その分、いつか出会えた唯一無二の友達と自分の考えを

分かち合えたらいいと思う。だから、自分の言ったことに

後悔しないでほしい。むしろ、人を助けたと思って自分に

自信を持ってほしいです。独りでいいです。

自分に自信を持って。

つかちゃん 12男性

自分を信じて

R.Nさんのやったことは正しい。

自分も悪口言われたくない。そんな時、自分だったら、

うらで悪口を言っている人に悪口を言って、相手に○○

ちゃんの気持ちにならせる。今のことを言葉で言う。

伝わらなかったら、今のを行動にする。

それでも無理なら、担任や信用できる人に相談して、自

分自身の意志を貫き最後の最後まであきらめずに、く

じけずに、前へ進み続け、頑張ってください。

Y.A 12男性

考えがちがうのがふつう

僕はあなたがやった「そういうのは、やめよう。」とい

う注意は、正しいと思います。

やっぱり変な物は変と言うことが大切です。世の中に

同じ顔で同じ身長で、同じ考えの人がいますか？もちろ

ん、いません。一人一人には、生きてきた歴史があるの

です。なので、考えがちがうのが普通なのです。

だから、人に合わせずに、自分自身の思い、考えを大切

にしてください。そうすれば、アナタの目の前には、暗

闇ではなく光が差してくるはずです。

あ 11男性

大切にしよう

その人とは別れましょう。どんどんエスカレートしてい

ってつらくなると思います。

RNさんは、わる口を言われた子をたすけたのに、RNさ

んがいじめられるなんておかしいと思います。

RNさんは、そんなひどいやつとはかかわらないほうが

良いです。自分が好きな事だけやればいいよ。そんなや

つとは、かかわる必要はありません。

いい友達と仲良くすごしてください！

たった一度しかない一日を大切に。

ローソン 11男性

意味のあること

キミがやったことは、無意味じゃないよ。1人の人をたす

けられたじゃん。キミがきらわれるのはイヤかもしれな

い、だけど、そのキミの言葉で、人の心の「エネルギー」

がへらなくなるなら、キミにもいつか返してくれる時が

来るよ。ぼくだってそういう時もあったけど、そのたすけ

た人から「ありがとう」という言葉が返ってきたから、今

は、せいいっぱい生きてるんだよ。たとえ「ありがとう」

という言葉が返ってこなくても、助けてくれた人は、心

の中でありがとうって思っているから信じて生きて！！う

ちらっていう人がいるでしょ、その人たちには仲のいい

友がいる。キミも友だったんでしょ？でも、友だったけど

話しを聞いてくれなかった友は、友じゃない。だからあ

らためて、本当の友をつくれば？信じあえるね。

シュンシュン 11男性

“第一歩”

ぼくは、RNさんのように、いじめを受けたことがあまり

ない。だからといって、人はいじめを受けないと、人はわ

からないのか？いや、人には想像する力がある。

ぼくのクラスのKさんの考えで、“第一歩”という話があ

った。RNさんは“第一歩”をふみこんだ。RNさんは、

注意しない方が良かったと思うかもしれない。けれど、

RNさんが誠実だということで、一人の子が助かった。

RNさんは正しい。

どうか、あなたの“声”で一人でも救われる人がいるか

もしれません。これから“二歩、三歩”進んでいってくだ

さい。

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント
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S.H 12女性

私は、自分よりも相手の事を考えられるあなたがすご

いと思う。あなたは、1人を助けたと思っているかもし

れないけど、私は、悪口を言われているのを知っている

人など、周りの人も助けたと思う。なぜなら、悪口を言

われている人は、つらくて悲しかったと思って、それを

R.Nさんが楽にしてくれたし、周りの悪口を言われてい

るのを知っている人も「どうしたらいいの？」となやん

でいたのをR.Nさんが解決してくれて、うれしいと思っ

ていると思ったからです。

私の友達が、「本当の友達なら『ごめんね』の一言でゆ

るしてくれる」と言っていて、R.Nさんもこれをヒント

に、信じ合える本当の友達に出会えることを、私は信じ

ています。

おむすび 11女性

私と本当の友達になりましょう。

RNさんこんにちは(̂ - )̂最初に私と本当の友達になりま

せんか？本当の友達は自分の悪いところ良いところを話

し合う正直に話す友達のことです。今RNさんが自分の

ことを話してくれたじゃありませんか。今日から私とあな

たは本当の友達です。次に友達の私から一つ。あなたの

やったことはまちがってはないよ。今、RNさんは自分が

やったことはまちがっているのかと考えている。悪口を

言っている人ばかり考えてる！でも、自分が言ったことを

考えてみて。RNさんが言ったことによって、助かってい

る人がいることを知っておいて。もしRNさんが助けなけ

ればあの子はずっと悪口を言われていたかもしれない

よ。今、探している希望の光はきっとあるから！必ずある

から！大丈夫！がんばれ！Proud of you!（ほこりに思う）

ゆきな 11女性

“ツライ”を“行動”に･･･

RNさんは、うちらと言っている人に対して、心に傷を負っ

ているので、ふさぐために、まずは行動で変えていけばい

いと思う。

大きな行動をしなくていい。だって無理にやったら、自分

が暗闇の中に迷うだけになる。

だから、“ごめんね”と言われなければ、それは、本当の友

だちと思いたいなら、アナタが少しずつ出来るていどの

行動を起こせばいいんじゃない。そしたら、少しの行動を

視てる人がいるので、自分で、嫌われ役になるのは、君に

とってツライと思う。

“ツライ”をはっきり、何でもいいので自分で伝えれば、

周りも変わる！

N.H 12女性

強くなれる

あなたのしてる事は間違ってない。でも、優先順位はど

うかな･･･。

自分がきらわれたくないという意志が先か？いじめら

れてる人を助けたいのに･･･自分の意志を優先してたら

どう？今のあなたは“うちら”を意識しすぎ。自分を守

りたいのは分かるよ･･･。でもあなたが自分で、その子を

助けたいと思ったのなら･･･最後まで、守って！

まず君が考えるべきなのは“相談”だよ。信頼者を作っ

て！一人じゃ出来ないのなら、相談。自分に使命を感じ

て。あなたの使命は、その子を守ること。

少数派は多数に負けない。あきらめなければ･･･。

とにかく生き続けて、命の使い方を間違えないで！

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント
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しらす 12男性

行動と結果 本体とふろく

「そういうのはやめよう。」行動。きらわれた。きらわれ

てしまった。結果。ある人はこれを“本体”と“ふろく”と

言った。一つの意見を言った。“本体”結果的にきらわれ

た。“ふろく”何をしたかが大切。それについてくる結果。

結果にこだわりすぎていないか？きらわれるor好かれ

るという評価だけに。アナタの「やめよう」という言葉

が○○ちゃんを救ったかもしれない。その結果がきら

われたなら、アナタは使命をはたせたのでは？『きらわ

れたくなくて』その言葉だけでアナタは変らない。Q(質

問):動くor無視？

M･K 12女性

メッセージ

私はあなたのメッセージを読みました。

読んで、私はあなたにとって信じてもらえるという人にな

りたいと思ったので、話します。

あなたは今、自分を自分でしばってしまっている。もちろ

ん、わたしも、だれかに注意して、にらまれたりするのは、

こわい。だけど、そんなことより、あなたは人を助けた。あ

なたが注意したおかげで、いじめられていた人は助かっ

た。すごいことだと思う。意見の中で、少数派と多数派が

あって、私は、自分と意見のちがう人をどう活かすかが大

事だと思っています。でも、それに気づけたのは、RNさん

のメッセージがあったからです。ありがとう。私はあなた

に、もっとのびのび生きてほしいです。

Y 男性

道

まず気弱な人は、君だけじゃない。ぼくも気弱。気弱な

人はいっぱいいる。

そんな時は、勝手に自分の道を作ればいい。一回友だち

を守ってみてもいい。もし、いじめている子と会ったら分

かれ道を心の中で作ってもいい。

とにかく自分の道を行くのが大事。

そしたらいつか道のと中でよい友だちができるかもよ。

かるま 11男性

自分にもっと自信を持って！

RNさんは自分が言ったことに後かいしていませんか？

あなたはうらで悪口を言っている人に注意をしましたよ

ね。そしたら次は自分がイジメられた。

でも自分が言ったことに後かいしないで下さい。あなた

は前イジメられる人に言った。だから次は自分がイジメ

られた。でも前イジメられている人はもうイジメられな

くなった。

RNは一人の人を助けた。だからあなたのやっているこ

とはまちがっていない。自分にもっと自信を持って生き

てください。

もし本当にどうにもできなくなったら家族、先生に言っ

てみたらどうですか？それによって希望の光がみえてく

るかもしれませんよ？

うっつー 12女性

自分の意志を貫く

今RNさんは後悔していますか？もししてるとしたらそ

んな後悔しなくていいんです。

だってRNさんのおかげで悪口を言われている人を助け

たんです。そして、そのおかげでRNさんの命は動いたの

です。あの時何もしなかったらRNさんの命は動いてい

ません。

そしてRNさんは「うちら」というふろくを気にして大切

な物を失ってしまっているのだと思います。そして、それ

は自分の意志を貫くという事だと思います。これからも

自分の意志を貫いて下さい。

「うちら」といった人は、自分の意志が貫けていない人

だと思ってください。

ST 11男性

気楽に行こう

自分は注意したのがよかったと思う。

きらわれたことを気にしていると思うけど言った結果が

きらわれただけでむしろやったことは自分をほめていい

くらいのことだと思う。

それがあなたの生き方だ。あなたの世界を築き、あなた

の星を築き、あなたの宇宙を築いてあなたのやりたい

ことをやって、自分をぶちまけちまえ！！

１人ぼっちじゃない。いや１人ぼっちなんてない。１人だ

けの物。あなただけのもの。

N.H 11女性

たった１人の“力”

勇気を出して手紙を送ってくれてありがとうございます。

まず、あなたにこの言葉をプレゼントします。「100人いた

中の99人が同じ考えでも1人が正しいことがある。」あな

たは99人に流されずに自分の思うことを言った。1人

/100人を大切にしてほしい。

つまり自分が正しいと思ったことは最後まで、最後まで、

自分を信じて続けてほしい。続けてください。

どんぞこに落ちそうになったら、私のプレゼントした言

葉を思いだしてください。あなたが注意したことによっ

て、1人を救った。

あなたの勇気ある行動は、その時まわりでみている人が

いなくても、悪口を言われていた子は言ってくれて「あり

がとう。」って思っていることは忘れないで。

M.i 11女性

自分を持って

RNさんへ　私はRNさんがやったことは正しいと思い

ます。もし、かげで悪口を言われても、親友ならすぐ恕し

てくれるはず。もし恕してくれないのであれば、親友では

ないということだから、気にする必要はないよ。だって

RNさんの言葉で助かっている人がいるから、RNさん

は人の命を救った人なんだから･･･。

RNさんは今、自分に自信がないかもしれないけど、世

界にはこんな言葉があります。「100人のうち99人がこ

うだといっても、1人の方が正しい事がある。」私からこ

の言葉をプレゼントします。

RNさんは自分の行動にもっと自信を持っていいと思い

ます。だから、もっと自信を持ってください。ありがとう

ございます。

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント
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番組で紹介した返事だよ！ 番組で紹介した返事だよ！ 番組で紹介した返事だよ！

ずー 11女性

すごいよ

あなたがやったことは、とてもすばらしいことだよ。私

には、なかなかできないと思う。

あなたにこの言葉をプレゼントします。「大切なのは自分

自身の心を大切にして信用できる人に相談すること」で

す。この言葉は私のクラスのKさんがいった言葉です。

この言葉から一人でかかえこんでしまうと自分の心がき

ずついてしまうから他の人に相談しようなどいろいろな

事が考えられるから、あなたにプレゼントします。

私は、あなたの味方です。もし悲しいことやつらいこと

があったら、私がプレゼントした言葉を思い出してくだ

さい。

一歩一歩前に進んでいこう。

TARO 12男性

あなたのやっていることはまちがっていないよ。あなた

のおかげで、1人がたすけられたし、自分の心を売らない

で言えているから。シュウダンシンリというものがある。

これは、周りに流されて考えをもたずに行動してしまう

ものだよ。うちらと言った人たちは流されている。そんな

中でおかしいことはおかしいと言えたことはすごいと思

うよ。でもその中でも同じことを思っている人もいると思

うんだ。その中で本当の友達を作って第一歩をふみ出し

てみてください。流されない勇気をもっているあなたは、

これからも結果的にきらわれてしまったとしても、あな

たのおかげで、だれかがたすかるということをわすれな

いでね。その勇気が国、世界で1人という“カベ＂をこわす

カギになるから･･･。

C･Y 11女性

流されない勇気 『うちら』に負けないで！！

RNさんがいった事はまちがっていないと思う。あなたが

言った事は、他に流されないで「やめよう。」と言った。その

事で悪口を言われた子が助かった。「うちら」って言った人

は「自分は悪くない」とか「私だけじゃない」とか言うと思

うけどそれはウソ。本当は、自分に罪をなすりつけられな

いようにしただけで、本当は自分もやっている。その事で話

し合いをし、（私のクラスの）Mさんが本当の友達を探して(

いやな事やこうしようとかいい合える事)っていっていたか

ら、あなたがかばった子に話しかけて本当の友達になって

ほしい。あなたの心の傷が治ってきたら、あなたをいじわ

るした子にこう言ってみて！「1人1人ちがうのはあたり前」「

いれかえるifを使ってみて」と言ってみて下さい。勇気を持

って言った事は、とってもすばらしい事です。ありがとう

K 女性

だれでも「うちらと考え違うんだー」とか言われたら学

校にいきたくなくなると思う。

RNさんのやった事はいいと思うけど、いつまでもそん

な事いう人はほおっておいた方がいいと思うし、そんな

ことしているよりかは、自分の好きなことした方がずっ

と楽だと思う。

はずかしいと言う気持ちはわかるけど、親に言った方が

いいと思う。そうしたら少しは楽にすごせると思う。

RI 11女性

あなたのやったことは正しい

私はあなたのやったことは、ぜんぜん悪くないと思う。こうか

いすることはない。私のクラスに「ただ何もしないとアナタと

いう命は動かない！」と書いた人がいます。いまあなたは暗闇の

中にいて、私たちにたすけを求めて手紙を書きましたね？私は

キャッチしました。でもあなたがやったことのどこが悪いのか

まったくわかりません。逆にどこが悪いのですか？でも1つだけ

勇気がぜったいに出る言葉があります。「100人のうち99人が

こうだと言っても1人の方がただしい時がある。」この言葉はあ

る本の言葉です。うちらさんにこの言葉をおしえてあげてくだ

さい。そして、そのうちらさんに言う言葉をおしえてあげます。「

100人のうち99人がこうだといっても、1人の方が正しいことが

ある。」これの1人が私なんだよとおしえてください。ぜったい

にうちらさんは変ります。前向きにがんばってください。

斉木雄男 12男性

違うことを恐れないで 360度へ

人類いや宇宙単位で違う。顔、形、考え方さえ違うのだ。

うちらちゃんの方法は悪いと思うけど、違っていてとう

ぜんだ。しかし、多数で押しつけずに“対話”をして話し

合うことが大切だ。

その一方、RNさんはうちらちゃんだけを見ているから

○○ちゃんの事を観てあげて。

RNさんのおかげで助かっている人がいるからもっと＋

(ﾌ ﾗ゚ｽ)思考へ動いてください。

そしてRNさんが何もしなかったら、“命”(意見)は動き

ませんでした。これからも大人になっても、勇気を持っ

て違うものは違うといってください。

明光義塾さん 11男性

＋（プラス）に考えてください。

ぼくは、RNの立場になって考えてみたりしました。

ぼくも、人に嫌われたくないです。だけど、（ぼくのクラ

スの）S･Sさんの言葉を聞いたら、ぼくは勇気が持てま

した。「人類いや宇宙に存在するものは全て違う」とい

う言葉です。存在するものは全て違う、じゃ○○ちゃん

のこと嫌いなわけないじゃん。注意したことは間違って

ないじゃんと思いました。だけど注意した人には嫌われ

てしまいました。

けど、まて、注意したからいじめられている人は、助けら

れた。注意した人には嫌われたけど助けられた人がい

る。ぼくは、－(ﾏｲﾅｽ)に思うのではなく＋(ﾌ ﾗ゚ｽ)に思った

ほうがいいと思います。

HARUKA 11女性

この言葉をつかってね

RNさんの言葉はまちがっていないんだよ。とめたって

だいじょうぶだよ。「そういうのは、やめよう」っていう

言葉がいいんだよだからあんしんして自分までまきこ

ませたくないよね。自分にくるしい思いをさせないで。

自分の心の中がくるしくなってしまうよ。

友だちからもらった言葉だよ。「100人のうち99人がこ

うだと言っても、1人の方がただしいことがある。」この

言葉をつかってね。もし心がいたかったらこのかいた言

葉を思いだしてね。そしたら心の中がうれしい思いにな

るよ。

私は、RNさんは、自分の気持ちが弱いんじゃなくて強

いんだと思ったよ。
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俺 11男性

共用の知をつくるために

いじめを止められるのは、そう傍観者、そう俺、そして

RNさんです。RNさんは止められた。

もし不安だったら、俺の友達の言葉、人類いや宇宙の中

で存在するものは全て違う、それぞれ顔形、声が違う。

そしてまちがえない人は１人もいない。という言葉でう

ちらと○○が違うのはあたりまえ。そのことを言うのは

まちがっている。だからこれからは堂々とまちがってい

こう。その事を伝えたうえで認め合いをしてみんなの共

用の知を創っていけばいいと思います。

まだぼくも創り途中なんですけどがんばりましょう。共

用の知を創り上げるまで。

K.R 12男性

生きている価値とは･･･

R.Nさんは自分の尊厳が無くなりかけていると思ってい

ませんですか？思っていなければいいのですが、私は

R.NさんがいたことによってR.Nさんがこんなに苦しん

でいることも分かったし、自分はR.NさんがNHKに手紙

を出すという所で素晴らしいと思いますよ。

私から１つの言葉をプレゼントします。「100人中、99人

がちがう意見を言っても1人の意見が正しい事がある。」

うちらの人達が「○○ちゃんとちがう考えだ」と言っても

R.Nさんの持っている考え方が正しい事もあります。

なので、うちらの人達に直接自分の意見が言えなくても、

自分の生きている価値を考えて、日々苦しいと思います

が、１日１日楽しい日をすごしてください。

れもん 11女性

心を伝えて

R.Nさんがやったことは間違っていない。だって、あなたが

行動したから、○○ちゃんを助けられたんです。だから自

分のやったことを後悔しなくていいです。

クラスの人がこんなことを言っています。“自分自身の心を

大切にして”

あなたは自分の心を捨てなくていいんです。自分の心、意

見を大切にして、ずっと言い続ければいいんです。

こわいですか？それなら私はこうします。自分と同じ意見

の人を探す。必ず、あなたと同じ意見の人がいるから。そし

て、2人で、自分自身の心を伝えていけばいい。心を伝えて、

相手の心を動かして。

銀時 12男性

あなたによって助かった人がいる

RNさんは注意したんだけど、悪口を言っている人にひ

ていされて自信がなくなったりしてるかもしれません

が、あなたが言ったことによって、助けられる、助けら

れた人がいるということをわすれないでください。

RNさんの勇気のある行動は人を救う力があると思い

ます。

もしネガティブに考えてしまっているなら、ポジティブ

に言ったから良くなったり元気づけられたりしたんだ

と考えれば良いと思います。悪口を言われている子も

RNさんが注意してくれてうれしいと思っていると思い

ます。

自信を持って頑張ってください by 銀時

PM2.5接近中 11男性

意志を貫く

自分を貫き戦っていくのか、考えを変えて、もう一度や

り直すのか、どちらでも良いと思う。

意志を貫き迷わずに生きて行ってほしい。

H.K 11男性

友達にきらわれたくないんだ･･･僕と同じだね。イジメて

いる人に1人で立ち向かったりするのは、勇かんだと想

う。だから、やっている事は間ちがってないよ。親に言え

ないのも分かる。ただ何もしないと、アナタという命は

動かない。だから勢いであきらめるのは善くない。

アナタの顔と声も知らないけど、僕は応えんしている。

相手の意識が変わるまで、アナタが光を暗闇から視つ

けるまで･･･。

最後に、イジメられている人の気持ちは、他の人は分か

らないけど、分かろうとする事はできる。だからもっと

助けを求めて･･･。

HTKH 12男性

心の奥から喜べる“対話”

RNさんが裏で悪口を言っている人に注意したことに不

安や後悔を感じなくていい。そんなことで自分自身の心

を閉ざしてはならない。自分の本心を貫き続けようとい

う気持ちを持ってほしい。

自分が信頼できる友人はいますか？いるのならばその

友人に自分の心の奥を全て打ち明けてみてほしい。

ある友達がこう言った。「本当の友達を探そう。」“本当

の友達”とは、自分が信頼できる友人のことだと僕は思

う。とにかく相談するのが一番。今自分が生きている理

由がつかめていないのだとしたら、結論は一つ。“悪口

を言われている子を助ける”ことだ。

対話するとき、自分の心を出せることを願っている。

S.M 12女性

本当の“友達”への第一歩

私は、そんなに深く考えなくていいと思う。

なぜなら、同じクラスのKさんが言ってた事で「自分自

身の心を大切にして信用できる人に相談すること」って

いうのがあって、相手ばっかをきにしていると自分自身

がきずつくこともあるから。

だから、あまり深く考えなくていいよ。“うちら”って言っ

た人は、本当の友達じゃないんじゃない？本当の友達っ

ていうのは、自分の思ったことを言い合えると思う。

だからRNさんがやった事は、悪口を言われてた子と本

当の友達になれる第一歩なんじゃないかな？RNさんは

本当の友達をさがせればいいと思うよ。
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山ピー 12男性

“うちら”ってどうゆうこと？

ぼくは「うちら」という言葉はおかしいと思うよ。

じゃあ逆に全員考えいっしょなの？ということが言える

よね。だから「うちら」というのは不気味ということが言

えます。なので君も自分自身の意見を「うちら」に言って

みるといいよ。

しかし、何もしないと“アナタ”という命は一生動かない

よ。気をつけよう。共に。人類や宇宙にそんざいするも

のは全くちがうんだよ。

ある本で「100人のうち99人がこうだと言おうと1人の

意見が正しいことがある」というのが書かれています。

なので、R.Nさんもこれからは自分自身の意見を強くも

って、“うちら”というやつを静まり返してやりましょう！

ゆう 11女性

本当の友達は本当のことを言いあえる！！

RNさんが勇気を出して言ったことはとてもすごいよ！

本当の友達は本当のことを言いあえる友達だよ！

その子になにを言われようがRNさんのおかげで一人の

人が助かってるんだよ。

だからなにを言われようと言い続けてください。そした

らいつか必ず何かがおきるよ。

だから自分を信じて毎日を大切にしてね。そしてダメな

ことはダメと言いあえる友達を見つけると心がスッキリ

すると思うよ。自分を信じてがんばってね。

最後に･･･考えすぎない方がいいよ。楽に生きてみよう。

コーンスープ 12女性

自信を持って

RNさんはRNさんが注意したことに対して、後悔しなくて

いいと思います。

「友達」が自分を否定したなら、「友達」と考え方が違っ

たなら無理に「友達」と一緒に居る必要は無いと思う。

その分、いつか出会えた唯一無二の友達と自分の考えを

分かち合えたらいいと思う。だから、自分の言ったことに

後悔しないでほしい。むしろ、人を助けたと思って自分に

自信を持ってほしいです。独りでいいです。

自分に自信を持って。

つかちゃん 12男性

自分を信じて

R.Nさんのやったことは正しい。

自分も悪口言われたくない。そんな時、自分だったら、

うらで悪口を言っている人に悪口を言って、相手に○○

ちゃんの気持ちにならせる。今のことを言葉で言う。

伝わらなかったら、今のを行動にする。

それでも無理なら、担任や信用できる人に相談して、自

分自身の意志を貫き最後の最後まであきらめずに、く

じけずに、前へ進み続け、頑張ってください。

Y.A 12男性

考えがちがうのがふつう

僕はあなたがやった「そういうのは、やめよう。」とい

う注意は、正しいと思います。

やっぱり変な物は変と言うことが大切です。世の中に

同じ顔で同じ身長で、同じ考えの人がいますか？もちろ

ん、いません。一人一人には、生きてきた歴史があるの

です。なので、考えがちがうのが普通なのです。

だから、人に合わせずに、自分自身の思い、考えを大切

にしてください。そうすれば、アナタの目の前には、暗

闇ではなく光が差してくるはずです。

あ 11男性

大切にしよう

その人とは別れましょう。どんどんエスカレートしてい

ってつらくなると思います。

RNさんは、わる口を言われた子をたすけたのに、RNさ

んがいじめられるなんておかしいと思います。

RNさんは、そんなひどいやつとはかかわらないほうが

良いです。自分が好きな事だけやればいいよ。そんなや

つとは、かかわる必要はありません。

いい友達と仲良くすごしてください！

たった一度しかない一日を大切に。

ローソン 11男性

意味のあること

キミがやったことは、無意味じゃないよ。1人の人をたす

けられたじゃん。キミがきらわれるのはイヤかもしれな

い、だけど、そのキミの言葉で、人の心の「エネルギー」

がへらなくなるなら、キミにもいつか返してくれる時が

来るよ。ぼくだってそういう時もあったけど、そのたすけ

た人から「ありがとう」という言葉が返ってきたから、今

は、せいいっぱい生きてるんだよ。たとえ「ありがとう」

という言葉が返ってこなくても、助けてくれた人は、心

の中でありがとうって思っているから信じて生きて！！う

ちらっていう人がいるでしょ、その人たちには仲のいい

友がいる。キミも友だったんでしょ？でも、友だったけど

話しを聞いてくれなかった友は、友じゃない。だからあ

らためて、本当の友をつくれば？信じあえるね。

シュンシュン 11男性

“第一歩”

ぼくは、RNさんのように、いじめを受けたことがあまり

ない。だからといって、人はいじめを受けないと、人はわ

からないのか？いや、人には想像する力がある。

ぼくのクラスのKさんの考えで、“第一歩”という話があ

った。RNさんは“第一歩”をふみこんだ。RNさんは、

注意しない方が良かったと思うかもしれない。けれど、

RNさんが誠実だということで、一人の子が助かった。

RNさんは正しい。

どうか、あなたの“声”で一人でも救われる人がいるか

もしれません。これから“二歩、三歩”進んでいってくだ

さい。
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S.H 12女性

私は、自分よりも相手の事を考えられるあなたがすご

いと思う。あなたは、1人を助けたと思っているかもし

れないけど、私は、悪口を言われているのを知っている

人など、周りの人も助けたと思う。なぜなら、悪口を言

われている人は、つらくて悲しかったと思って、それを

R.Nさんが楽にしてくれたし、周りの悪口を言われてい

るのを知っている人も「どうしたらいいの？」となやん

でいたのをR.Nさんが解決してくれて、うれしいと思っ

ていると思ったからです。

私の友達が、「本当の友達なら『ごめんね』の一言でゆ

るしてくれる」と言っていて、R.Nさんもこれをヒント

に、信じ合える本当の友達に出会えることを、私は信じ

ています。

おむすび 11女性

私と本当の友達になりましょう。

RNさんこんにちは(̂ - )̂最初に私と本当の友達になりま

せんか？本当の友達は自分の悪いところ良いところを話

し合う正直に話す友達のことです。今RNさんが自分の

ことを話してくれたじゃありませんか。今日から私とあな

たは本当の友達です。次に友達の私から一つ。あなたの

やったことはまちがってはないよ。今、RNさんは自分が

やったことはまちがっているのかと考えている。悪口を

言っている人ばかり考えてる！でも、自分が言ったことを

考えてみて。RNさんが言ったことによって、助かってい

る人がいることを知っておいて。もしRNさんが助けなけ

ればあの子はずっと悪口を言われていたかもしれない

よ。今、探している希望の光はきっとあるから！必ずある

から！大丈夫！がんばれ！Proud of you!（ほこりに思う）

ゆきな 11女性

“ツライ”を“行動”に･･･

RNさんは、うちらと言っている人に対して、心に傷を負っ

ているので、ふさぐために、まずは行動で変えていけばい

いと思う。

大きな行動をしなくていい。だって無理にやったら、自分

が暗闇の中に迷うだけになる。

だから、“ごめんね”と言われなければ、それは、本当の友

だちと思いたいなら、アナタが少しずつ出来るていどの

行動を起こせばいいんじゃない。そしたら、少しの行動を

視てる人がいるので、自分で、嫌われ役になるのは、君に

とってツライと思う。

“ツライ”をはっきり、何でもいいので自分で伝えれば、

周りも変わる！

N.H 12女性

強くなれる

あなたのしてる事は間違ってない。でも、優先順位はど

うかな･･･。

自分がきらわれたくないという意志が先か？いじめら

れてる人を助けたいのに･･･自分の意志を優先してたら

どう？今のあなたは“うちら”を意識しすぎ。自分を守

りたいのは分かるよ･･･。でもあなたが自分で、その子を

助けたいと思ったのなら･･･最後まで、守って！

まず君が考えるべきなのは“相談”だよ。信頼者を作っ

て！一人じゃ出来ないのなら、相談。自分に使命を感じ

て。あなたの使命は、その子を守ること。

少数派は多数に負けない。あきらめなければ･･･。

とにかく生き続けて、命の使い方を間違えないで！
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しらす 12男性

行動と結果 本体とふろく

「そういうのはやめよう。」行動。きらわれた。きらわれ

てしまった。結果。ある人はこれを“本体”と“ふろく”と

言った。一つの意見を言った。“本体”結果的にきらわれ

た。“ふろく”何をしたかが大切。それについてくる結果。

結果にこだわりすぎていないか？きらわれるor好かれ

るという評価だけに。アナタの「やめよう」という言葉

が○○ちゃんを救ったかもしれない。その結果がきら

われたなら、アナタは使命をはたせたのでは？『きらわ

れたくなくて』その言葉だけでアナタは変らない。Q(質

問):動くor無視？

M･K 12女性

メッセージ

私はあなたのメッセージを読みました。

読んで、私はあなたにとって信じてもらえるという人にな

りたいと思ったので、話します。

あなたは今、自分を自分でしばってしまっている。もちろ

ん、わたしも、だれかに注意して、にらまれたりするのは、

こわい。だけど、そんなことより、あなたは人を助けた。あ

なたが注意したおかげで、いじめられていた人は助かっ

た。すごいことだと思う。意見の中で、少数派と多数派が

あって、私は、自分と意見のちがう人をどう活かすかが大

事だと思っています。でも、それに気づけたのは、RNさん

のメッセージがあったからです。ありがとう。私はあなた

に、もっとのびのび生きてほしいです。

Y 男性

道

まず気弱な人は、君だけじゃない。ぼくも気弱。気弱な

人はいっぱいいる。

そんな時は、勝手に自分の道を作ればいい。一回友だち

を守ってみてもいい。もし、いじめている子と会ったら分

かれ道を心の中で作ってもいい。

とにかく自分の道を行くのが大事。

そしたらいつか道のと中でよい友だちができるかもよ。

かるま 11男性

自分にもっと自信を持って！

RNさんは自分が言ったことに後かいしていませんか？

あなたはうらで悪口を言っている人に注意をしましたよ

ね。そしたら次は自分がイジメられた。

でも自分が言ったことに後かいしないで下さい。あなた

は前イジメられる人に言った。だから次は自分がイジメ

られた。でも前イジメられている人はもうイジメられな

くなった。

RNは一人の人を助けた。だからあなたのやっているこ

とはまちがっていない。自分にもっと自信を持って生き

てください。

もし本当にどうにもできなくなったら家族、先生に言っ

てみたらどうですか？それによって希望の光がみえてく

るかもしれませんよ？

うっつー 12女性

自分の意志を貫く

今RNさんは後悔していますか？もししてるとしたらそ

んな後悔しなくていいんです。

だってRNさんのおかげで悪口を言われている人を助け

たんです。そして、そのおかげでRNさんの命は動いたの

です。あの時何もしなかったらRNさんの命は動いてい

ません。

そしてRNさんは「うちら」というふろくを気にして大切

な物を失ってしまっているのだと思います。そして、それ

は自分の意志を貫くという事だと思います。これからも

自分の意志を貫いて下さい。

「うちら」といった人は、自分の意志が貫けていない人

だと思ってください。

ST 11男性

気楽に行こう

自分は注意したのがよかったと思う。

きらわれたことを気にしていると思うけど言った結果が

きらわれただけでむしろやったことは自分をほめていい

くらいのことだと思う。

それがあなたの生き方だ。あなたの世界を築き、あなた

の星を築き、あなたの宇宙を築いてあなたのやりたい

ことをやって、自分をぶちまけちまえ！！

１人ぼっちじゃない。いや１人ぼっちなんてない。１人だ

けの物。あなただけのもの。

N.H 11女性

たった１人の“力”

勇気を出して手紙を送ってくれてありがとうございます。

まず、あなたにこの言葉をプレゼントします。「100人いた

中の99人が同じ考えでも1人が正しいことがある。」あな

たは99人に流されずに自分の思うことを言った。1人

/100人を大切にしてほしい。

つまり自分が正しいと思ったことは最後まで、最後まで、

自分を信じて続けてほしい。続けてください。

どんぞこに落ちそうになったら、私のプレゼントした言

葉を思いだしてください。あなたが注意したことによっ

て、1人を救った。

あなたの勇気ある行動は、その時まわりでみている人が

いなくても、悪口を言われていた子は言ってくれて「あり

がとう。」って思っていることは忘れないで。

M.i 11女性

自分を持って

RNさんへ　私はRNさんがやったことは正しいと思い

ます。もし、かげで悪口を言われても、親友ならすぐ恕し

てくれるはず。もし恕してくれないのであれば、親友では

ないということだから、気にする必要はないよ。だって

RNさんの言葉で助かっている人がいるから、RNさん

は人の命を救った人なんだから･･･。

RNさんは今、自分に自信がないかもしれないけど、世

界にはこんな言葉があります。「100人のうち99人がこ

うだといっても、1人の方が正しい事がある。」私からこ

の言葉をプレゼントします。

RNさんは自分の行動にもっと自信を持っていいと思い

ます。だから、もっと自信を持ってください。ありがとう

ございます。

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント

日本放送協会（1） C
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ずー 11女性

すごいよ

あなたがやったことは、とてもすばらしいことだよ。私

には、なかなかできないと思う。

あなたにこの言葉をプレゼントします。「大切なのは自分

自身の心を大切にして信用できる人に相談すること」で

す。この言葉は私のクラスのKさんがいった言葉です。

この言葉から一人でかかえこんでしまうと自分の心がき

ずついてしまうから他の人に相談しようなどいろいろな

事が考えられるから、あなたにプレゼントします。

私は、あなたの味方です。もし悲しいことやつらいこと

があったら、私がプレゼントした言葉を思い出してくだ

さい。

一歩一歩前に進んでいこう。

TARO 12男性

あなたのやっていることはまちがっていないよ。あなた

のおかげで、1人がたすけられたし、自分の心を売らない

で言えているから。シュウダンシンリというものがある。

これは、周りに流されて考えをもたずに行動してしまう

ものだよ。うちらと言った人たちは流されている。そんな

中でおかしいことはおかしいと言えたことはすごいと思

うよ。でもその中でも同じことを思っている人もいると思

うんだ。その中で本当の友達を作って第一歩をふみ出し

てみてください。流されない勇気をもっているあなたは、

これからも結果的にきらわれてしまったとしても、あな

たのおかげで、だれかがたすかるということをわすれな

いでね。その勇気が国、世界で1人という“カベ＂をこわす

カギになるから･･･。

C･Y 11女性

流されない勇気 『うちら』に負けないで！！

RNさんがいった事はまちがっていないと思う。あなたが

言った事は、他に流されないで「やめよう。」と言った。その

事で悪口を言われた子が助かった。「うちら」って言った人

は「自分は悪くない」とか「私だけじゃない」とか言うと思

うけどそれはウソ。本当は、自分に罪をなすりつけられな

いようにしただけで、本当は自分もやっている。その事で話

し合いをし、（私のクラスの）Mさんが本当の友達を探して(

いやな事やこうしようとかいい合える事)っていっていたか

ら、あなたがかばった子に話しかけて本当の友達になって

ほしい。あなたの心の傷が治ってきたら、あなたをいじわ

るした子にこう言ってみて！「1人1人ちがうのはあたり前」「

いれかえるifを使ってみて」と言ってみて下さい。勇気を持

って言った事は、とってもすばらしい事です。ありがとう

K 女性

だれでも「うちらと考え違うんだー」とか言われたら学

校にいきたくなくなると思う。

RNさんのやった事はいいと思うけど、いつまでもそん

な事いう人はほおっておいた方がいいと思うし、そんな

ことしているよりかは、自分の好きなことした方がずっ

と楽だと思う。

はずかしいと言う気持ちはわかるけど、親に言った方が

いいと思う。そうしたら少しは楽にすごせると思う。

RI 11女性

あなたのやったことは正しい

私はあなたのやったことは、ぜんぜん悪くないと思う。こうか

いすることはない。私のクラスに「ただ何もしないとアナタと

いう命は動かない！」と書いた人がいます。いまあなたは暗闇の

中にいて、私たちにたすけを求めて手紙を書きましたね？私は

キャッチしました。でもあなたがやったことのどこが悪いのか

まったくわかりません。逆にどこが悪いのですか？でも1つだけ

勇気がぜったいに出る言葉があります。「100人のうち99人が

こうだと言っても1人の方がただしい時がある。」この言葉はあ

る本の言葉です。うちらさんにこの言葉をおしえてあげてくだ

さい。そして、そのうちらさんに言う言葉をおしえてあげます。「

100人のうち99人がこうだといっても、1人の方が正しいことが

ある。」これの1人が私なんだよとおしえてください。ぜったい

にうちらさんは変ります。前向きにがんばってください。

斉木雄男 12男性

違うことを恐れないで 360度へ

人類いや宇宙単位で違う。顔、形、考え方さえ違うのだ。

うちらちゃんの方法は悪いと思うけど、違っていてとう

ぜんだ。しかし、多数で押しつけずに“対話”をして話し

合うことが大切だ。

その一方、RNさんはうちらちゃんだけを見ているから

○○ちゃんの事を観てあげて。

RNさんのおかげで助かっている人がいるからもっと＋

(ﾌ ﾗ゚ｽ)思考へ動いてください。

そしてRNさんが何もしなかったら、“命”(意見)は動き

ませんでした。これからも大人になっても、勇気を持っ

て違うものは違うといってください。

明光義塾さん 11男性

＋（プラス）に考えてください。

ぼくは、RNの立場になって考えてみたりしました。

ぼくも、人に嫌われたくないです。だけど、（ぼくのクラ

スの）S･Sさんの言葉を聞いたら、ぼくは勇気が持てま

した。「人類いや宇宙に存在するものは全て違う」とい

う言葉です。存在するものは全て違う、じゃ○○ちゃん

のこと嫌いなわけないじゃん。注意したことは間違って

ないじゃんと思いました。だけど注意した人には嫌われ

てしまいました。

けど、まて、注意したからいじめられている人は、助けら

れた。注意した人には嫌われたけど助けられた人がい

る。ぼくは、－(ﾏｲﾅｽ)に思うのではなく＋(ﾌ ﾗ゚ｽ)に思った

ほうがいいと思います。

HARUKA 11女性

この言葉をつかってね

RNさんの言葉はまちがっていないんだよ。とめたって

だいじょうぶだよ。「そういうのは、やめよう」っていう

言葉がいいんだよだからあんしんして自分までまきこ

ませたくないよね。自分にくるしい思いをさせないで。

自分の心の中がくるしくなってしまうよ。

友だちからもらった言葉だよ。「100人のうち99人がこ

うだと言っても、1人の方がただしいことがある。」この

言葉をつかってね。もし心がいたかったらこのかいた言

葉を思いだしてね。そしたら心の中がうれしい思いにな

るよ。

私は、RNさんは、自分の気持ちが弱いんじゃなくて強

いんだと思ったよ。
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俺 11男性

共用の知をつくるために

いじめを止められるのは、そう傍観者、そう俺、そして

RNさんです。RNさんは止められた。

もし不安だったら、俺の友達の言葉、人類いや宇宙の中

で存在するものは全て違う、それぞれ顔形、声が違う。

そしてまちがえない人は１人もいない。という言葉でう

ちらと○○が違うのはあたりまえ。そのことを言うのは

まちがっている。だからこれからは堂々とまちがってい

こう。その事を伝えたうえで認め合いをしてみんなの共

用の知を創っていけばいいと思います。

まだぼくも創り途中なんですけどがんばりましょう。共

用の知を創り上げるまで。

K.R 12男性

生きている価値とは･･･

R.Nさんは自分の尊厳が無くなりかけていると思ってい

ませんですか？思っていなければいいのですが、私は

R.NさんがいたことによってR.Nさんがこんなに苦しん

でいることも分かったし、自分はR.NさんがNHKに手紙

を出すという所で素晴らしいと思いますよ。

私から１つの言葉をプレゼントします。「100人中、99人

がちがう意見を言っても1人の意見が正しい事がある。」

うちらの人達が「○○ちゃんとちがう考えだ」と言っても

R.Nさんの持っている考え方が正しい事もあります。

なので、うちらの人達に直接自分の意見が言えなくても、

自分の生きている価値を考えて、日々苦しいと思います

が、１日１日楽しい日をすごしてください。

れもん 11女性

心を伝えて

R.Nさんがやったことは間違っていない。だって、あなたが

行動したから、○○ちゃんを助けられたんです。だから自

分のやったことを後悔しなくていいです。

クラスの人がこんなことを言っています。“自分自身の心を

大切にして”

あなたは自分の心を捨てなくていいんです。自分の心、意

見を大切にして、ずっと言い続ければいいんです。

こわいですか？それなら私はこうします。自分と同じ意見

の人を探す。必ず、あなたと同じ意見の人がいるから。そし

て、2人で、自分自身の心を伝えていけばいい。心を伝えて、

相手の心を動かして。

銀時 12男性

あなたによって助かった人がいる

RNさんは注意したんだけど、悪口を言っている人にひ

ていされて自信がなくなったりしてるかもしれません

が、あなたが言ったことによって、助けられる、助けら

れた人がいるということをわすれないでください。

RNさんの勇気のある行動は人を救う力があると思い

ます。

もしネガティブに考えてしまっているなら、ポジティブ

に言ったから良くなったり元気づけられたりしたんだ

と考えれば良いと思います。悪口を言われている子も

RNさんが注意してくれてうれしいと思っていると思い

ます。

自信を持って頑張ってください by 銀時

PM2.5接近中 11男性

意志を貫く

自分を貫き戦っていくのか、考えを変えて、もう一度や

り直すのか、どちらでも良いと思う。

意志を貫き迷わずに生きて行ってほしい。

H.K 11男性

友達にきらわれたくないんだ･･･僕と同じだね。イジメて

いる人に1人で立ち向かったりするのは、勇かんだと想

う。だから、やっている事は間ちがってないよ。親に言え

ないのも分かる。ただ何もしないと、アナタという命は

動かない。だから勢いであきらめるのは善くない。

アナタの顔と声も知らないけど、僕は応えんしている。

相手の意識が変わるまで、アナタが光を暗闇から視つ

けるまで･･･。

最後に、イジメられている人の気持ちは、他の人は分か

らないけど、分かろうとする事はできる。だからもっと

助けを求めて･･･。

HTKH 12男性

心の奥から喜べる“対話”

RNさんが裏で悪口を言っている人に注意したことに不

安や後悔を感じなくていい。そんなことで自分自身の心

を閉ざしてはならない。自分の本心を貫き続けようとい

う気持ちを持ってほしい。

自分が信頼できる友人はいますか？いるのならばその

友人に自分の心の奥を全て打ち明けてみてほしい。

ある友達がこう言った。「本当の友達を探そう。」“本当

の友達”とは、自分が信頼できる友人のことだと僕は思

う。とにかく相談するのが一番。今自分が生きている理

由がつかめていないのだとしたら、結論は一つ。“悪口

を言われている子を助ける”ことだ。

対話するとき、自分の心を出せることを願っている。

S.M 12女性

本当の“友達”への第一歩

私は、そんなに深く考えなくていいと思う。

なぜなら、同じクラスのKさんが言ってた事で「自分自

身の心を大切にして信用できる人に相談すること」って

いうのがあって、相手ばっかをきにしていると自分自身

がきずつくこともあるから。

だから、あまり深く考えなくていいよ。“うちら”って言っ

た人は、本当の友達じゃないんじゃない？本当の友達っ

ていうのは、自分の思ったことを言い合えると思う。

だからRNさんがやった事は、悪口を言われてた子と本

当の友達になれる第一歩なんじゃないかな？RNさんは

本当の友達をさがせればいいと思うよ。
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山ピー 12男性

“うちら”ってどうゆうこと？

ぼくは「うちら」という言葉はおかしいと思うよ。

じゃあ逆に全員考えいっしょなの？ということが言える

よね。だから「うちら」というのは不気味ということが言

えます。なので君も自分自身の意見を「うちら」に言って

みるといいよ。

しかし、何もしないと“アナタ”という命は一生動かない

よ。気をつけよう。共に。人類や宇宙にそんざいするも

のは全くちがうんだよ。

ある本で「100人のうち99人がこうだと言おうと1人の

意見が正しいことがある」というのが書かれています。

なので、R.Nさんもこれからは自分自身の意見を強くも

って、“うちら”というやつを静まり返してやりましょう！

ゆう 11女性

本当の友達は本当のことを言いあえる！！

RNさんが勇気を出して言ったことはとてもすごいよ！

本当の友達は本当のことを言いあえる友達だよ！

その子になにを言われようがRNさんのおかげで一人の

人が助かってるんだよ。

だからなにを言われようと言い続けてください。そした

らいつか必ず何かがおきるよ。

だから自分を信じて毎日を大切にしてね。そしてダメな

ことはダメと言いあえる友達を見つけると心がスッキリ

すると思うよ。自分を信じてがんばってね。

最後に･･･考えすぎない方がいいよ。楽に生きてみよう。

コーンスープ 12女性

自信を持って

RNさんはRNさんが注意したことに対して、後悔しなくて

いいと思います。

「友達」が自分を否定したなら、「友達」と考え方が違っ

たなら無理に「友達」と一緒に居る必要は無いと思う。

その分、いつか出会えた唯一無二の友達と自分の考えを

分かち合えたらいいと思う。だから、自分の言ったことに

後悔しないでほしい。むしろ、人を助けたと思って自分に

自信を持ってほしいです。独りでいいです。

自分に自信を持って。

つかちゃん 12男性

自分を信じて

R.Nさんのやったことは正しい。

自分も悪口言われたくない。そんな時、自分だったら、

うらで悪口を言っている人に悪口を言って、相手に○○

ちゃんの気持ちにならせる。今のことを言葉で言う。

伝わらなかったら、今のを行動にする。

それでも無理なら、担任や信用できる人に相談して、自

分自身の意志を貫き最後の最後まであきらめずに、く

じけずに、前へ進み続け、頑張ってください。

Y.A 12男性

考えがちがうのがふつう

僕はあなたがやった「そういうのは、やめよう。」とい

う注意は、正しいと思います。

やっぱり変な物は変と言うことが大切です。世の中に

同じ顔で同じ身長で、同じ考えの人がいますか？もちろ

ん、いません。一人一人には、生きてきた歴史があるの

です。なので、考えがちがうのが普通なのです。

だから、人に合わせずに、自分自身の思い、考えを大切

にしてください。そうすれば、アナタの目の前には、暗

闇ではなく光が差してくるはずです。

あ 11男性

大切にしよう

その人とは別れましょう。どんどんエスカレートしてい

ってつらくなると思います。

RNさんは、わる口を言われた子をたすけたのに、RNさ

んがいじめられるなんておかしいと思います。

RNさんは、そんなひどいやつとはかかわらないほうが

良いです。自分が好きな事だけやればいいよ。そんなや

つとは、かかわる必要はありません。

いい友達と仲良くすごしてください！

たった一度しかない一日を大切に。

ローソン 11男性

意味のあること

キミがやったことは、無意味じゃないよ。1人の人をたす

けられたじゃん。キミがきらわれるのはイヤかもしれな

い、だけど、そのキミの言葉で、人の心の「エネルギー」

がへらなくなるなら、キミにもいつか返してくれる時が

来るよ。ぼくだってそういう時もあったけど、そのたすけ

た人から「ありがとう」という言葉が返ってきたから、今

は、せいいっぱい生きてるんだよ。たとえ「ありがとう」

という言葉が返ってこなくても、助けてくれた人は、心

の中でありがとうって思っているから信じて生きて！！う

ちらっていう人がいるでしょ、その人たちには仲のいい

友がいる。キミも友だったんでしょ？でも、友だったけど

話しを聞いてくれなかった友は、友じゃない。だからあ

らためて、本当の友をつくれば？信じあえるね。

シュンシュン 11男性

“第一歩”

ぼくは、RNさんのように、いじめを受けたことがあまり

ない。だからといって、人はいじめを受けないと、人はわ

からないのか？いや、人には想像する力がある。

ぼくのクラスのKさんの考えで、“第一歩”という話があ

った。RNさんは“第一歩”をふみこんだ。RNさんは、

注意しない方が良かったと思うかもしれない。けれど、

RNさんが誠実だということで、一人の子が助かった。

RNさんは正しい。

どうか、あなたの“声”で一人でも救われる人がいるか

もしれません。これから“二歩、三歩”進んでいってくだ

さい。

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント
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S.H 12女性

私は、自分よりも相手の事を考えられるあなたがすご

いと思う。あなたは、1人を助けたと思っているかもし

れないけど、私は、悪口を言われているのを知っている

人など、周りの人も助けたと思う。なぜなら、悪口を言

われている人は、つらくて悲しかったと思って、それを

R.Nさんが楽にしてくれたし、周りの悪口を言われてい

るのを知っている人も「どうしたらいいの？」となやん

でいたのをR.Nさんが解決してくれて、うれしいと思っ

ていると思ったからです。

私の友達が、「本当の友達なら『ごめんね』の一言でゆ

るしてくれる」と言っていて、R.Nさんもこれをヒント

に、信じ合える本当の友達に出会えることを、私は信じ

ています。

おむすび 11女性

私と本当の友達になりましょう。

RNさんこんにちは(̂ - )̂最初に私と本当の友達になりま

せんか？本当の友達は自分の悪いところ良いところを話

し合う正直に話す友達のことです。今RNさんが自分の

ことを話してくれたじゃありませんか。今日から私とあな

たは本当の友達です。次に友達の私から一つ。あなたの

やったことはまちがってはないよ。今、RNさんは自分が

やったことはまちがっているのかと考えている。悪口を

言っている人ばかり考えてる！でも、自分が言ったことを

考えてみて。RNさんが言ったことによって、助かってい

る人がいることを知っておいて。もしRNさんが助けなけ

ればあの子はずっと悪口を言われていたかもしれない

よ。今、探している希望の光はきっとあるから！必ずある

から！大丈夫！がんばれ！Proud of you!（ほこりに思う）

ゆきな 11女性

“ツライ”を“行動”に･･･

RNさんは、うちらと言っている人に対して、心に傷を負っ

ているので、ふさぐために、まずは行動で変えていけばい

いと思う。

大きな行動をしなくていい。だって無理にやったら、自分

が暗闇の中に迷うだけになる。

だから、“ごめんね”と言われなければ、それは、本当の友

だちと思いたいなら、アナタが少しずつ出来るていどの

行動を起こせばいいんじゃない。そしたら、少しの行動を

視てる人がいるので、自分で、嫌われ役になるのは、君に

とってツライと思う。

“ツライ”をはっきり、何でもいいので自分で伝えれば、

周りも変わる！

N.H 12女性

強くなれる

あなたのしてる事は間違ってない。でも、優先順位はど

うかな･･･。

自分がきらわれたくないという意志が先か？いじめら

れてる人を助けたいのに･･･自分の意志を優先してたら

どう？今のあなたは“うちら”を意識しすぎ。自分を守

りたいのは分かるよ･･･。でもあなたが自分で、その子を

助けたいと思ったのなら･･･最後まで、守って！

まず君が考えるべきなのは“相談”だよ。信頼者を作っ

て！一人じゃ出来ないのなら、相談。自分に使命を感じ

て。あなたの使命は、その子を守ること。

少数派は多数に負けない。あきらめなければ･･･。

とにかく生き続けて、命の使い方を間違えないで！

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント
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しらす 12男性

行動と結果 本体とふろく

「そういうのはやめよう。」行動。きらわれた。きらわれ

てしまった。結果。ある人はこれを“本体”と“ふろく”と

言った。一つの意見を言った。“本体”結果的にきらわれ

た。“ふろく”何をしたかが大切。それについてくる結果。

結果にこだわりすぎていないか？きらわれるor好かれ

るという評価だけに。アナタの「やめよう」という言葉

が○○ちゃんを救ったかもしれない。その結果がきら

われたなら、アナタは使命をはたせたのでは？『きらわ

れたくなくて』その言葉だけでアナタは変らない。Q(質

問):動くor無視？

M･K 12女性

メッセージ

私はあなたのメッセージを読みました。

読んで、私はあなたにとって信じてもらえるという人にな

りたいと思ったので、話します。

あなたは今、自分を自分でしばってしまっている。もちろ

ん、わたしも、だれかに注意して、にらまれたりするのは、

こわい。だけど、そんなことより、あなたは人を助けた。あ

なたが注意したおかげで、いじめられていた人は助かっ

た。すごいことだと思う。意見の中で、少数派と多数派が

あって、私は、自分と意見のちがう人をどう活かすかが大

事だと思っています。でも、それに気づけたのは、RNさん

のメッセージがあったからです。ありがとう。私はあなた

に、もっとのびのび生きてほしいです。

Y 男性

道

まず気弱な人は、君だけじゃない。ぼくも気弱。気弱な

人はいっぱいいる。

そんな時は、勝手に自分の道を作ればいい。一回友だち

を守ってみてもいい。もし、いじめている子と会ったら分

かれ道を心の中で作ってもいい。

とにかく自分の道を行くのが大事。

そしたらいつか道のと中でよい友だちができるかもよ。

かるま 11男性

自分にもっと自信を持って！

RNさんは自分が言ったことに後かいしていませんか？

あなたはうらで悪口を言っている人に注意をしましたよ

ね。そしたら次は自分がイジメられた。

でも自分が言ったことに後かいしないで下さい。あなた

は前イジメられる人に言った。だから次は自分がイジメ

られた。でも前イジメられている人はもうイジメられな

くなった。

RNは一人の人を助けた。だからあなたのやっているこ

とはまちがっていない。自分にもっと自信を持って生き

てください。

もし本当にどうにもできなくなったら家族、先生に言っ

てみたらどうですか？それによって希望の光がみえてく

るかもしれませんよ？

うっつー 12女性

自分の意志を貫く

今RNさんは後悔していますか？もししてるとしたらそ

んな後悔しなくていいんです。

だってRNさんのおかげで悪口を言われている人を助け

たんです。そして、そのおかげでRNさんの命は動いたの

です。あの時何もしなかったらRNさんの命は動いてい

ません。

そしてRNさんは「うちら」というふろくを気にして大切

な物を失ってしまっているのだと思います。そして、それ

は自分の意志を貫くという事だと思います。これからも

自分の意志を貫いて下さい。

「うちら」といった人は、自分の意志が貫けていない人

だと思ってください。

ST 11男性

気楽に行こう

自分は注意したのがよかったと思う。

きらわれたことを気にしていると思うけど言った結果が

きらわれただけでむしろやったことは自分をほめていい

くらいのことだと思う。

それがあなたの生き方だ。あなたの世界を築き、あなた

の星を築き、あなたの宇宙を築いてあなたのやりたい

ことをやって、自分をぶちまけちまえ！！

１人ぼっちじゃない。いや１人ぼっちなんてない。１人だ

けの物。あなただけのもの。

N.H 11女性

たった１人の“力”

勇気を出して手紙を送ってくれてありがとうございます。

まず、あなたにこの言葉をプレゼントします。「100人いた

中の99人が同じ考えでも1人が正しいことがある。」あな

たは99人に流されずに自分の思うことを言った。1人

/100人を大切にしてほしい。

つまり自分が正しいと思ったことは最後まで、最後まで、

自分を信じて続けてほしい。続けてください。

どんぞこに落ちそうになったら、私のプレゼントした言

葉を思いだしてください。あなたが注意したことによっ

て、1人を救った。

あなたの勇気ある行動は、その時まわりでみている人が

いなくても、悪口を言われていた子は言ってくれて「あり

がとう。」って思っていることは忘れないで。

M.i 11女性

自分を持って

RNさんへ　私はRNさんがやったことは正しいと思い

ます。もし、かげで悪口を言われても、親友ならすぐ恕し

てくれるはず。もし恕してくれないのであれば、親友では

ないということだから、気にする必要はないよ。だって

RNさんの言葉で助かっている人がいるから、RNさん

は人の命を救った人なんだから･･･。

RNさんは今、自分に自信がないかもしれないけど、世

界にはこんな言葉があります。「100人のうち99人がこ

うだといっても、1人の方が正しい事がある。」私からこ

の言葉をプレゼントします。

RNさんは自分の行動にもっと自信を持っていいと思い

ます。だから、もっと自信を持ってください。ありがとう

ございます。

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント
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番組で紹介した返事だよ！ 番組で紹介した返事だよ！ 番組で紹介した返事だよ！

ずー 11女性

すごいよ

あなたがやったことは、とてもすばらしいことだよ。私

には、なかなかできないと思う。

あなたにこの言葉をプレゼントします。「大切なのは自分

自身の心を大切にして信用できる人に相談すること」で

す。この言葉は私のクラスのKさんがいった言葉です。

この言葉から一人でかかえこんでしまうと自分の心がき

ずついてしまうから他の人に相談しようなどいろいろな

事が考えられるから、あなたにプレゼントします。

私は、あなたの味方です。もし悲しいことやつらいこと

があったら、私がプレゼントした言葉を思い出してくだ

さい。

一歩一歩前に進んでいこう。

TARO 12男性

あなたのやっていることはまちがっていないよ。あなた

のおかげで、1人がたすけられたし、自分の心を売らない

で言えているから。シュウダンシンリというものがある。

これは、周りに流されて考えをもたずに行動してしまう

ものだよ。うちらと言った人たちは流されている。そんな

中でおかしいことはおかしいと言えたことはすごいと思

うよ。でもその中でも同じことを思っている人もいると思

うんだ。その中で本当の友達を作って第一歩をふみ出し

てみてください。流されない勇気をもっているあなたは、

これからも結果的にきらわれてしまったとしても、あな

たのおかげで、だれかがたすかるということをわすれな

いでね。その勇気が国、世界で1人という“カベ＂をこわす

カギになるから･･･。

C･Y 11女性

流されない勇気 『うちら』に負けないで！！

RNさんがいった事はまちがっていないと思う。あなたが

言った事は、他に流されないで「やめよう。」と言った。その

事で悪口を言われた子が助かった。「うちら」って言った人

は「自分は悪くない」とか「私だけじゃない」とか言うと思

うけどそれはウソ。本当は、自分に罪をなすりつけられな

いようにしただけで、本当は自分もやっている。その事で話

し合いをし、（私のクラスの）Mさんが本当の友達を探して(

いやな事やこうしようとかいい合える事)っていっていたか

ら、あなたがかばった子に話しかけて本当の友達になって

ほしい。あなたの心の傷が治ってきたら、あなたをいじわ

るした子にこう言ってみて！「1人1人ちがうのはあたり前」「

いれかえるifを使ってみて」と言ってみて下さい。勇気を持

って言った事は、とってもすばらしい事です。ありがとう

K 女性

だれでも「うちらと考え違うんだー」とか言われたら学

校にいきたくなくなると思う。

RNさんのやった事はいいと思うけど、いつまでもそん

な事いう人はほおっておいた方がいいと思うし、そんな

ことしているよりかは、自分の好きなことした方がずっ

と楽だと思う。

はずかしいと言う気持ちはわかるけど、親に言った方が

いいと思う。そうしたら少しは楽にすごせると思う。

RI 11女性

あなたのやったことは正しい

私はあなたのやったことは、ぜんぜん悪くないと思う。こうか

いすることはない。私のクラスに「ただ何もしないとアナタと

いう命は動かない！」と書いた人がいます。いまあなたは暗闇の

中にいて、私たちにたすけを求めて手紙を書きましたね？私は

キャッチしました。でもあなたがやったことのどこが悪いのか

まったくわかりません。逆にどこが悪いのですか？でも1つだけ

勇気がぜったいに出る言葉があります。「100人のうち99人が

こうだと言っても1人の方がただしい時がある。」この言葉はあ

る本の言葉です。うちらさんにこの言葉をおしえてあげてくだ

さい。そして、そのうちらさんに言う言葉をおしえてあげます。「

100人のうち99人がこうだといっても、1人の方が正しいことが

ある。」これの1人が私なんだよとおしえてください。ぜったい

にうちらさんは変ります。前向きにがんばってください。

斉木雄男 12男性

違うことを恐れないで 360度へ

人類いや宇宙単位で違う。顔、形、考え方さえ違うのだ。

うちらちゃんの方法は悪いと思うけど、違っていてとう

ぜんだ。しかし、多数で押しつけずに“対話”をして話し

合うことが大切だ。

その一方、RNさんはうちらちゃんだけを見ているから

○○ちゃんの事を観てあげて。

RNさんのおかげで助かっている人がいるからもっと＋

(ﾌ ﾗ゚ｽ)思考へ動いてください。

そしてRNさんが何もしなかったら、“命”(意見)は動き

ませんでした。これからも大人になっても、勇気を持っ

て違うものは違うといってください。

明光義塾さん 11男性

＋（プラス）に考えてください。

ぼくは、RNの立場になって考えてみたりしました。

ぼくも、人に嫌われたくないです。だけど、（ぼくのクラ

スの）S･Sさんの言葉を聞いたら、ぼくは勇気が持てま

した。「人類いや宇宙に存在するものは全て違う」とい

う言葉です。存在するものは全て違う、じゃ○○ちゃん

のこと嫌いなわけないじゃん。注意したことは間違って

ないじゃんと思いました。だけど注意した人には嫌われ

てしまいました。

けど、まて、注意したからいじめられている人は、助けら

れた。注意した人には嫌われたけど助けられた人がい

る。ぼくは、－(ﾏｲﾅｽ)に思うのではなく＋(ﾌ ﾗ゚ｽ)に思った

ほうがいいと思います。

HARUKA 11女性

この言葉をつかってね

RNさんの言葉はまちがっていないんだよ。とめたって

だいじょうぶだよ。「そういうのは、やめよう」っていう

言葉がいいんだよだからあんしんして自分までまきこ

ませたくないよね。自分にくるしい思いをさせないで。

自分の心の中がくるしくなってしまうよ。

友だちからもらった言葉だよ。「100人のうち99人がこ

うだと言っても、1人の方がただしいことがある。」この

言葉をつかってね。もし心がいたかったらこのかいた言

葉を思いだしてね。そしたら心の中がうれしい思いにな

るよ。

私は、RNさんは、自分の気持ちが弱いんじゃなくて強

いんだと思ったよ。

いじめをノックアウト（友達からのＳＯＳ！あなたは何を伝える？）きょうざいプリント
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俺 11男性

共用の知をつくるために

いじめを止められるのは、そう傍観者、そう俺、そして

RNさんです。RNさんは止められた。

もし不安だったら、俺の友達の言葉、人類いや宇宙の中

で存在するものは全て違う、それぞれ顔形、声が違う。

そしてまちがえない人は１人もいない。という言葉でう

ちらと○○が違うのはあたりまえ。そのことを言うのは

まちがっている。だからこれからは堂々とまちがってい

こう。その事を伝えたうえで認め合いをしてみんなの共

用の知を創っていけばいいと思います。

まだぼくも創り途中なんですけどがんばりましょう。共

用の知を創り上げるまで。

K.R 12男性

生きている価値とは･･･

R.Nさんは自分の尊厳が無くなりかけていると思ってい

ませんですか？思っていなければいいのですが、私は

R.NさんがいたことによってR.Nさんがこんなに苦しん

でいることも分かったし、自分はR.NさんがNHKに手紙

を出すという所で素晴らしいと思いますよ。

私から１つの言葉をプレゼントします。「100人中、99人

がちがう意見を言っても1人の意見が正しい事がある。」

うちらの人達が「○○ちゃんとちがう考えだ」と言っても

R.Nさんの持っている考え方が正しい事もあります。

なので、うちらの人達に直接自分の意見が言えなくても、

自分の生きている価値を考えて、日々苦しいと思います

が、１日１日楽しい日をすごしてください。

れもん 11女性

心を伝えて

R.Nさんがやったことは間違っていない。だって、あなたが

行動したから、○○ちゃんを助けられたんです。だから自

分のやったことを後悔しなくていいです。

クラスの人がこんなことを言っています。“自分自身の心を

大切にして”

あなたは自分の心を捨てなくていいんです。自分の心、意

見を大切にして、ずっと言い続ければいいんです。

こわいですか？それなら私はこうします。自分と同じ意見

の人を探す。必ず、あなたと同じ意見の人がいるから。そし

て、2人で、自分自身の心を伝えていけばいい。心を伝えて、

相手の心を動かして。

銀時 12男性

あなたによって助かった人がいる

RNさんは注意したんだけど、悪口を言っている人にひ

ていされて自信がなくなったりしてるかもしれません

が、あなたが言ったことによって、助けられる、助けら

れた人がいるということをわすれないでください。

RNさんの勇気のある行動は人を救う力があると思い

ます。

もしネガティブに考えてしまっているなら、ポジティブ

に言ったから良くなったり元気づけられたりしたんだ

と考えれば良いと思います。悪口を言われている子も

RNさんが注意してくれてうれしいと思っていると思い

ます。

自信を持って頑張ってください by 銀時

PM2.5接近中 11男性

意志を貫く

自分を貫き戦っていくのか、考えを変えて、もう一度や

り直すのか、どちらでも良いと思う。

意志を貫き迷わずに生きて行ってほしい。

H.K 11男性

友達にきらわれたくないんだ･･･僕と同じだね。イジメて

いる人に1人で立ち向かったりするのは、勇かんだと想

う。だから、やっている事は間ちがってないよ。親に言え

ないのも分かる。ただ何もしないと、アナタという命は

動かない。だから勢いであきらめるのは善くない。

アナタの顔と声も知らないけど、僕は応えんしている。

相手の意識が変わるまで、アナタが光を暗闇から視つ

けるまで･･･。

最後に、イジメられている人の気持ちは、他の人は分か

らないけど、分かろうとする事はできる。だからもっと

助けを求めて･･･。

HTKH 12男性

心の奥から喜べる“対話”

RNさんが裏で悪口を言っている人に注意したことに不

安や後悔を感じなくていい。そんなことで自分自身の心

を閉ざしてはならない。自分の本心を貫き続けようとい

う気持ちを持ってほしい。

自分が信頼できる友人はいますか？いるのならばその

友人に自分の心の奥を全て打ち明けてみてほしい。

ある友達がこう言った。「本当の友達を探そう。」“本当

の友達”とは、自分が信頼できる友人のことだと僕は思

う。とにかく相談するのが一番。今自分が生きている理

由がつかめていないのだとしたら、結論は一つ。“悪口

を言われている子を助ける”ことだ。

対話するとき、自分の心を出せることを願っている。

S.M 12女性

本当の“友達”への第一歩

私は、そんなに深く考えなくていいと思う。

なぜなら、同じクラスのKさんが言ってた事で「自分自

身の心を大切にして信用できる人に相談すること」って

いうのがあって、相手ばっかをきにしていると自分自身

がきずつくこともあるから。

だから、あまり深く考えなくていいよ。“うちら”って言っ

た人は、本当の友達じゃないんじゃない？本当の友達っ

ていうのは、自分の思ったことを言い合えると思う。

だからRNさんがやった事は、悪口を言われてた子と本

当の友達になれる第一歩なんじゃないかな？RNさんは

本当の友達をさがせればいいと思うよ。
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山ピー 12男性

“うちら”ってどうゆうこと？

ぼくは「うちら」という言葉はおかしいと思うよ。

じゃあ逆に全員考えいっしょなの？ということが言える

よね。だから「うちら」というのは不気味ということが言

えます。なので君も自分自身の意見を「うちら」に言って

みるといいよ。

しかし、何もしないと“アナタ”という命は一生動かない

よ。気をつけよう。共に。人類や宇宙にそんざいするも

のは全くちがうんだよ。

ある本で「100人のうち99人がこうだと言おうと1人の

意見が正しいことがある」というのが書かれています。

なので、R.Nさんもこれからは自分自身の意見を強くも

って、“うちら”というやつを静まり返してやりましょう！

ゆう 11女性

本当の友達は本当のことを言いあえる！！

RNさんが勇気を出して言ったことはとてもすごいよ！

本当の友達は本当のことを言いあえる友達だよ！

その子になにを言われようがRNさんのおかげで一人の

人が助かってるんだよ。

だからなにを言われようと言い続けてください。そした

らいつか必ず何かがおきるよ。

だから自分を信じて毎日を大切にしてね。そしてダメな

ことはダメと言いあえる友達を見つけると心がスッキリ

すると思うよ。自分を信じてがんばってね。

最後に･･･考えすぎない方がいいよ。楽に生きてみよう。

コーンスープ 12女性

自信を持って

RNさんはRNさんが注意したことに対して、後悔しなくて

いいと思います。

「友達」が自分を否定したなら、「友達」と考え方が違っ

たなら無理に「友達」と一緒に居る必要は無いと思う。

その分、いつか出会えた唯一無二の友達と自分の考えを

分かち合えたらいいと思う。だから、自分の言ったことに

後悔しないでほしい。むしろ、人を助けたと思って自分に

自信を持ってほしいです。独りでいいです。

自分に自信を持って。

つかちゃん 12男性

自分を信じて

R.Nさんのやったことは正しい。

自分も悪口言われたくない。そんな時、自分だったら、

うらで悪口を言っている人に悪口を言って、相手に○○

ちゃんの気持ちにならせる。今のことを言葉で言う。

伝わらなかったら、今のを行動にする。

それでも無理なら、担任や信用できる人に相談して、自

分自身の意志を貫き最後の最後まであきらめずに、く

じけずに、前へ進み続け、頑張ってください。

Y.A 12男性

考えがちがうのがふつう

僕はあなたがやった「そういうのは、やめよう。」とい

う注意は、正しいと思います。

やっぱり変な物は変と言うことが大切です。世の中に

同じ顔で同じ身長で、同じ考えの人がいますか？もちろ

ん、いません。一人一人には、生きてきた歴史があるの

です。なので、考えがちがうのが普通なのです。

だから、人に合わせずに、自分自身の思い、考えを大切

にしてください。そうすれば、アナタの目の前には、暗

闇ではなく光が差してくるはずです。

あ 11男性

大切にしよう

その人とは別れましょう。どんどんエスカレートしてい

ってつらくなると思います。

RNさんは、わる口を言われた子をたすけたのに、RNさ

んがいじめられるなんておかしいと思います。

RNさんは、そんなひどいやつとはかかわらないほうが

良いです。自分が好きな事だけやればいいよ。そんなや

つとは、かかわる必要はありません。

いい友達と仲良くすごしてください！

たった一度しかない一日を大切に。

ローソン 11男性

意味のあること

キミがやったことは、無意味じゃないよ。1人の人をたす

けられたじゃん。キミがきらわれるのはイヤかもしれな

い、だけど、そのキミの言葉で、人の心の「エネルギー」

がへらなくなるなら、キミにもいつか返してくれる時が

来るよ。ぼくだってそういう時もあったけど、そのたすけ

た人から「ありがとう」という言葉が返ってきたから、今

は、せいいっぱい生きてるんだよ。たとえ「ありがとう」

という言葉が返ってこなくても、助けてくれた人は、心

の中でありがとうって思っているから信じて生きて！！う

ちらっていう人がいるでしょ、その人たちには仲のいい

友がいる。キミも友だったんでしょ？でも、友だったけど

話しを聞いてくれなかった友は、友じゃない。だからあ

らためて、本当の友をつくれば？信じあえるね。

シュンシュン 11男性

“第一歩”

ぼくは、RNさんのように、いじめを受けたことがあまり

ない。だからといって、人はいじめを受けないと、人はわ

からないのか？いや、人には想像する力がある。

ぼくのクラスのKさんの考えで、“第一歩”という話があ

った。RNさんは“第一歩”をふみこんだ。RNさんは、

注意しない方が良かったと思うかもしれない。けれど、

RNさんが誠実だということで、一人の子が助かった。

RNさんは正しい。

どうか、あなたの“声”で一人でも救われる人がいるか

もしれません。これから“二歩、三歩”進んでいってくだ

さい。
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S.H 12女性

私は、自分よりも相手の事を考えられるあなたがすご

いと思う。あなたは、1人を助けたと思っているかもし

れないけど、私は、悪口を言われているのを知っている

人など、周りの人も助けたと思う。なぜなら、悪口を言

われている人は、つらくて悲しかったと思って、それを

R.Nさんが楽にしてくれたし、周りの悪口を言われてい

るのを知っている人も「どうしたらいいの？」となやん

でいたのをR.Nさんが解決してくれて、うれしいと思っ

ていると思ったからです。

私の友達が、「本当の友達なら『ごめんね』の一言でゆ

るしてくれる」と言っていて、R.Nさんもこれをヒント

に、信じ合える本当の友達に出会えることを、私は信じ

ています。

おむすび 11女性

私と本当の友達になりましょう。

RNさんこんにちは(̂ - )̂最初に私と本当の友達になりま

せんか？本当の友達は自分の悪いところ良いところを話

し合う正直に話す友達のことです。今RNさんが自分の

ことを話してくれたじゃありませんか。今日から私とあな

たは本当の友達です。次に友達の私から一つ。あなたの

やったことはまちがってはないよ。今、RNさんは自分が

やったことはまちがっているのかと考えている。悪口を

言っている人ばかり考えてる！でも、自分が言ったことを

考えてみて。RNさんが言ったことによって、助かってい

る人がいることを知っておいて。もしRNさんが助けなけ

ればあの子はずっと悪口を言われていたかもしれない

よ。今、探している希望の光はきっとあるから！必ずある

から！大丈夫！がんばれ！Proud of you!（ほこりに思う）

ゆきな 11女性

“ツライ”を“行動”に･･･

RNさんは、うちらと言っている人に対して、心に傷を負っ

ているので、ふさぐために、まずは行動で変えていけばい

いと思う。

大きな行動をしなくていい。だって無理にやったら、自分

が暗闇の中に迷うだけになる。

だから、“ごめんね”と言われなければ、それは、本当の友

だちと思いたいなら、アナタが少しずつ出来るていどの

行動を起こせばいいんじゃない。そしたら、少しの行動を

視てる人がいるので、自分で、嫌われ役になるのは、君に

とってツライと思う。

“ツライ”をはっきり、何でもいいので自分で伝えれば、

周りも変わる！

N.H 12女性

強くなれる

あなたのしてる事は間違ってない。でも、優先順位はど

うかな･･･。

自分がきらわれたくないという意志が先か？いじめら

れてる人を助けたいのに･･･自分の意志を優先してたら

どう？今のあなたは“うちら”を意識しすぎ。自分を守

りたいのは分かるよ･･･。でもあなたが自分で、その子を

助けたいと思ったのなら･･･最後まで、守って！

まず君が考えるべきなのは“相談”だよ。信頼者を作っ

て！一人じゃ出来ないのなら、相談。自分に使命を感じ

て。あなたの使命は、その子を守ること。

少数派は多数に負けない。あきらめなければ･･･。

とにかく生き続けて、命の使い方を間違えないで！
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