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レベル: 中学一年〜高校 3 年相当 

 

レッスンの目的 

• 様々な人間関係の形について知る 

• 健全な関係と不健全な関係の特徴について学ぶ 

• イタリア人アーティスト、ナタリア・サウリンさんのポストカード集 Ti Amo 

Troppo(2020) (訳：貴方の事を愛しすぎています)について学ぶ 

 

 

必要教材:  

• 記事１：Safesteps "Teen Dating Violence" (Safe Steps Family Violence Response 

Center) 
• 記事２：”Safety in Relationships" (Center for Young Women's Health) 

• 記事 3："What Does a Healthy Relationship Look Like" (New York State) 

• 記事 4："Healthy Relationships" (National Domestic Violence Hotline) 

• 記事５："Violence Against Women" (World Health Organization) 

• ナタリア・サウリンポストカード集 Ti Amo Troppo(2020) 

• "Italian Women Call for Action Against Femicide" (2012 年 11 月 23 日) シルビア・ポ

ジョーリ著(ナショナルパブリックラジオ) 

• 空白のポストカードかハガキ 

• 色鉛筆、細字マーカー、曼荼羅のプリントアウト、他各自使いたいアート用品 
 

課題の概要: 

• 担当の教師は生徒達にナタリア・サウリンさんの Ti Amo Troppo (2020)を紹介し

てください 

http://natalia.saurin.it/tiamotroppo.html
http://natalia.saurin.it/tiamotroppo.html
https://www.safesteps.org.au/wp-content/uploads/2017/10/Safe-relationships.pdf
https://www.safesteps.org.au/wp-content/uploads/2017/10/Safe-relationships.pdf
https://youngwomenshealth.org/2013/09/13/safety-in-relationships/
https://www.ny.gov/teen-dating-violence-awareness-and-prevention/what-does-healthy-relationship-look
https://www.thehotline.org/resources/healthy-relationships/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
http://natalia.saurin.it/tiamotroppo.html
https://www.npr.org/2012/11/23/165658673/italian-women-call-for-action-against-femicide


• 生徒に下記の質問について考えるように伝えましょう 

o ポストカードの写真に何が写っているか？ 

o どのような素材が使われているか？アーティストはなぜその素材を使おう

と思ったのか？ 

o 何かおかしいところはあるか？どんなところが問題か？ 

o それぞれのポストカードがどう違うか？またどうのような共通点がある

か？なぜアーティストはこんなに沢山のポストカードを作ったのか？ 

o なぜアーティストはポストカードをアート作品にしようと思ったのか？ 

 

• クラスを５つのグループに分けてください。上記に提示してある５つの記事をそ

れぞれのグループに一つずつ振り分けて読ませましょう。 

• 全グループが読み終えた後はクラスディスカッションに移りましょう。黒板など

を使って下記の事についての意見を書き出していってください 

o 健全な関係とはどのようなものか？ 

o 反対に、不健全な関係とはどのようなものか？ 

o 不健全な関係は何故よくないのか？誰を傷つけるか？ 

o どのように不健全な関係から抜け出すのか？どのような助けや方法がある

か？(生徒達に近くの助けになる手段を教えておきましょう 例：近くのカ

ウンセリングやお助けセンターの電話番号など) 

• 次に Ti Amo Troppo についてのディスカッションに戻りましょう。シルビア・ポ

ジョーリ著"Italian Women Call for Action Against Femicide" (2012 年 11 月 23 日) を

読みましょう 

o Ti Amo Troppo の訳は「貴方の事を愛しすぎています」です。上記の記事

を読んでこのアート作品に対しての見方がどのように変わりましたか？ 

o 誰かのことを愛しすぎることは可能だと思いますか？ 

o 過剰な愛は時に暴力に繋がることもあり得ますか？それは本当に愛だと思

いますか？ 

o 感情的犯罪(カッとなり突発的に起こす犯罪など感情の昂りに起因する犯

罪)は計画的犯罪よりも軽い罪と認められるべきだと思いますか？理由も

聞きましょう 

o サウリンさんのアート作品は 2020 年,コロナによるロックダウンが始まっ

た年のものです。ロックダウン中、女性への暴力にどのような影響を及ぼ

したと思いますか？ 
 

• アート作成アクティビティ：用意したアート用品を使って、健全な関係を描いた

ポストカードをデザインしてみましょう。子供と親、両親、恋人、友達、などど

のような関係でも構いません。好みの健全な関係性をデザインしてみましょう。 

 

https://www.npr.org/2012/11/23/165658673/italian-women-call-for-action-against-femicide


実際に作った作品をこのレッスンの制作者に見せてみましょう！作品の写真を次

のメールに送ってください: vawartmap@gmail.com 
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