
「怒りの消火法」

１ 怒りとは

～すぐできる１１の方法～

２ 怒りの消火法



感情とは・・・？

身体を流れるエネルギー
〈感情の法則〉

・感情は放っておけば収まる（気にしない）

・感情は押されれば押し返す（引く 一呼吸おく）

・感情はうつる（身をかわす 取り合わない）

喜・怒・哀・楽

第二感情～怒り
（第一感情を基に感じる）

第一感情～心配 悲しい
不安 苦しい
辛い 寂しいetc.

〈感情の種類〉



怒りは二次感情



何かあったのではないか➟ （ ）

帰宅したら、叱りつけよう➟ （ ）

心 配

怒 り

帰宅が遅い娘に対する父親の感情

怒りをぶつけるのではなく心配していたことを伝える

怒りは二次感情

出来事はコントロールできないが
考え方はコントロールできる
考え方が変われば感情も変えられる



感情を吐き出す

「わたしは、さびしい」

・わたしは友達から仲間はずれにされて、さびしいから泣いた。

日記に気持ちをぶつけて書いた。そして、お母さんにこの気

持ちを話して、聞いてもらった。

「ぼくは、さびしい」

・ぼくは友達から仲間はずれにされて、さびしいからクッキーを

ほおばった。ぼくはダメな子だから、嫌われてもしかたない。

どうしていいか分からないから、またクッキーを食べて忘れよう。

健康的な感情表現

感情を心の中に押し込めている

ネガティブな感情は共感されることで減る

子どもにとって 言えることは癒えること



怒りとは・・・？

・怒りは身近な誰かを見てまねてきたこと

・怒りの表し方は自分で選べる行動

・怒りをコントロールするのは自分

・怒りをなくすことはできないがコントロールはできる

・怒りは変えられないが、考え方や行動は変えられる

・怒りの背景には強い願い・期待がある

・怒りは人を傷付けるためではなく自分を守るため

・怒りは現在の問題を解決するために感じる感情

・怒りは結果（何か原因があったとき出てくる、原因を取り

除けば消える 抑え込もうとすると爆発する）

・自分の中の「べき」（強い思い込み）が怒りの原因



怒るときの３つのルール

１ 人を傷付けない（相手の傷は簡単に消えない）

暴力・言葉で傷付けない

２ 物にあたらない（別の方法で）

人にあたるようになる

３ 自分を傷付けない（悪いところは直せばいい）

自分が悪いと責めすぎること

怒りの感情を内に押し込めないで
自分でできる方法で外に吐き出す



１ ３段階思考（予測と対処の仕方を教える）

空（事実） 雨（予測） 傘（対処）

空が曇っている 雨になりそうだ 傘を持っていこう

急に予定が
変更になった

イライラして爆発
するかもしれない

言葉で先生に教
える
水を飲みに行く

物事を想定内にする（見える化）

怒りの消火法（考え方を変える）



２ リフレーミング（マイナスをプラスに変換）

半分しか入っていない
・がっかり 悲しい 落胆 残念 ため息

半分も入っている
・ラッキー うれしい 喜び 笑顔

「こっちのやり方がいいよ！」

－ 「バカにされた 否定された」

＋ 「心配してアドバイスをしてくれた」

メールの返事がこない

怒りの消火法（考え方を変える）

忙しくて返事ができなかったんだ



①どんなことがあった？（いつ どこで 何があった）
休み時間に 廊下で Ａ君がぶつかってきて転んだ

怒りの消火法（考え方を変える）

３ー１ アンガーログ（怒りの記録）

②そのとき どうした？（反応・結果）
「ちゃんとあやまれよ」と、言ったのに
「なんだよ」と、言い返されて 思わず押してしまった

③どうしてほしかった？
顔を見て「大丈夫？ごめんね」と言ってほしかった

④今の気持ちは？
悲しい・仲直りしたい

子どもに合わせて項目を工夫する・蓄積していく

どうすればよかった？

痛かったことを伝える ぶつかった理由を聞く



怒りの消火法（考え方を変える）

３ー２ べきーログ 給食でわざとニンジンを入れたと怒られた

自分の「べき」

理由も聞かず勝手に怒る

「べき」じゃない

自分の本当の気持ち

ニンジンが嫌いなことを

知らなかった

→わざと入れたんじゃない

→怒るのはおかしい

→カチン！ 悲しかった

相手の「べき」（推測）

嫌いなニンジンを入れる「べき」

じゃない 意地悪で入れた

相手の本当の気持ち（推測）

ニンジンが嫌いなことを知って

いると思っていたかもしれない

→ニンジンを入れるはずがない

→ニンジンが入っていた なんで

→ムカッ！ ショックだった

怒りの原因は互いの考えと評価の不一致（思い込み）



・体の中に起こっている怒りの状態を数

字で表して対処法を考える

・イライラ度を子ども自身が自覚して

数値化できると安心できる場に避難で

きる→周囲の理解も必要

・クールダウンを「逃げ出した」ではなく、

「自分でコントロールできた」とらえる

怒りの消火法（考え方を変える）

４ 怒りの温度計（怒りを客観的に見る）



怒りの消火法（気分転換）

・６秒を待つことをルールにして怒りの爆発を鎮める
５ ６秒ルール（怒りのピークは６秒 長くても1分～２分）

①数を数える１、２、３、４、５、６

③水を飲む

②好きな歌を歌ってみる

④近くにある物、空や緑を凝視する

⑤心の中で「ストップ」と声をかける

⑥ノー シンキング



怒りの消火法（気分転換）

・怒ると心臓がドキドキしたり、呼吸が浅くなったりする
（血管や筋肉が縮んで、体が戦闘モードになる）

６ 深呼吸（最も簡単な方法）

鼻からゆっくり４秒息を吸い

口から６秒かけて吐く

４秒 ６秒

最後まで息を吐ききる



怒りの消火法（気分転換）

・その場から離れて冷静になって落ち着きを取り戻す
離れている間は、イライラの原因を考えずにリラック
スして過ごす

・その場で深呼吸する

７ タイムアウト（頭を冷やす方法）

・安全面に配慮して落ち着くまで待つ

・怒りがおさまり、ふっと力が抜けた瞬間に、掌全体を
使い、子どもの肩に密着させながら、一定のリズムで
押したり緩めたりする（優しい掌のぬくもりと、怒りが
おさまる心地よさを実感させる）



怒りの消火法（気分転換）

８ 身体感覚を視覚化・言語化させる

・怒りで生じる身体変化を言葉や文字で表現する

頭が痛い（プンプンする カチンとくる）
胸が苦しい（ドキドキする ムシャクシャする）
お腹が痛い（ゴロゴロする）

・身体の変化を絵や言葉で表現して外に追い出す
イライラむし おこりんぼオニ
怒りモンスター プンプンまる



怒りの消火法（おまじない）

９ 魔法の呪文（気分がよくなるセルフトーク）

・「言い返したい」「仕返ししたい」と思ったときに
心の中で呪文を唱える

「僕は大丈夫」「なんとかなるさ」「リラックス・リラックス」

「こんなときもあるさ」「失敗は成功のもと」「まーいっか」

例：放課後に仕事をお願いされた

「なんで私だけ？」

→  「仕事をやることは上級生らしい！」

「みんなの役に立っているんだ！」



怒りの消火法（お守り）

10 お守り作戦

・イライラしそうなとき、何かに触る、つかむ、見ることで
気持ちを安定させる



怒りの消火法（体を動かす）

11 ストレッチ（体を動かして吐き出す）

・筋肉をほぐすとセロトニン（気持ちを安定させ、幸せ
を感じやすくするホルモン）物質が出て落ち着く

怒りと向き合い 上手に表現する



まとめにかえて

温かい言葉を 笑顔で！

子どもが感情を伝えられる環境づくり

状態のよいときに
いろいろな消火法を組み合わせる



クイズ「怒りの消火法」

１ 怒りの感情を感じることは悪いこと？ 悪い 悪くない

２ 怒りはなんのためにある感情？
ａ 相手を攻撃する ｂ ケンカをするため ｃ 自分を守るため

３ あなたを怒らせる一番の原因は？
ａ 友達の態度 ｂ 自分の思い込み

４ ムカッとしたとき してはいけないことは？
ａ 反射的に何か言う ｂ 深呼吸 ｃ その場を離れる

５ 怒りの３つのルールとは？
①（ ）を傷付けない
②（ ）にあたらない
③（ ）を傷付けない

６ あなたが子どもに伝えたい怒りの消火法は？
（ ）

相 手

自 分
物
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