
実   践   報   告 

ルール・マナーを守って、楽しいネット生活を 

 
小樽市立朝里小学校 

  

＜取組のねらい＞  
ネットいじめを未然に防止するために守るべきル

ールについて協議し、児童会活動を通して啓蒙を図

る。 

＜取組の概要＞  

中学校区の朝里中学校生徒会と本校児童会が連携

し、「小樽スマート７」（TV・ゲーム・ネット利用の

ルール）のアンケート結果をもとに、ネット利用の

ルールについてワークショップを実施した。 

＜成果と課題＞  

ネット・スマートフォンの利用方法に係り、 

①スマートフォンを使用する際は、時間制限を設定すること 

②フィルタリングをかけることや検索履歴等から、保護者が

子どもの利用状況を把握すること 

③まずやるべきこと（家庭学習、家の手伝い等）をやってか

ら利用する 

④自分の考えを投稿するときは、受け取る相手の気持ちを考

えて投稿すること 

⑤ＳＮＳを利用し、嫌なことや困ったことがあった場合は、

一人で悩まず、保護者や先生、友だちに相談すること 

（ＳＯＳを出せるようになろう[援助希求]） 

 といったルールが必要ではないか、という結論となった。 

ネット利用（特に SNS、オンラインゲーム）の際に気をつけること、ネットいじめを未然に防止

する方策について以下のようにまとめた。 

○児童生徒自身の意識改革 

  ・送信する前に、必ず内容を確認する。 

  ・相手の立場に立ってみる。 

  ・悪口を「自分が止める」行動。 

○ネットいじめを発生させないシステム構築 

  ・悪口や誹謗中傷を入力すると送信できないようなシステムを実装 

＜その他＞ 

協議内容をまとめた児童会生徒会合同による「お便り」を作成し、上述した５つを柱として児童

会・生徒会役員が先頭に立ってネット利用のルールの必要性を呼びかけていくことを確認した。 
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実   践   報   告 

共創心 ～Try and Grow with us～ 
 

余市町立東中学校  

  

＜取組のねらい＞ 

（写真１） 

・お互いの良い所を知ることにより、それを認められ

るようにする。 

・生徒会主体で運営することにより、責任を持って行

動することの大切さを学ぶとともに、全校生徒に身

近に感じてもらう。 

＜取組の概要＞ 

（写真２） 

・成長の大樹（写真１） 

⇒週に１回、クラスメイト２人ずつの良い所を発表

し、共有する。良い所は余市町の名産品でもある

「リンゴ」のカードに記入し、校内に大きな木と

して掲示している。 

・絆づくりメッセージコンクール（写真２） 

⇒学校から応募する取り組みとは別に、生徒会独自

に呼びかけと賞をつくり、校内で表彰する。 

＜成果と課題＞ 

成長の大樹 

＜成果＞ 

全校生徒のよさを再認識してもらうことができた。 

＜課題＞ 

掲示後、改めて大樹を見て確認する人が少ない。工夫が必要。 

絆づくりメッセージコンクール 

＜成果＞ 

いじめ防止への意識を向上させることができた。 

＜課題＞ 

普段からいじめ防止を意識していなかった人が多かったので、同じ内容のものが多かっ

たり、うまく思いつかなかったりした人がいた。 

＜その他＞ 

いじめの具体例などを掲示し、他人事や関係ないことではなく、身近なものであること

を認識してもらえる活動を行っていきたい。 
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実   践   報   告 

心を一つに温かでより良い学校をめざして 
 

余市町立西中学校 

  

＜取組のねらい＞  

・各月、テーマを決めて、全校生徒に意見を募り、学

校全体で心を一つにして温かでより良い学校をめ

ざすため。 

＜取組の概要＞  

・各月、テーマに基づき、全校生徒に意見を募り、目

安箱に入れてもらう。より良い学校をめざした建設

的な意見、取組を生徒会で検討し、全校生徒に全校

朝会や生徒会だより等を通じて、発信する。 

＜成果と課題＞  

・自分たちでより良い学校を創ろうとする意識が少し

ずつ芽生えてきた。 

・まだまだ意識の低い生徒がいる。 

 

 

43



実   践   報   告 

一日一善運動 

 
余市町立旭中学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

一人一人のやさしさや思いやりに気づき、認め

合う学級や学校を目指す。 

＜取組の概要＞ 

 

①帰りの会で「今日の一日一善はありませんか」

と呼びかける。 

②生活委員が用紙に記入、玄関前のシートに張り

付ける 

＜成果と課題＞ 

 

【成果】  

・生徒一人一人のちょっとした気遣いや思いや

りが見えるようになり、学校全体が暖かい雰

囲気になる。 

  ・互いの良いところを見つけられるようにな

り、普段からの関係がよくなる。 

【課題】  

・特定の生徒の名前の挙がることが多い。 

  

＜その他＞ 

今後について  

一日一善運動は、旭中学校の恒例の取組として大事にしていきたい。前期の取組が

評価され、後期でもやってほしいと生徒から話が出た。来年も同様に、温かい学校を

作る一つの取組として続けていきたい。 
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実   践   報   告 

一房のぶどうプロジェクト 

 
仁木町立仁木中学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

 
・好意に満ちた言葉を掲示することで、秩序の中で温

かい心を見える化し、多様性の受容、いじめを許さ

ない校風の醸成を図る。 

・「一人も切り捨てられない社会」を全体への配慮の

中で学ぶ。 

 

＜取組の概要＞  

・各学級で仲間に対する感謝の気持ちや温かい心を言

葉にする。その言葉を葡萄の粒をかたどった用紙に

記入し、「温かい心」を集めることで葡萄の房を作り

上げていく。 

＜成果と課題＞  

・互いのよさを素直な気持ちで認め合ったり、努力す

る姿を励まし合ったりできるようになり、自己肯定

感や自己有用感に高まりがみられた。 

・「友達からしてもらって嬉しかったこと」から、「学

級や学校全体のために役に立っている人のすばら

しさや感謝」など友達のよさを見つける視点に広が

りが出た。 

・生徒が安心して学校生活が送ることができる温かい

学校の風土が醸成され、生徒同士の絆も深まった。 

・仁木町観光協会に評価され、JR 仁木駅構内の同協

会インフォメーションボードで地域にも発信され

た。 
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実   践   報   告 

Smile～笑顔でいっぱいな学校～ 

 
仁木町立銀山中学校 

  

＜取組のねらい＞  

・全校生徒が、仲良く協力し、安心して過ごすこ

とができるようにする。 

 

＜取組の概要＞ 
 

・１年生から３年生まで学年を超えて、年間を通

して集会活動や銀中祭など多くの場面で一緒

に活動する。 

・生徒会ミニ企画を通して、休み時間をゲーム等

で一緒に過ごす。 

＜成果と課題＞ 
 

〇学年の壁を意識せず、分け隔てのない人間関係

が見られるようになった。 

●家庭（学園生徒）が同一の生徒が８５％を超え

ることもあり、メリハリの利いた人間関係の構

築が難しい。 

 

46



実   践   報   告 

情報モラル教室 

    
赤井川村立赤井川中学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

 情報モラルの大半が日常モラルであることを理解

させることで、「ネットいじめ」「情報の拡散」「個人

情報漏洩」等のネットトラブルについて、その問題

の本質を見抜いて主体的に解決できる力を養う。 

＜取組の概要＞ 

 

前半は、外部講師によるインターネットの正しく

安全な使い方や不適切な利用による中学生の犯罪被

害、いじめ、誹謗中傷、プライバシー上の問題等に

ついての説明を行った。 

後半は、グループワークを行い、適切な利用の仕

方やお互いの立場を思いやった使い方等について考

え、発表した。 

＜成果と課題＞  

 

 

生徒からは以下のような感想が聞かれ、情報の送

り手、受け手、どちらの立場であっても気を付ける

こと、また、情報モラルの大切さについて考えを深

めることができた。 

「どの世界でも、人の気持ちを考えて何かをする

ことは大事だと思います。これからは被害を受けた

り、与える側にもならないために、今日学んだこと

を意識したい。また、家に帰ったら設定や使い方を

見直してみたい。」 

「聞いて理解するだけではなく、それを実行する

ことが大事だと思った。使い方のルールやマナーは

自分の中で決めるのではなく、他人と共有すると効

果的だとわかった。」 

「被害者にも、加害者にもならないために、自分

にも起こり得ることだと思って生活したい。」 

 

＜その他＞ 

外部講師は「e-ネットキャラバン」へ派遣を依頼した。 
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実   践   報   告 

互いに認め合い共感しあう心を育む 

 
古平町立古平中学校    

  

＜取組のねらい＞  

〇生徒同士が道徳の授業を通して相互理解を深め、自らの

意思や判断で、責任ある行動がとれる力を育成し、いじ

めを抑制する態度を育てる。 

 

〇いじめに当たる行為や根拠について考え、話し合いをと

おして、相手の立場や個性を尊重する心を育成する。 

＜取組の概要＞  

〇道徳の時間に各学年が「いじめのない世界の実現」を主

題とし、ユニット（３時間続き）により、集中的にいじ

めについて考え、生徒同士が積極的に交流する機会を設

け、その活動をとおしていじめをなくす手立てを考える。

（写真１・２） 

〇「いじめ０（ゼロ）」を目指して、生徒が主体的に考えた

ことをＩＣＴ（タブレット）を活用し、学級で交流し合

うことで、楽しい学校生活へつながる方策を考える。（写

真３） 

＜成果と課題＞                 

いじめについて生徒が自分事としてとらえ集中的に考える 

期間を設け、生徒同士で交流する機会を早期に持ったことで、 

生徒の意識の中に「いじめは絶対に許されない。」とする意識 

が高まってきた。また、生徒が自らの考えを周囲に表現する 

力の向上にもつながっている。 

 

夏季休業中の課題として取り組んだ「社会を明るくする運 

動」の標語部門において、「いじめのない社会」を題材とした 

生徒の作品が多く見られた。また、生徒会活動においても、温かい学校にするために工夫を凝

らした校内放送やポスター掲示等の取組につながっている。しかし、いじめ防止を考える全校

集会等の生徒会企画はコロナ禍の影響もあり実施できていない。 

 

いじめ調査アンケートでは「嫌な思いをしたことがある」との回答が少数見られたが、担任

や生徒達同士の働きかけにより重大ないじめ問題に発展せず、生徒は楽しく落ち着いた中で学

校生活を送ることができている。 

＜その他＞ 

いじめが起こる要因の１つとして相互のコミュニケーション不足がある。本校は小規模校で

あるため、幼少期と変わらない人間関係の中で伝え合うことを苦手にする生徒が多くみられ

る。そのため、道徳の授業を切り口に、教育活動全体において生徒同士が自分の思いや考えを

自由に交流し、認め合い共感しあう場面を多く設け、大切にしている。 
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実   践   報   告 

生徒会 Dream プロジェクト 

 
積丹町立美国中学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

どんな些細なことでも感謝を言葉にすることで自

分の気持ちを表現し、それを見た人が感謝されてい

ることに気付けるという自己肯定感に結び付ける。 

⇒ 明るく・楽しい学校生活 

 

＜取組の概要＞ 

 

友達や先輩、後輩の良かった行動や感謝の気持ち

などを掲示板にメッセージとして貼る。書かれたメ

ッセージはポストに入れ、1 週間に 1 回中央委員が

ポストを開ける。メッセージ内容を点検、確認し、

掲示を行う。３月には「ドリプロ集会」を行い、気

付いたことや感想などを全校生徒で交流する。 

＜成果と課題＞ 

 

令和元年度から始まり、今年で３年目になる。昨

年度から「ドリプロ集会」も企画され、生徒からは

「色々な場面でお互いの良い所を発見できた」「たく

さん書いている人がいてステキだと思った」「来年度

以降も継続して行いたい」など、好評であった。一

方で、たくさん書いている人とあまり書いていない

人とで差があることなど、課題も残っている。 
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実   践   報   告 

神中版 全校レクレーション企画 

 
神恵内村立神恵内中学校 

  

＜取組のねらい＞ ビンゴ大会 

昼休みの時間を活用して、全校生徒が一同に顔を合

わせる回数を増やす。生徒会や各委員会で企画を実施

することにより、常日頃からの生徒間での意思疎通の

円滑化を図る。その積み重ねによって「いじめの未然

防止」に繋げている。 

 

 

＜取組の概要＞ Good Body Events① 

 昼休み等を使って、生徒が主体的になり、全校で楽

しめる企画を運営・実施する。生徒会では、生徒会企

画として「ビンゴ大会」を実施。保体整備部では、健

康増進に努める Good Body Events を実施。小規模

校の特性を生かし、「みんなで楽しめる企画」を運営す

ることで、日頃からの生徒同士のコミュニケーション

力の向上に努める。 

＜成果と課題＞ Good Body Events② 

成果：全校生徒が一同に顔を合わせる機会があること

により、授業や部活動以外での生徒同士のコミュニケ

ーションを図ることができている。そうすることで、

“誤った先入観で他人を傷つける”といった言動を取

ることが少なくなってる。また、学年を超えた生徒同

士の結びつきもみられるようになっている。 

課題：小規模校ということで、授業や部活動などの場面で一人一人にかかる量が多くな

り、結果として処理しきれなくなる生徒もいる。だが、生徒は意欲的に取り組むことが

ほとんどなので、そのバランスを取ることが重要だと感じている。 

＜その他＞ 

 幼少期から中学校までを共に過ごしているため、お互いのことを十分に理解し合っ

ている。そもそも人を「いじめる」といった考え方が生まれにくい環境である。お互い

に理解し合っているからこそ、よい人間関係を築けていると感じている。 
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実践報告 

 

本校の取り組み 

前期 

【平和の折り鶴】 

『平和への思いを、鶴に込めて伝えよう』をテーマに全校で折り鶴を作成し

ました。作った折り鶴は糸でつないで、ユネスコ協会に引き渡しました。 

後期 

【クリスマスに向けた特別企画】 

全校生徒で楽しい時間を過ごすために企画、準備を進めています。今年は時

間も内容も増やして実施することになりました。ダンス、クイズ大会、ビン

ゴ大会を行います。 

前期テーマ  Enjoy School  

後期テーマ  楽しい風を吹かせよう 

泊村立泊中学校 

折り鶴引き渡し

式

クリスマス企画の準備と練習

習

51



実   践   報   告 

「笑顔のわっかプロジェクト」 

 
岩内町立岩内第一中学校 

  

＜取組のねらい＞  

「生徒一人ひとりが笑顔でいら

れる学校、一つの笑顔が新しい笑顔

をつくり、その笑顔が学校全体に広

がるような学校を作ろう」という願

いから、このプロジェクトを始めま

した。 

最初の取組は、笑顔でいられる第

一歩として、いじめ根絶にターゲッ

トを絞って行いました。 

＜取組の概要＞ 

生徒たちが、「いじめについてど

のように考えているか」を知るた

め、いくつか具体的な質問を１階廊

下の掲示板に貼り、その事象につい

てどう思うか、自分の考えに近い欄

に備え付けのシールを貼るという

方法で行いました。 

＜成果と課題＞ 

成果としては、新書記局として新

しいことに挑戦することができた

こと、生徒たちがいじめについて考

える時間を設けることができたこ

とが挙げられます。 

課題としては、「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う生徒」をゼロ

にしようと、これまで学校全体で取り組んできましたが、「悪口を言ったり、秘密を勝

手に言いふらしたりすることがいじめか」という質問に、「いいえ」と答えた人がいた

ことから、いじめ根絶に向けた取組を、一層充実させる必要があることが分かりまし

た。 

今後は、この結果をどのように活用し、どのような取組を行っていくか、全校生徒が

笑顔でいられるように、生徒会で検討していきたいと思います。 

＜その他＞ 

現在、いじめ根絶の取組の他にも、「笑顔のわっかプロジェクト」で何を行っていく

か、検討中です。 

 

 この他にも、

「悪口を言う

ことは、いじめ

だと思います

か」などの質問

でも、「いいえ」

と答える人が

数名いました 

・・・。 

52



実 践 報 告 

 

 

 

 

 

 

〈取組のねらい〉 

□年度当初に取り組むことで新入生の不安感を取り除

く。 

□コロナ禍において全校生徒で行う行事が難しい中で、

生徒同士のつながりを絶やさない。 

 

 

 

 

〈取組の概要〉 

□当日までに（写真１）のような名刺を準備する。 

□休み時間を使って、他学年の生徒と名刺交換し、その

後名刺に記載してある内容を中心に会話をする。 

 

 

 

 

〈成果と課題〉 

○他学年との交流する機会を設けたことで、生徒同士が

関わるきっかけをつくることができた。 

○新入生の不安感をなくすことができた。 

○初対面の人との関わり方を考えることができた。 

 

 

△名刺交換をする際、自分から声をかけることが苦手な生徒には負担が大きい。 

△学年間の生徒数に差がある場合には、工夫が必要である。 

 

〈その他〉 

 この他、いじめ防止に関わるポスター掲示、一日元気に学校生活を始められるように朝

の放送を行うなどさまざまな活動に取り組んでいます。 

 

【生徒会企画】名刺交換 
 岩内町立岩内第二中学校  
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