
〈取組のねらい〉

『主体性』 児童会の活動として位置づけ、意識して主体的に活動する。

『認め合い』 お互いのがんばりを認め合う気持ちを持つ。

『目標を持って』目標を持ち、その達成や自己の成長に向けて、意識的に取り組む。

『見える化』 自分や友達が今取り組んでいることを互いに認知し、応援する。

〈取組の概要〉

○児童会が主体となり、児童が自分たちの学校生活を振り返る中で、目標にして取

り組む必要のある事項を見える化し、全校児童に呼びかけながら取り組む。

・大きな声であいさつすることができた

・石けんで３０秒以上手をあらうことができた

・時間内に給食を食べ終わることができた

・休み時間に運動をたくさんすることができた

・読んだ本をもとの場所に戻すことができた

・友だちにやさしくすることができた

・友だちと仲良くすることができた

・次の授業の準備をしっかりすることができた

・太鼓を上手にたたくことができた

・授業中の姿勢をよくすることができた

・使ったものをきちんとかたづけることができた

・掃除の時に進んで仕事を探すことができた

・新しい技ができるようになった

・時間を見て行動することができた など

○下校前に一日を振り返り、自分ががんばったことにシールを貼る。

〈成果と課題〉

○主体的な活動として位置づけたことで、取組の意識を高めることができた。

・児童会メンバーが、学校生活における約束事に対し主体的に捉えて活動するよ

うになり、また、みんなの生活・行動を改善する視点での目標設定に意識が向

けられるようになった。

・全校児童が、自発的・積極的に取り組むようになった。

〈その他〉

○お互いに認め合う気持ちを大切にすることで「いじめのない人間関係」「より安心

な学校生活」としていくことも狙っている。うまく関連し、機能している。
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実   践   報   告 

ハートフル、思いやりあふれる留寿都小 

 
留寿都村立留寿都小学校 

  

 

＜取組のねらい＞  

 児童相互が、思いやりをもって友達と接するこ

とができる。あいさつや言葉遣いに気をつけ、楽

しく学校生活を送ることが出来る。 

＜取組の概要＞ 

・ふわふわ言葉とチクチクことばの掲示による啓

発。 

・道徳や学級活動での指導と連携。 

・児童会によるあいさつ運動と、毎日のあいさつ

MVPを給食中の校内放送で発表。 

 

＜成果と課題＞ 

・言葉遣いに気をつける児童が増えた。 

・正しい言葉遣いで、職員室を来訪できるように

なった。 

・あいさつMVPをとろうと努力することにより、

元気にあいさつをできる子が増えた。 
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実 践 報 告 

思いやりの村   

真狩村立真狩小学校 

 

＜取り組みのねらい＞ 

友達への感謝の気持ちや友達のいいところを

カードで伝え合うことで、思いやりのあふれる

学校にする。 

＜取り組みの概要＞ 

①好きなカードに、友達にされて嬉しかったこ

とや見つけたよさなどメッセージを書き、自

由に廊下に掲示する。 

 
②委員会で、みんなに真似してもらいたい行動

や、友達がされて嬉しかったことが書かれた

カードを選び、お昼の放送で紹介する。 

 

＜成果と課題＞ 

成果 
①飾りを楽しくすることで、自由にいつでも書

く人が少しずつ増えてきている。 
②他の学年同士でよいところを伝え合うことが

できている。 

課題 
①実際に思いやりが広がっているかが、わかり

にくかった。 
アンケートやインタビューなどをして、みんな

に聞いてみる。 
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実  践  報  告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ポスター 

 

 

 

 

 

 

②全校遊び 

 

 

 

 

 

 

③仲
・

休み相談会 

あっ、言葉を大切にしなきゃ。 

真狩村立御保内小学校 

〈取組のねらい〉 

 全校児童１３名が、お互いに言葉を大切にし合うことで、学校を楽しいと思えるようにすること

をねらいとしています。また、みんなで毎日仲良く過ごせる学校を目ざしています。 

〈取組の概要〉 

 ①【ふわふわ言葉とチクチク言葉 ポスター作り】 

  言われてうれしい言葉、言われたら悲しくなる言葉について、 

全校アンケートを行い、結果をポスターにしました。 

  ポスターを掲示し、普段から見ることで、みんなで『言われて

嬉しい言葉＝ふわふわ言葉』を増やし、『言われたら悲しくなる 

言葉＝チクチク言葉』を減らそうという気持ちを高めることを目 

ざしています。 

 ②【全校遊び】 

  朝休み、中休み、昼休みは、基本的に全校児童みんなで遊んで 

います。遊ぶ内容は児童会メンバーが事前に考え、掲示板でみん 

なに伝えています。低学年から高学年までみんな一緒に遊ぶこと 

でコミュニケーションをとり、お互いの事を思いやる優しい心を

みんなが持った学校になることを目ざしています。 

 ③【仲
・

休み相談会】 

  １１月から、２週間に１度のペースで、定期的に、中休みに全

校で図書室に集まっています。この相談会は、最近自分が言われ

たり、自分が言ってしまったりした言葉について、実体験をもと

にして、みんなで考える場です。みんなの仲が今よりもっと良く

なることを目ざして、仲
・

休みと名づけました。 

 
〈成果と課題〉 

 ①ふわふわ言葉とチクチク言葉 啓発ポスター作り 

  成果：みんな、チクチク言葉を気にするようになった。 

  課題：ポスターを目にしていても、マンネリ化していて、チクチク言葉は、なかなかゼロにな

らない。 

 ②全校遊び 

  成果：男女、学年を問わず、誰とでも仲良く遊んだり、話をしたりすることができる。 

  課題：遊びの内容によっては、盛り上がりすぎて、言葉が汚くなったり、行動が乱暴になるこ

とがある。また、自分勝手になる人も出てくる。 

 ③仲
・

休み相談会 

  成果：思っていたより、言われて傷ついた言葉が多いことがわかった。 

     言った自分が気づいていないことも多いということがわかった。 

     言われて嬉しい言葉より、傷つく言葉の方が心に残ることもわかった。 

  課題：低学年は言われたことは覚えていても、言葉自体を覚えていないことがある。 

     みんなが言葉に気をつけるという気持ちになるには、まだまだ時間がかかる。 
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実   践   報   告 

友達への感謝を伝えよう 

～やさしさ郵便の取り組みから～ ニセコ町立ニセコ小学校 

  

＜取組のねらい＞  

・日頃友達へ伝えられていない思いなどを、手紙

の形でしたため、広く校内に伝えることで、友

達関係の絆を深め、校内の互いを尊重する気風

を醸成する。 

＜取組の概要＞ 

・以下のように取り組みを行う。 

 ① 所定の用紙に、誰のどんなやさしい行動に感

謝を伝えたいか書き、郵便箱に入れる。 

 ② その内容を昼の校内放送で発表する。 

 ③ それについて、委員がコメントする。 

＜成果と課題＞ 

 校内で呼びかけた結果、いくつかの手紙が投函

され、校内放送で紹介することができた。読まれ

た本人も、相手の子も、とても良い表情であった

という報告がされている。 

 しかし、呼びかけが無くなったときに、投函ペ

ースがかなり落ち込んでいるので、年間を通して

成果の出るものとして、何か取組が必要であると

思われる。 
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実   践   報   告 

ひとりはみんなのために みんなはひとりのために  

笑顔の近藤小学校 ニセコ町立近藤小学校 

  

＜取組のねらい＞  あいさつ運動 

 

・近藤小学校からいじめをなくすために、近藤小児

童会は、児童が明るくもっと仲良くなるための取

組を進めることが大切だと考えました。校長先生

が教えてくれた「ひとりはみんなのために みん

なはひとりのために」を実現できるようにスロー

ガンにしました。 

＜取組の概要＞ 全校遊び 

①あいさつ運動～児童会三役が各教室で元気な挨拶

をする。 

②全校遊び～休み時間に 1～６年全員でできる遊び

をする。 

③たてわり班活動～掃除や給食などでいろいろな学

年となかよくする。 

＜成果と課題＞ たてわり班活動 

～おそろいのマスク～ 

 

〇去年までは学年ごとに遊ぶことが多かったのに、

今年は低学年と高学年が一緒に遊ぶことが多く

なりました。 

●学校が狭くなってきたり、コロナで全校の行事が

できなかったりしたので、ビデオ放送をもっと使

って、全校が仲良くなれるよう工夫したいです。 

＜その他＞ 

・たてわり班ごとのマスクを５・６年生が家庭科で作って、各班のみんなにプレゼント

しました。運動会では、そのマスクをつけて開会式をしました。みんなとっても喜ん

でくれたので、うれしかったです。 
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実   践   報   告 

ありがとうの木 

 
蘭越町立蘭越小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 互いのよさや違いを認め合い、自他を尊重する豊かな心を養う。 

 他者を認め、協力し合える人間関係を築くことができる。 

  

＜取組の概要＞ 

①「感謝」や「ありがとう」の言葉を紙に記入し、カード回収ＢＯＸに投函する。 

②給食の時間に書記局が放送にて発表する。 

③児童用玄関の正面に飾ってある木に掲示する。 

 

＜成果＞ 

・ありがとうと書かれた児童がお返しの「ありがとう」を考えたり、放送で発表された

日にはＢＯＸ前のテーブルに人だかりができたりしていることがある。 

＜課題＞ 

・記入している児童が固定化しつつある。 

 

＜その他＞ 

・書記局が企画している「学級紹介」では、お昼の校内放送にて、各クラスの「できる

子」や「たのしい子」の紹介をしている。 
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ねらい 児童一人一人が、仲間の良さを見つけ、「優しさ」「感謝」「認め合う」ことで、全校

児童のつながりをもたせていきたい。 

概要 １．「やさしいあの子」 

児童会書記局が企画した取組。友達の良いところ、努力しているところ、頑張

っているところ、友達にしてもらったことでうれしかったことなどを、ハート型

の紙に書いて、玄関ホールの大きな柱に貼る。１週間の終わりに、貼られたコメ

ントから、書記局メンバーが数点選び、お昼の校内放送で紹介する。 

２．「全校レク」 

  児童会保体委員会や書記局が企画したレク。中休みに全校児童が体育館に 

集まって、「ケイドロ（おにごっこ）」や「王様ドッジボール」、「転がしドッジボ

ール」を行う。 

成果 ・全校での取り組みとなっていること。 

・友達から「ありがとう」を伝えてもらえることや頑張りを認めてもらえること 

 で自己肯定感が高まっている。 

・「ありがとう」がたくさんの場面で見られるようになった。 

・全校児童で休み時間に交流することで、縦のつながりができる。高学年は低学年

に対して優しく接し、低学年は高学年を尊敬してくれる。子どもたちの心の成長

に良い影響となっている。 

課題 ・認める場面がないと書いてくれる人が減るので、定期的に声かけを行っていかな

ければならない。自主的に書いてくれるよう、お互いを認め合う場面を多く取り

入れていかなければならない。 

・コロナ禍での全校児童での活動には制限があり、思うような交流がなかなかでき

ない。 

その他 ・各学級では、帰りの会で、その日１日を振り返り、「友達の良かったところ」を発

表している。「〇〇してくれてありがとう。」「国語の時間、みんな集中して頑張

っていました。」「〇〇さんのこんなところが良かったです。」 

などと発表し、友達を認め合っている。 

 

 

 

 

 

 

 

つながろう やさしさいっぱい 昆布っ子 

～児童会活動を通して仲間の良さを見つけよう～ 

蘭越町立昆布小学校 
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実   践   報   告 

「すてきな木」 

 
黒松内町立黒松内小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

自分への感謝の言葉や自分のいいところを認められる

ことにより、自己肯定感や自己有用感につなげ、お互いに

認め合い、いじめが起こりにくい環境づくりを目指す。 

＜取組の概要＞ 

児童会書記局を中心とした取組。大きな木の幹を画用紙で

１階（１～２年用）と 2階（３～６年用）に貼り、その前に

画用紙で作った葉や木の実を置き、それに友達や先生方への

感謝の言葉や、友達のいいところを自由に書き、幹に貼れる

ようにした。「すてきな木」として子どもたちが主体的に取り

組むことで、いじめが起こりにくい環境を整えた。 

 

＜成果と課題＞ 

校内放送や児童会だよりなどを通じて、子供たちが書い

たものを紹介することで、ふだんの生活の中であたたかい

言葉がけが増えてきた。 

取組として、長期間だとマンネリ化する傾向にある。 
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実   践   報   告 

「みんな ほっこり」 

 
黒松内町立白井川小学校 

  

＜取組のねらい＞ （写真１） 

 令和 3 年度学校テーマ「みんなほっこり」を目標

に、いじめのないみんなが安心してすごせる白井川

小学校を目指す。（写真１ 各学級掲示） 

 

 

 

 

 

＜取組の概要＞ （写真２） 

① 登下校時に職員室であいさつする 

② 児童会活動 

・感謝した出来事を掲示する「感謝の木」   

（写真２ ホール掲示） 

・1分間スピーチ テーマ「私の宝物」 

・「あいさつ運動」ポスター作り 

（写真３ ホール掲示） 

＜成果と課題＞ 

～成果～ 

（写真３） 

・一人一人元気よく職員室や教室であいさつでき

る。 

・自分の思いをスピーチや文章で伝えることがで

きる。 

・スピーチの内容についての感想をはきはきと発

表することができる。 

・外部の人に元気よくあいさつすることができる。 

 

～課題～ 

・来校者の方の目を見てあいさつしたり話したりすることが苦手な児童がいる。 
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実   践   報   告  

Smile～笑顔の輪～ 

 
寿都町立寿都小学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

 
相手の思いを受け止める心と自分の思いを伝える

力でつながり、笑顔の輪が広がる学校にする。 

＜取組の概要＞ 

○運動会への意気込み 

全学年の運動会への意気込みを児童玄関前に掲

示。お互いのがんばりや取り組み方を見える化した。 

○七夕イベント 

全校児童が楽しめる活動として、手作りの笹を作

成し、児童玄関前に設置した。 

○クリスマスイベント 

  １２月に実施予定。 

＜成果と課題＞ 

○運動会への意気込み 

  6 月実施予定が、コロナ感染予防のため７月に延

期したが、掲示によって運動会への意欲づけや同学

年だけでなく他学年の意気込みを見ることで、チー

ムの一体感を感じることができた。 

 

○七夕イベント 

  イベント期間中（2 週間程度）は、毎日短冊を書く児童が絶えず、楽しんでいる様

子が見られた。他の人の願いを見て、笑顔になる場面も多く見られた。 
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実   践   報   告 

『なりたい自分に向かって』 

 
寿都町立潮路小学校 

  

＜取組のねらい＞  

 互いに褒めあい、認め合い、成長を確かめ合って、

温かい学級・学校、安心して過ごせる風土を創ってい

くようにする。 

＜取組の概要＞ 

➀『おしょろ やさしさの森』 

友だちのよさを見つけたら、森の植物・動物を形ど

った紙に書き、おしょろ森をやさしさいっぱいで包み

込む活動。 

②『あいさつ運動』おしょろっ子 あいさつ 5 か条 

その１ ぼうしをとる 

その２ 相手の目を見る 

その３ 止まって気をつけ 

その４ 元気にあいさつ 

その５ かっこよく礼 

＜成果と課題＞ 

➀ 

・よい行いを見つけたら、用紙に書かずとも、言葉 

で伝える行動も増えてきた。 

・目標枚数を設定し、意欲喚起も図っている。 

・日常的に会話の中によさを伝え合うことがもっと増

えて欲しい。 

② 

・めあてを意識して言えるようになっている。 

・朝の気持ちの良いひと時を演出してくれている。 

・日常的な挨拶へ波及効果を期待しているところである。 

 

39



実   践   報   告 

スマイルプロジェクト 

 
島牧村立島牧小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

・児童の自主的な活動を通して、楽しい学校生活を営む手順を学び取らせ、諸活動に積

極的取り組む姿勢を育てる。 

・学校の中の諸問題について目を向け、解決していこうとする姿勢を育てる。 

・温かく他者を思いやる気持ちや感謝の気持ちを育む。 

＜取組の概要＞ 

児童会三役が作成したメッセージカードを全校児童と全教職員に配布し、他者への

お礼や感謝のメッセージを記載し、一斉に掲示する。 

＜成果と課題＞ 

メッセージの記入にあたっては、自分の周りの人たちに目を向け、これまで、自分や

自分たちのためにしてくれていることを考え、振り返る良い機会となっている。 
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