
令和元年度 十勝管内いじめ根絶強化月間 いじめ未然防止取組事例集

第４集

令和２年３月 十勝教育局

「いじめを見過ごさない子ども」を育てる



いじめ未然防止取組事例集      について 
 

【はじめに】 
 
○ 本事例集は、今年度の「十勝いじめ根絶強化月間」に各学校が実施した
「いじめを見過ごさない子ども」を育てるための取組をまとめたものです。 

○ 掲載した事例は、各学校が次年度の取組の参考にしやすいように、「いじ
め未然防止モデルプログラム」に示されている「３観点４領域」に分類し
ています。 

○ 各学校におけるいじめ未然防止の取組を推進する際に、次の資料も合わ
せて御活用ください。 

 

いじめ未然防止モデルプログラム 

【平成 28年３月版】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.s-shido.hokkaido-c.ed.jp/ 

ijime_program/h28-3/h28-3.htm 

【平成 29年３月版】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.s-shido.hokkaido-c.ed.jp/ 

ijime_program/h29-3/h29-3.htm 

 
○ なお、本事例集の掲載内容は、次のとおりです。 

 
 【掲載内容】 
 
 Ⅰ 各学校の取組事例 
  １ 居場所づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
   ２ 絆づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 
    ３ 環境づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 
 Ⅱ 資料 
  １ 令和２年度十勝管内地域いじめ問題等対策連絡協議会  取組の方向性（案）・・７４ 
 

  令和２年３月 
北海道教育庁十勝教育局 

 



居場所づくり 
 

 

教科・領域の関連 

 音更町立下音更中学校 外部人材を活用し「コミュニケーショントラブル解消」の取組・・・・・・・７ 

 鹿追町立上幌内小学校 全校児童対象の道徳科「上幌あいうえお：生命尊重」の取組 

 鹿追町立鹿追中学校 令和元年度鹿追中学校「いじめ撲滅サミット」の取組・・・・・・・・・・・・８ 

幕別町立札内東中学校 外部人材を活用したSDGｓ～カードゲーム～の取組 

 

児童会・生徒会との関連 

 音更町立音更小学校 児童会主体の「ふれあい給食」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 音更町立下音更小学校 児童会主体の「つながりを深める異学年交流」の取組 

 音更町立木野東小学校 児童会主体の「あいさつ運動」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 音更町立柳町小学校 児童会主体の「交流活動を通していじめを防止する」取組 

 鹿追町立通明小学校 児童会主催による全校遊びの取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 新得町立新得中学校 生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組 

 新得町立屈足中学校 生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 清水町立清水中学校 生徒会主体の「いじめ根絶」に向けた取組 

 幕別町立糠内小学校 児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 幕別町立古舞小学校 児童会主体の「いじめについて考える場」の取組 

 幕別町立札内北小学校 すてき＆相談ボックスの取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

 幕別町立忠類小学校 児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組 

 幕別町立糠内中学校 生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

 豊頃町立豊頃中学校 生徒会主体の「全校合同給食」の取組 

 本別町立本別中央小学校 「インターネットによるいじめ」根絶集会の取組・・・・・・・・・・・・16 

 本別町立本別中学校 生徒会主体の「異学年交流」の取組 

 足寄町立足寄中学校 20年後も「いじめ」は「０」の足寄中学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・17 

 陸別町立陸別小学校 児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組 

 陸別町立陸別中学校 生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 帯広市立川西小学校 「帯広市小中合同サミット川西エリア集会」の取組 

 帯広市立第五中学校 生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

北海道音更高等学校 １年次による「いじめ根絶集会」の取組 

北海道更別農業高等学校 「いじめ根絶集会～ＳＮＳへの誹謗中傷を考える～」の取組・・・・・・・20 

 

（その他）道徳教育・人権教育・情報モラル教育等との関連 

 鹿追町立瓜幕中学校 生徒会主体の活動や外部講師を活用したいじめ未然防止の取組・・・・・・・・20 

 幕別町立忠類中学校 生徒会主体の「全校集会（ＳＮＳの利用）」 の取組・・・・・・・・・・・・・21 

 池田町立高島小学校 「ＳＮＳ等の活用による『いじめ未然防止・根絶』教室」の取組 

  

 

 

 

 

 



絆づくり 
 

 

教科・領域の関連 

 音更町立東士狩小学校 「いじめ未然防止プログラム」を活用した取組  ・・・・・・・・・・・・・22 

 音更町立昭和小学校 「命の大切さについての授業」の取組 

 足寄町立大誉地小学校 「ふわふわ言葉 ちくちく言葉」  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

 北海道帯広工業高等学校 厚生指導部企画の「デートDV予防教育講座」の取組 

 

児童会・生徒会との関連 

音更町立駒場小学校 「めざせ！笑顔あふれる元気な学校」の実現に向けた取組・・・・・・・・24 

音更町立下士幌小学校 児童会主体の「友だちの日」の取組 

音更町立西中音更小学校 児童会活動を通した「いじめの未然防止」・・・・・・・・・・・・・25 

音更町立東士幌小学校 児童会主体の「いじめゼロ運動」の取組 

音更町立南中音更小学校 児童会主体の「みんなで遊ぶ日」の取組・・・・・・・・・・・・・・26 

音更町立鈴蘭小学校 児童会事務局が主体となった「スマイルハイタッチ運動」の取組 

音更町立音更中学校 生徒会主体の「挨拶運動」と「音フェス」の取組・・・・・・・・・・・・27 

音更町立緑南中学校 RYOKUNAN いじめ防止サミット 

士幌町立中士幌小学校 児童会主体の「全校がなかよくなる活動」の取組・・・・・・・・・・・28 

士幌町立上居辺小学校 児童会三役の取組 

士幌町立佐倉小学校 いじめ防止に向けた児童会の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

士幌町立士幌町中央中学校 あったかい学級・学校づくりに向けた生徒会活動 

上士幌町立上士幌小学校 児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・30 

上士幌町立糠平小学校 「絵本の読み聞かせ」の取組 

鹿追町立鹿追小学校 「縦割り班活動・異学年交流」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

鹿追町立笹川小学校 児童会による全校児童が仲良くなるための取組 

新得町立新得小学校 健康委員会主催の「健康ランド」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・32 

清水町立御影小学校 児童会主体の集会活動を通じた異学年交流 

芽室町立上美生小学校 児童会による「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・33 

芽室町立芽室南小学校 すがすがしい気持ちで一日をスタートする「あいさつ運動」 

芽室町立上美生中学校 全校集会「みんなの素顔を知ろう！」給食交流・・・・・・・・・・・・34 

芽室町立芽室西中学校 生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組 

中札内村立中札内小学校 児童会主体の「縦割り班活動」の取組・・・・・・・・・・・・・・・35 

大樹町立大樹小学校 児童会による「あいさつ運動」の実施 

大樹町立大樹中学校 異学年の生徒の絆を深める「全校集会」の取組・・・・・・・・・・・・・36 

幕別町立幕別小学校 小中合同挨拶運動の取組と全校仲良し遊び集会 

幕別町立明倫小学校 児童会主体の「児童集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

幕別町立途別小学校 児童会主体の継続的な「集会活動」の取組 

池田町立池田小学校 児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・38 

池田町立利別小学校 児童会主体の「いじめ根絶全校集会」の取組 

池田町立池田中学校 生徒会主体の「挨拶運動」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

豊頃町立豊頃小学校 「子ども報徳訓」との関連性を意識した「豊小まつり」「全校遊び」の実施 

豊頃町立大津小学校 「いじめのない学校に向けた心の育成」の取組・・・・・・・・・・・・・40 

浦幌町立上浦幌中央小学校 児童会主体の「児童会集会」の取組 



 

浦幌町立上浦幌中学校 生徒会主体の各種活動の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

本別町立勇足小学校 児童会主体の「世界一平和運動」の取組 

本別町立仙美里小学校 児童会主体「みんな仲良く全校遊び」の取組・・・・・・・・・・・・・42 

本別町立勇足中学校 生徒会主体の「あいさつ運動」の取組 

足寄町立足寄小学校 児童会主体の「異学年交流」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

足寄町立芽登小学校 芽登小児童会「ほめほめプレゼント」 

足寄町立螺湾小学校 異学年集団での交流と児童理解の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

帯広市立明星小学校 児童会主体の「いじめ防止ポスターの作成、全員挨拶運動、異学年交流」の取組 

帯広市立緑丘小学校 児童会主体の「クリーン作戦」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

帯広市立大空小学校 児童会主催の「ありがとう運動」の取組 

帯広市立啓北小学校 エリア・ファミリーサミット～ふれあい給食・あいさつ運動・・・・・・・46 

帯広市立明和小学校 「いじめ・非行防止ファミリーサミット」の取組 

帯広市立大空中学校 大空中学校による「いじめ根絶」に向けた取組・・・・・・・・・・・・・47 

帯広市立緑園中学校 生徒会主体の「いじめ根絶あいさつ運動」の取組 

北海道帯広盲学校 自他を尊重し合う場面を通した主体的な児童生徒会活動の取組・・・・・・・48 

北海道帯広養護学校 生徒会活動における「いじめが起こらない環境作り」の取組 

 

社会教育（家庭や地域）と連携した体験活動との関連 

 北海道大樹高等学校 「共生社会を考える講演会及びリレー授業」の取組・・・・・・・・・・・・・49 

 

（その他）道徳教育・人権教育・情報モラル教育等との関連 

 新得町立屈足南小学校 「ふれあい班」を軸にした、いじめ未然防止に向けた取組・・・・・・・・・49 

芽室町立芽室西小学校 児童会主体の「あいさつの花畑運動」の取組・・・・・・・・・・・・・・・50 

 広尾町立豊似小学校 感謝する心などを育む「ありがとうプロジェクト」の取組 

 北海道鹿追高等学校 思春期保健講演会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



環境づくり 
 

 

教科・領域の関連  

 上士幌町立上士幌中学校 外部人材を活用した道徳教育の実践・・・・・・・・・・・・・・・・52 

 北海道上士幌高等学校 人間関係づくり～いじめについて考える～ 

 北海道新得高等支援学校 総合的な学習の時間におけるいじめについての学習・・・・・・・・・53 

 北海道広尾高等学校 令和元年度広尾高校いじめ未然防止教室 

 

児童会・生徒会との関連 

 音更町立緑陽台小学校 児童会書記局「いじめ防止ポスター」の取組・・・・・・・・・・・・・・・54 

 音更町立駒場中学校 生徒会活動を中心としたいじめ根絶への取組 

 音更町立共栄中学校 ３年生への応援メッセージの取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 

 士幌町立士幌小学校 児童主体の「いじめ撲滅の樹」の取組 

 鹿追町立瓜幕小学校 児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 

 新得町立富村牛小中学校 児童生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組 

 清水町立清水小学校 児童会「あいさつ運動」と「クリーニング週間」の取組・・・・・・・・・・・57 

 清水町立御影中学校 生徒会主体の「いじめ根絶宣言」の取組 

 芽室町立芽室小学校 児童会主体の「相談ＢＯＸ」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 

 芽室町立芽室中学校 生徒会主体の「いじめ撲滅集会」の取組 

 中札内村立上札内小学校 児童会が主体となった「あいさつ・へんじＷＥＥＫ」の取組・・・・・・・59 

 中札内村立中札内中学校 「いじめ根絶」に向けた生徒会代表の挨拶 

 更別村立更別小学校 児童会主体の「いじめをなくそう集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・60 

 更別村立上更別小学校 児童会主体の「いじめ防止」の取組 

 更別村立更別中央中学校 生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・61 

 広尾町立広尾小学校 児童会による「いじめ根絶全校集会」の取組 

 広尾町立広尾中学校 生徒会主体による「いじめ根絶集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・62 

 幕別町立白人小学校 児童会主体の「世界一のあいさつ運動」の取組 

 幕別町立札内南小学校 児童会・代表委員会による「いい言葉あつめ」をしよう・・・・・・・・・・63 

 幕別町立幕別中学校 生徒会の「いじめを生まない環境を作る」取組 

 浦幌町立浦幌小学校 児童会主体の「いじめ撲滅運動」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 

 浦幌町立浦幌中学校 生徒会主体の「ありがとうの木運動」の取組 

 帯広市立帯広第八中学校 生徒会主体の「さわやか集会」の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・65 

 北海道帯広柏葉高等学校 生徒会主催の「いじめ根絶標語コンクール」の取組 

 北海道帯広柏葉高等学校（定時制課程）  

「命の大切さを学ぶ教室」の実施を通した他者を尊重する心の育成・・・・・・・・・・・・・・・・66 

北海道帯広三条高等学校 「いじめ」に関する話合いと生徒会通信発行の取組 

北海道帯広農業高等学校 生徒会による「いじめ撲滅通信」作成の取組・・・・・・・・・・・・・・67 

北海道帯広緑陽高等学校 いじめ・ネットトラブル根絶に係る生徒会（委員会）活動 

北海道清水高等学校 SNS利用についての課題把握の取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 

北海道芽室高等学校 生徒会か主体の「いじめ根絶集会」の取組 

北海道幕別高等学校・北海道中札内高等養護学校幕別分校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 

「いじめ・ネットトラブル根絶メッセージコンクールｉｎ幕別」の取組 

 北海道幕別清陵高等学校 いじめ・ネットトラブル根絶メッセージコンクールin幕別清陵 



  

北海道足寄高等学校 生徒会長による「いじめ根絶講話」の実施について・・・・・・・・・・・・・70 

 北海道帯広聾学校 児童生徒会における「いじめ根絶」の取組 

 北海道中札内高等養護学校 何かあったら「相談」しよう！！・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 

  

 

（その他）道徳教育・人権教育・情報モラル教育等との関連 

 幕別町立札内中学校 いじめに関するアンケートの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 

北海道士幌高等学校 いじめ防止集会と反省アンケートの活用によるグループ討議・・・・・・・・・72 

 北海道池田高等学校 「携帯電話マナー講習会」と関連を図った「いじめ根絶」の取組 

北海道本別高等学校 第１学年、第２学年の生徒との「全員面接」の取組・・・・・・・・・・・・・73 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居場所づくり 

絆づくり 環境づくり 

道徳、総合的な学習の時間、
特別活動等の教科・領域の
関連を図ったプログラム

子ども会議等の児童会・生
徒会活動との関連を図った
プログラム

社会教育（家庭や地域）と
連携した体験活動との関連
を図ったプログラム

（その他）道徳教育・人権
教育・情報モラル教育等と
の関連を図ったプログラム
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音更町立下音更中学校 

校長名 山 本   尚 全校生徒数399名（男子200名 女子199名） 

外部人材を活用した「コミュニケーショントラブル解消」の取組 環・教科 

 

【ねらい】 

本校においてインターネットを媒介としたネットト

ラブルが発生していることから、適切な対応について、

専門家を招き、生徒のネットトラブルの未然防止に努め

る。 

【概要】 

「コミュニケーション」をテーマに、事例動画を視聴

しながら、生徒同士が問題点について話し合い、他者へ

の中傷や「いじめ」について考えました。 

【生徒の感想】 

自分は、何とも思っていなくても、相手は、「いじめ」

と受け取ってしまうこともあるので、自分の行動をよ

く考えて行動しようと思いました。 

 

 

 SNS等のコミュニケーションツールについて、ルールを守って正しく使う気持ちを育

むことができたとともに、他者とのコミュニケーションの重要性について改めて考える
機会となりました。 

鹿追町立上幌内小学校 

校長名 稲 葉 珠 樹 全校児童数12名（男子８名 女子４名） 

全校児童対象の道徳科「上幌あいうえお：生命尊重」の取組 居・教科 

 

【ねらい】 

教育課程の柱として位置付けている「命の教育」について、

全校児童を対象とした道徳科で実践することにより、自他の

生命を尊重し、命を大切にしようとする心情を育てる。 

【概要】 

全校児童を対象とした道徳科の授業を通じて、誰に対して

も思いやりの心をもち、相手の立場を考えた言動の大切さを

学びました。特に、本校で飼育している羊を題材にした学習

において、児童は生命の誕生や命の重みを実感することがで

きました。 

【児童の感想】 

動物も人と一緒に、大昔から過ごしてきたことが分かりま

した。これからも一生懸命、羊の世話をして、人と同じよう

に命を大切にしていきたいです。 

 

 

学校アンケートにおいて、全校児童が、「学校へ行くのが楽しい」と回答しており、 
「命の教育」の取組が、自他の生命を尊重する意識を向上させ、このことが、いじめの未

然防止につながりました。 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【講演の様子】 

【考えを交流する様子】 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【全校児童対象の道徳科の様子】 

【動物を題材にした学習の様子】 
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幕別町立札内東中学校 

校長名 秦   公 一  全校生徒数260名（男子122名 女子138名） 

外部人材を活用したSDGs～カードゲーム～の取組 居・教科 

 

【ねらい】 

SDGsの本質を捉え、カードゲームを通して子どもたちの

「つながり」、「誰ひとり取り残さない未来」への可能性を

考える。 

【概要】 

2030SDGsカードゲーム公認ファシリテーターによる

ゲームを実施後、ゲームの振り返りを行い、世界と自分のつ

ながりの説明を受けました。最後に2030年の理想の世界と

自分の目標を設定しました。 

【生徒の感想】 

自分たちが世界の一員として、何をしていかなければなら

ないのかを考える機会となりました。飢餓や戦争、労働など

で苦しんでいる子どもたちの実態を学びました。 

 

 

一人一人の行動が世界の経済・環境・社会に大きく影響していることを学べたととも

に、世代や地域を越えて、すべての人が安心して満足して暮らすために、いじめや差別
のない世界を目指す必要があることについて理解を深めさせることができました。 

 

鹿追町立鹿追中学校 

校長名 中 村 宏 喜 全校生徒数142名（男子74名 女子68名） 

令和元年度鹿追中学校「いじめ撲滅サミット」の取組 居・教科 

 

【ねらい】 

相手との適切な関わり方や気持ちの伝え方について、

考えを深めさせるとともに、「いじめは決して許されな

いこと」を再認識させ、いじめの未然防止を図る。 

【概要】 

「いじめ撲滅サミット」では、縦割り班で「ＳＮＳで

起こるトラブルへの適切な対応」を考え、ロールプレイ
を行いました。また、ワールドカフェによる交流を行う

ことにより、自ら気付いたことや、解決方法等を自分の
言葉で伝えることになり、生徒一人一人が考えを深めて

いく様子が見られました。 

【生徒の感想】 

よりよい人間関係を築いていくためのコミュニケー

ションにおいて、特定の友達だけではなく、様々な相手

の気持ちを考えることが大切だと感じました。 

 

 

いじめについて、日常から未然防止の視点をもたせながら指導することにより、生徒

が主体的に判断したり、相手を意識して行動したりする生徒の姿が見られるようになり
ました。 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 
【「生徒会だより」の様子】 

【「いじめ撲滅サミット」の様子】 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「SDGs17」のゴールの説明】 

【「カードゲーム」の様子】 
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音更町立下音更小学校 

校長名 原 見 寿 史 全校児童数285名（男子136名 女子149名） 

児童会主体の「つながりを深める異学年交流」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

児童会が主体となり、仲間や異学年とのつながりを意識 

した活動を通して、相手に対するやさしさや思いやりの気 

持ちを高め、いじめのない風土をつくる。 

【概要】 

異学年交流や読み聞かせ活動など、児童会が中心となっ 

て企画運営し、全校児童がつながりを深める活動を行いま 

した。 

高学年は外部講師を招き、ネットトラブルに巻き込まれ 

ない、「人とのつながり方」を学びました。 

【児童の感想】 

いじめをなくすためには、日々の生活で相手を思いやり、 

尊重する気持ちをもって過ごすことが大切だということが 

分かりました。 

 

 

外部講師からの講義により、便利なネットでのやりとりも伝え方を考えて利用しなくて
はならないことに気付けたとともに、児童が主体的に「他者とのつながり」を深める活動

に取り組んだことにより、今後も新たな活動を企画しようという意識が高まりました。 

 

音更町立音更小学校 

校長名 沼 田 拓 己 全校児童数504名（男子250名 女子254名） 

児童会主体の「ふれあい給食」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

異学年との交流活動を通して、児童の社会性を身に

付けるとともに、望ましい人間関係の形成を図る。 

【概要】 

本校で年間を通して実施している異学年交流「ふれ

あいタイム」の活動の一つである「ふれあい給食」を児

童会が主体となり企画しました。第１～６学年の児童

が給食の時間をともに過ごすことで、それぞれの役割

を考えながら行動し、交流を深めました。 

【児童の感想】 

上級生は「下級生が困らないようにやさしく声をかけるように心掛けた」、「給食準

備の指示をしっかり出せた」、下級生からは「上級生がやさしく声をかけてくれて、頼

りになった」、「上級生のように行動したい」等の感想がありました。 

 

 

継続的にふれあい給食を実施することで、互いの立場を尊重する思いやりの心の育成
につながっています。児童が安心して学校生活を送るための環境づくりとともに、いじ

めの未然防止策として有効であることから、今後も継続していきたいと考えています。 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「ふれあい」給食の様子】 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【異学年による「読み聞かせ」の様子】 

【「ネットトラブル防止教室」の様子】 
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音更町立木野東小学校 

校長名 小 松 淳 一 全校児童数616名（男子318名 女子298名） 

児童会主体の「あいさつ運動」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童が、気持ちのよいあいさつから一日をスタートさせ

ることにより、児童全員が笑顔で仲良く学校生活を送るこ

とができるようにする。 

【概要】 

児童会三役が先頭になり、玄関前であいさつを行うこと

により、「いつでもどこでもだれにでもあいさつ」をする

意識を児童に浸透させ、「あいさつというコミュニケーシ

ョンにより、仲のよい学校をつくる」と児童みんなが考え

ることを目標として、「あいさつ運動」実行しました。 

【児童の感想】 

・笑顔で挨拶を交わすことができ、一日が気持ちよくスタートできました。 

・笑顔で挨拶されることで、自分も笑顔になれて気持ちがよかったです。 

・これからも進んで、もっともっとあいさつしたいと思います。 

 

 
児童会が「あいさつ運動」を推進するとともに、全校児童に対して「いじめは絶対に

だめ」という目標を示したことにより児童全員が意識を高め、児童質問紙調査では
97.4％の児童が「いじめはダメ」と考えるようになりました。 

音更町立柳町小学校 

校長名 伊 藤 道 彦 全校児童数280名（男子138名 女子142名） 

児童会主体の「交流活動を通していじめを防止する」取組 居・児生 

 

【ねらい】 

異学年交流を通し、学級・学年を越えて全校児童がこれ

まで以上に仲良くなることにより、思いやりの心を育て、

いじめを許さない態度を育て、いじめ防止の徹底を図る。 

【概要】 

全校児童が参加する児童会活動を通して、第３学年以上

の児童は招待した第１・２学年の世話を通して、上級生と

しての自覚を高め、低学年は、感謝について考える機会に

なりました。 

【児童の感想】 

・５・６年生のお兄さん・お姉さんが協力しながら遊びの準備やお世話をしてくれて、

出し物で楽しませてくれました。自分も見習いたいと思いました。 

・思いやりの気持ちをもっていないときは、注意することも大事だと思いました。 

 

 

高学年が協力・分担して手際よく遊びの進行をする姿を見て、進んで仕事に取り組む
ことの大切さを低学年は学んでいました。高学年は低学年の世話を通し、上位学年とし

ての自覚を深めるとともに、日常生活に生かす姿が見られるようになりました。 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「あいさつ」運動の様子】 

 

成   果 

取組の概要 

取組の名称 

【全校集会の様子】 
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新得町立新得中学校 

校長名 内 田 得 裕 全校生徒数95名（男子52名 女子43名） 

生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

生徒会が主体となり、コミュニケーションを目的としたレク

レーションを行い、互いを認め合うことを通して、「いじめは

どんなことがあっても許されない」と考える生徒を育成する。 

【概要】 

「いじめはどんなことがあっても許されない」をテーマに、

いじめの未然防止に向けて、どのような取組ができるのか生徒

会役員で話し合いました。そして、全校生徒が参加するレクリ

エーションを実施し、異学年で交流を行うことにより、いじめ

を許さない雰囲気を醸成することができました。 

【生徒の感想】 

レクリエーションを通して、他学年の色々な人と交流するこ

とができて、自分自身のコミュニケーションの力が高まりまっ

たように感じています。 

 

 

いじめの根絶に向けて、生徒会がどのような取組を推進するのか、主体的に考えると
ともに、「いじめはどんなことがあっても許されない」という思いを全校生徒へ伝えた

ことにより、学校全体にいじめの未然防止に向けた雰囲気が醸成されました。 

 

鹿追町立通明小学校 

校長名 小野田 年 克 全校児童数16名（男子４名 女子12名） 

児童会主催による全校遊びの取組 居・児生 

 

【ねらい】 

児童会が中心となって全校での遊びを企画、運営することを通して、遊びの中で互いの

よさに気付くとともに、児童一人一人の居場所をつくる。 

【概要】 

児童会が中心となって、中休みの時間に全校遊びを

行いました。鬼ごっこやタグラグビー、腕相撲大会な

ど、学年や男女関係なく、誰でも参加できる内容を考

え、実施することにより、児童一人一人が居場所を見

つけて楽しむ姿が見られました。 

【児童の感想】 

毎週みんなと一緒に何をして遊ぶのか楽しみです。

遊んでいると、普段あまり話をしない人とも話ができ

てうれしいです。 

 

 

児童会を中心とした取組により、児童の良好な人間関係を育み、互いの個性や特徴を

知ることにつながりました。特に新入生にとっては、学校生活に慣れるよい機会となっ

ており、上級生からの声掛けにより、新たな環境に馴染むことができました。 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【○○活動の様子】 

【児童会が企画した全校遊びの様子】 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【レクリエーションの様子】 

【「いじめゼロ宣言」の様子】 
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取組の概要 

新得町立屈足中学校 

校長名 山 下 英 男 全校生徒数21名（男子10名 女子11名） 

生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

生徒会が中心となり、「いじめ根絶集会」を企画、運

営することを通して、「いじめは絶対に許されない」と

いう態度の育成を図る。 

【概要】 

「いじめは絶対に許されない」という態度の育成に

向け、全校生徒により「いじめ根絶宣言」を作成しまし

た。生徒会が寸劇を行うなど、全校生徒がいじめについ

ての理解を深める機会となりました。 

【生徒の感想】 

「いじめは絶対に許されない」ことと改めて分かりま

した。何気ない言葉が相手を傷つけることもあるので、

相手のことを考えて接していきたいです。 

 

 

「いじめ根絶集会」等の取組を通じて、学年を問わず、良好な人間関係を築くことがで
きました。集会後のアンケートでは、「一人一人のよさを理解できた」「認め合う大切さ

に気付いた」などの記述があり、いじめ根絶に対する意識の高まりが見られました。 

 

清水町立清水中学校 

校長名 尾 崎 俊 明 全校生徒数138名（男子82名 女子56名） 

生徒会主体の「いじめ根絶」に向けた取組 居・児生 

 

【ねらい】 

全校生徒が、「いじめ撲滅宣言」を採択することを通して、

いじめは決して許されないという態度を育成するとともに、「生

徒会あいさつ運動」を通して、生徒が積極的に朝の挨拶をし、

爽やかに１日をスタートできるようにする。 

【概要】 

いじめのない学校づくりに向けて、生徒会書記局が中心とな

り、「いじめ撲滅宣言」を行い、全校生徒の前で採択しました。 

また、書記局や各委員会により、異学年が合同で行う「いじめ

撲滅レク」等の機会を通して生徒間交流を深めました。 

【生徒の感想】 

嫌な思いをする友達がいないように、相手を尊重しながら行

動することを考える機会となりました。これからも、学年に関

係なく周りに思いやりをもって学校生活を送りたいです。 

 

 

生徒が「いじめは決して許されない」ということを言葉にして伝えることで、いじめを考える

機会となりました。また、各種交流において全校生徒で取り組むことにより、学級、学年の枠を

越えて、生徒間の良好な関係を一層築くことができました。 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「いじめ根絶集会」の様子】 

【集会での寸劇の様子】 

取組の名称 

成   果 

【「いじめ撲滅宣言」採択時の様子】 

【「あいさつ運動」「募金活動」の様子】 

・ 
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幕別町立糠内小学校 

校長名 能 代 雅 彦 全校児童数23名（男子７名 女子16名） 

児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

「いじめ根絶集会」を通して、児童が「いじめ」に対して主

体的に考えるとともに、「いじめを絶対に許さない」という態

度を育てる。 

【概要】 

 児童会主体の集会で「いじめ」について問題提起がなされ、

児童が自分の考えを発表し、話し合いました。最後に校長が集

会における話合いを基に、まとめの説話を行いました。 

【児童の感想】 

 傍観者もいじめだということが分かりました。自分もそうな

らないようにしたいと思いました。 

 

この集会を通して、児童が「いじめ」を正しく認識し、この先も「いじめ」が起こった
り、「いじめ」に関わったりすることがないような規範意識を身に付けました。 

また、児童が「いじめ」の残酷さを知り、「いじめは絶対に許されない」という意識を
深めることができました。 

幕別町立古舞小学校 

校長名 合 掌 浩 孝 全校児童数18名（男子10名 女子８名） 

児童会主体の「いじめについて考える場」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

「いじめ」について考える場を設定し、自身のいじめに対

する考えを明確にすることで、「いじめを絶対許さない」、

「いじめにつながる行動をしない」態度の育成を図る。 

【概要】 

児童会が中心となり、「いじめ防止ポスター」を作成しま

した。作成過程において、日常生活を振り返り、自分の感覚

が必ずしも、相手と同じではないこと、何気ない言動で相手

を傷つけてしまったことなど、自分の経験に置き換えて考え

るようにしました。 

【児童の感想】 

「悪口だと思わずに、使ってしまったことがあるので気を付けたい」、「無視をした

り、からかったりするのはいけないことだと思う」、「いじめはしません。している人が

いたら注意したいと思う」等の感想がありました。 

 

 

この取組を通して、児童が自分の行動について振り返り、自身を見つめ直すきっかけ

になりました。何気ない行動が相手を傷つけたり、いじめにつながったりする可能性が
あることを全体で確認できました。 

 

 

取組の概要 

成   果 

【いじめ根絶集会の様子】 

【校長による説話】 

取組の名称 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【全校で作成したいじめ防止ポスター】 
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幕別町立札内北小学校 

校長名 真 下 正 則 全校児童数245名（男子118名 女子127名） 

すてき＆相談ボックスの取組 居・児生 

 

【ねらい】 

「すてき＆相談ボックス」の取組を通して、児童の課

題解決能力を育成とともに、投稿された「児童のよりよ

い行動」を称え、全校で共有することにより、児童の自

主的な善行を校内に広げる。 

【概要】 

「すてき＆相談ボックス」を校内に設置し、学校生活

の中で困ったことやみんなに知らせたい素敵な出来事等

を児童が投稿してもらい、その内容について全校児童が

共有する活動に取り組んでいます。 

【児童の感想】 

「いいことが書いてあるので、それを木のようにして、みんなに見てもらって、いい

ことが広がっていけばうれしいです。」「やさしさが広がってほしいです。」「友達を

たくさんつくってほしいです。」等の感想がありました。 

 

 
朝会で投稿された内容を全校児童に知らせることで、問題意識を高めたり、よい行い

をみんなで称えたりすることで、学校の雰囲気がよくなったとともに、児童会書記局が
全校児童の抱える問題に主体的に向き合い、解決していこうとする力が身に付きました。 

幕別町立忠類小学校 

校長名 仲   敏 行 全校児童数76名（男子41名 女子35名） 

児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

「いじめ根絶集会」において、全校児童がいじめに対し

て主体的に考えることを通して、「いじめを絶対に許さな

い」態度の育成を図る。 

【概要】 

児童会三役が中心となり、「どさんこ☆十勝地区会議」

の「行動宣言」を踏まえた本校の取組「いじめについて意

見を言える友だち関係づくり」、「いじめにあったらすぐ

に相談ができる環境づくり」、日常的に行っている「挨拶

運動」に取り組むことを全校児童で確認しました。 

【児童の感想】 

児童会長の話を聞いて、忠類小学校のみんなが楽しく生

活できるように仲良くしたいと思いました。 

 

  
「いじめ根絶集会」終了後は、どの学年においても今まで以上に友だちに優しく声を

かける子どもの姿が見受けられ、「いじめはどんなことあがっても許さない」というい
じめ根絶に対する意識の高まりが見られました。 

 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【すてき＆相談ボックス】 

取組の概要 

【「いじめ根絶集会」の様子】 

【日常の「挨拶運動」の様子】 

取組の名称 

成   果 
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幕別町立糠内中学校 

校長名 中 村 浩 幸 全校生徒数14名（男子８名 女子６名） 

生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

いじめ根絶集会において、生徒がいじめについて主体的に

考えることを通して、「いじめは絶対に許さない」という態度

の育成を図る。 

【概要】 

生徒会本部が中心となり、全校生徒によるいじめ防止運動の

一環として、「いじめ防止スローガン」の募集、「いじめＺＥ

ＲＯ宣言」の作成、スローガンの掲示による啓発活動と防止の

呼びかけを行いました。 

【生徒の感想】 

全校生徒でいじめは絶対に許さないことや、みんなが楽し

く学校生活が送れるよう思いやりの気持ちをもって生活する

ことを確認できました。 

 

 

 集会後の意見交流会では、宣言にあるように「どんな理由があっても、いじめは絶対
に許されない」、「いじめを見つけたら、自分にできることを考え行動する」などの声

があり、いじめ根絶に対する意識の高まりが見られました。 

豊頃町立豊頃中学校 

校長名 服 部 和 樹 全校生徒数64名（男子36名 女子28名） 

生徒会主体の「全校合同給食」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

給食の準備や会食を異学年で行うことにより、全校生

徒が誰とでも分け隔てなく接する寛容な心を養うととも

に、いじめはどんなことがあっても絶対に許さない態度

の育成を図る。 

【概要】 

生徒会書記局が「全校合同給食」主催し、全校生徒が

体育館に集い、準備、会食、片付けを行いました。継続

した取組のため、グループのメンバーを入れ替えること

により、できるだけ普段関わりの少ない生徒同士で交流

できるよう配慮しました。 

【生徒の感想】 

先輩と話すのは緊張しましたが、優しく声を掛けてく

れたので、他学年の人とのつながりを感じました。 

 

 

継続して取り組んだ結果、異学年との関わりが深まり、縦割りの委員会活動等でも協
力して積極的に活動する姿が見られるなど、いじめの未然防止のための支持的風土が全

校で醸成されました。 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【いじめＺＥＲＯ宣言の様子】 

【いじめＺＥＲＯ宣言】 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 
【「全校合同給食」準備の様子】 
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成   果 

取組の名称 

成   果 

取組の名称 

本別町立本別中央小学校 

校長名 式 見 祝 賀 全校児童数199名（男子101名 女子98名） 

「インターネットによるいじめ」根絶集会の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

講義等を通して、普段何気なく使う言葉に隠された危険や

不特定多数からの誹謗中傷の怖さを知り、「ネットいじめを

しない、許さない」態度の育成を図る。 

【概要】 

児童会主催の「いじめ根絶集会」を、「ネットトラブル教室」

と併せて実施しました。LINE株式会社の講師による「楽しい

コミュニケーションを考えよう」の講義を通して、ネットモ

ラル・ネットリテラシーについて学びました。 

【児童の感想】 

何気なく使っているLINEでの言葉が相手を傷つけている

かもしれないことを知りました。今後は無責任な書き込みは

絶対にしないでおこうと思いました。 

 

 

多くの小学生がスマホを所有し、LINEアプリ等を使っています。便利で楽しい反面、
そこにどれだけの危険や恐怖が潜んでいるかを学ぶ大変貴重な時間となりました。「ネッ

トいじめをしない、許さない」思いを深めることができました。 

本別町立本別中学校 

校長名 寺 島 康 博 全校生徒数120名（男子62名 女子58名） 

生徒会主体の「異学年交流」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

学年及び学級の壁を越えて他学級の生徒と交流をし、

誰とでも関わり合えるコミュニケーション能力の育成

を図る。 

【概要】 

本校では、体育祭や文化祭の練習を異学年の学級間で

互いに公開したり、行事前後の励ましやお礼の寄せ書き

を贈ったりするなどの交流を続けています。この活動を

通して、一人になる人をつくらないように意識すること

により、気持ちも優しくなり、感謝の気持ちを実感しな

がら行事を終えています。 

【生徒の感想】 

普段、他学年の生徒とは挨拶を交わす程度ですが、このような行事を通して交流する

ことによって相手のことが分かるようになりました。 

 

 

取組後のいじめ調査アンケートでは「いじめがあったら友人に相談する」との回答が

50％以上となり、生徒間のコミュニケーションの高まりが、いじめを未然に防止するこ

とにつながっています。 

 

取組の概要 

 

【ネットいじめの講義の様子】 

【いじめについて考える児童】 

取組の概要 

 

【異学年交流の様子】 
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取組の名称 

成   果 

取組の名称 

成   果 

足寄町立足寄中学校 

校長名 長 江 教 貴 全校生徒数176名（男子93名 女子83名） 

20年後も「いじめ」は「０」の足寄中学校 居・児生 

 

【ねらい】 

いじめはないのが当たり前という考えの学校にする。 

【概要】 

生徒会書記局が中心となり、「足寄中学校に“いじめ”

はない」と言える状態を、20年後も続けていくために、

今自分たちにできることは何かを考えました。 

話合いの中で「足中３つの輪」を制定し、「廊下掲示」

や「あいさつ運動」、「お昼の放送」、「書記局だより」

で呼びかけました。 

【生徒の感想】 

「学校は楽しいところだとみんなが思えればいい」、

「楽しければ、いじめをする人はいなくなると思う」等

の感想がありました。 

 

 

「なぜ、いじめは起こるのか」を考えたときに、いじめる側が学校を楽しめていない

から、いじめは「根絶」ではなく「元々ないもの」であると考える生徒が増えました。

その状態を継続するために楽しい学校にしようと結論付け、この思いを広げることがで

きました。 

陸別町立陸別小学校 

校長名 桜 井 紀 夫 全校児童数109名（男子52名 女子57名） 

児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

いじめ根絶集会において、児童がいじめに対して主

体的に考えたり交流したりする活動を行い、「いじめ

を絶対にしない、許さない」態度の育成を図る。 

【概要】 

いじめ根絶集会の前半では、「どさんこ☆子ども地区

会議」に参加した児童会役員が「行動宣言」について

説明し、主体的に取り組むことの大切さを訴えました。

いじめ根絶集会の後半では、絆づくりとして、児童全

員が「ころがしドッジボール」を楽しみました。 

【児童の感想】 

初めはみんな真剣な顔で聞いていて、交流ではみん

な笑顔でした。そんな陸別小学校の仲間が好きです。 

 

 
いじめ根絶の意識を高め、いじめを生まない集団づくりを継続することにより、児童

の主体的、協働的な活動が実現し、児童全体に「絆」が育まれていったことが、児童の
感想から見られました。 

 

取組の概要 

 

【生徒会書記局員による話合いの様子】 

【廊下掲示した「足中３つの輪】 

取組の概要 

 

【「いじめ根絶集会」前半の報告の様子】 

【「いじめ根絶集会」後半の交流の様子】 
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取組の名称 

成   果 

取組の名称 

陸別町立陸別中学校 

校長名 濱 田 和 光 全校生徒数40名（男子20名 女子20名） 

生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

動画を基に「リアルな人間の感情」を全校生徒で考え、交

流することを通して、いじめ根絶について考えることができ

るようにする。 

【概要】 

書記局出演による短編動画を制作し、登場人物の心情を各

グループで考え、全体交流を行いました。また、事前アンケ

ートでいじめについて「許せない」という回答が多い一方で、

「許せる」や「わからない」などと回答した生徒もいたこと

から、被害者や加害者の視点から、周りの人々に与える影響

を考え、いじめは絶対に許されないことを確認しました。 

【生徒の感想】 

いじめについて他学年と意見を交流できてよかったで

す。いじめは他人の心を傷つける行為なので、絶対に許さ

れないと思いました。 

 
 

生徒が、今まで想像したことのなかった人の気持ちや感情を交流し、自分たちの些細
な言動にもいじめの影が潜んでいることに気付くことができました。 

帯広市立川西小学校 

校長名 辻   勝 行 全校児童数183名（男子94名 女子89名） 

「帯広市小中合同サミット川西エリア集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

帯広市エリアファミリー構想の取組の一環として、川

西中学校エリアの川西小学校、川西中学校の児童会生徒

会が主体となり、いじめ根絶に向けた意識を高める。 

【概要】 

児童会及び生徒会がエリアサミット会議として、事前

に集まり、日常の様子とともに集会について話合いまし

た。当日は中学生が小学校を訪れ、交流ゲームや中学生

の合唱披露など、校種の垣根を越えて親睦を深めた後、

小学生及び中学生全員で「帯広市いじめ・非行防止５つ

の誓い宣言」を行いました。 

【児童の感想】 

川西中学校エリア全員でいじめをなくそうという気

持ちを高めることができました。 

 

 

児童会及び生徒会が主体となることで、児童生徒が「いじめや非行を根絶する」、「日

頃から誰とでも仲良くする」という意識を高めることができました。 

 

取組の概要 

 

【全体交流の様子】 

【「生徒会新聞」による情報発信】 

取組の概要 

 

 

成   果 

 

【「エリアサミット会議」の様子】 

【「エリア集会の様子】 
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取組の名称 

成   果 

取組の名称 

成   果 

帯広市立帯広第五中学校 

校長名 川 口   久 全校児童数330名（男子164名 女子166名） 

生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

「いじめ根絶集会」において、生徒がいじめに対して主体

的に考えることにより、お互いに認め合い、自分の存在意義

や自己肯定感を高めるとともに、いじめ防止や非行防止につ

ながる態度の育成を図る。 

【概要】 

 生徒会執行部が中心となり、お互いのよいところや日常生

活の中の親切な行いを見つける「Best Favor運動」を行い、

「いじめ根絶集会」において、学級ごとに取組をまとめた成

果を発表しました。この取組により、学校全体の絆を確認し、

いじめのない学校を構築していくことにつながる集会とな

りました。 

【生徒の感想】 

学級の人が助けてくれたり、学習で分からないところを教えてくれたり、逆に自分から

友人を助けることが増え、学級の雰囲気がよくなりました。 

 

 

生徒会執行部及び各学級が、話合いを重ねながら工夫し、主体的に取り組む姿が見ら

れたとともに、集会で日常の善行を発表することにより、生徒が「いじめを許さない」
と思う気持ちが強くなりました。 

北海道音更高等学校 

校長名 鈴 木   淳 全校生徒数369名（男子181名 女子215名） 

１年次による「いじめ根絶集会」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

いじめ根絶集会において、生徒が主体的に考えることによっ

て、「いじめは絶対に許さない」という態度の育成を図る。 

【概要】 

ＨＲ委員をメンバーとした学年運営委員が中心となり、各ク

ラスでいじめについて話し合いを行いました。また、年次集会

の場で、各クラスから「いじめ根絶宣言」を発表しました。 

【生徒の感想】 

「これまで友人同士の『いじり』で済ませていたことが、相手の受け取り方によって

は『いじめ』として認識されてしまうことが分かった」、「これからは相手の気持ちを

考えて行動するようにしたい」などという感想がありました。 

 

 

 

取組の概要 

取組の概要 

 

【いじめ根絶集会の様子】 

いじめ根絶集会の実施によって、いきすぎた「いじり」を快く思っていない生徒が

いることが確認できたとともに、一人ではなく学年全体でいじめを許さないという雰

囲気を醸成することができました。 

【「いじめ根絶集会」の様子】 

【学級の成果を発表する様子】 
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北海道更別農業高等学校 

校長名 細 川   徹 全校生徒数121名（男子75名 女子46名） 

「いじめ根絶集会～ＳＮＳへの誹謗中傷を考える～」の取組 居・児生 

 

【ねらい】 

生徒会執行部が中心になり、SNSへの誹謗中傷等の書き込み

や心ない言動などが、学校の雰囲気を悪くしている現状を訴え

た上で、明るく楽しい学校を皆でつくる意識の醸成と、いじめ

を絶対に許さない態度の育成を図る。 

【概要】 

生徒会執行部が中心となり、各クラスからいじめ根絶に向け

て意見を出してもらいました。また、校内に投書箱を設置し、

個々の意見も集めました。生徒会執行部がそれらの意見を集約

して作成した宣誓文を「いじめ根絶集会」で発表しました。 

【生徒の感想】 

SNSへの心ない書き込みが相手を深く傷つけていると実感

しました。友達と一緒にその場ののりでツィッタ－にクラスメ

イトの愚痴を投稿し、嫌な思いをさせました。本当に酷いことをしてしまったと反省し

ています。 

 

 

 

 

鹿追町立瓜幕中学校 

校長名 玉 川 弘 幸 全校生徒数34名（男子14名 女子20名） 

生徒会主体の活動や外部講師を活用したいじめ未然防止の取組 居・他 

 

【ねらい】 

生徒会主体の討論会と、外部講師による講演会を関連

させ、いじめの根絶や未然防止を図る。 

【概要】 

生徒会が中心となり、「いじめ撲滅討論会」を実施し

ました。いじめに係る事例をもとに討論し、生徒一人一

人がいじめの根絶に向けて考えることができました。ま

た、外部講師による講演会を実施し、命の大切さや家族

愛について改めて学ぶことにより、いじめの根絶に向け

て、一層考えを深めることができました。 

【生徒の感想】 

講演会を通して、自分の命もみんなの命も、お父さん

とお母さんが産んでくれたものなので、感謝をして、こ

れからの人生を大切にしていきたいと思いました。 

 

 

外部講師による講演会を実施したことにより、生徒は互いの命の大切さについて、再

認識するとともに、いじめの根絶に向けた取組の重要性を実感することができました。 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「いじめ根絶集会」の様子】 

【宣誓文を発表する様子】 

いじめ根絶集会を通して、生徒会執行部のリーダー性が育成された。生徒会執行部
が中心に、学校の課題に取り組もうという意識の高まりが見られました。 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「いじめ撲滅討論会」の様子】 

【外部講師による講演会の様子】 
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幕別町立忠類中学校 

校長名 佐々木 典 郎 全校生徒数47名（男子22名 女子25名） 

生徒会主体の「全校集会（ＳＮＳの利用）」の取組 居・他 

 

【ねらい】 

いじめにつながるようなＳＮＳ上のトラブルを契機

に、ＳＮＳのルールやマナーを学びながら、「いじめを

絶対に許さない」態度の育成を図る。 

【概要】 

生徒会書記局が中心となり、全校生徒を５グループに

分け、ＳＮＳでの嫌だと感じた経験を出し合い、必要な

ルールやマナーについて話し合いました。自分の意見を

付箋に記入したあと、模造紙に貼り、グループ毎に議論

を深め、最後にグループ毎に発表しました。 

【生徒の感想】 

ＳＮＳ上のやりとりについて考えることで、何気ない投稿や発言が、知らぬ間に相手

を傷付けたり、嫌な思いをさせたりしていることに気付きました。また、それがいじめ

につながることも理解できました。 

 

 

自身の発言の一部分が切り取られることの怖さや、SNSが容易にいじめにつながるこ
とを生徒全員が理解し、いじめ根絶に向けた意識を高めることができました。 

 
池田町立高島小学校 

校長名 森   浩 嘉 全校児童数14名（男子５名 女子９名） 

「SNS等の活用による『いじめ未然防止・根絶』教室」の取組 居・他 

 

【ねらい】 

「いじめ未然防止・根絶」教室において、児童・保護者の

いじめに対しての認識を高め、未然防止と根絶に向けての知

識と態度を育成する。 

【概要】 

 学校運営協議会による「高小コミ・スクデー」（参観日に

併せて実施）を「いじめ未然防止・根絶」教室に位置付け、

NTTドコモのスマホ・ケータイ安全教室インストラクターを

講師に迎えて実施しました。低・中学年と高学年に分かれ、発達段階に合わせた学習（保

護者も参加）をしました。また、保護者向けのミニ講話も実施し、児童・保護者ともに、

いじめの未然防止・根絶に向けた意識を高めることができました。 

【児童の感想】 

何気ないメール送信でも人を傷つけてしまい、そこからケンカやいじめに発展するこ

とがあることがわかった。文字だけのコミュニケーションには注意しなければならない。 

 

 
児童・保護者それぞれの立場で学習できたため、親子が共通認識のもと、SNS等の利

用について考え、いじめの未然防止・根絶に向けての意識や知識を高めることができた。 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【話し合い活動の様子】 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【NTTドコモによる講義の様子】 
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