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取組の名称 

取組の名称 

音更町立東士狩小学校 

校長名 吾 妻 昌 三 全校児童数21名（男子12名 女子9名） 

「いじめ未然防止プログラム」を活用した取組 絆・教科 

 

【ねらい】 

「いじめ未然防止プログラム」を活用した様々な取組を通

し、児童が多様な考え方や立場について理解することによ

り、いじめの未然防止を図る。 

【概要】 

縦割り班活動や全校集会等の活動を通して、互いを思いや

る心を育てるとともに、道徳科において、児童を対象とした

事前アンケートを活用するなど授業の充実を図り、道徳的な

判断力、心情、実践意欲と態度を育てる指導を行いました。 

【児童の感想】 

「いじめは人の心をきずつけるものだから絶対にしては

いけないと思う」、「周りの人が助けるという心をもった方が

いい」と児童からの感想がありました。 

 

 

「いじめアンケート」の自由記述欄には「いじめは絶対にいけない」という趣旨の回

答が数多く見られました。上記の取組を通して、いじめを許さない心情や友達を気遣い
協力して生活しようとする「思いやりの心」を児童に育むことができました。 

音更町立昭和小学校 

校長名 大 庭 奈穂子 全校児童数13名（男子７名 女子６名） 

「命の大切さについての授業」の取組 絆・教科 

 

【ねらい】 

児童一人一人が、命の大切さについて考えることを通し

て、他者を尊重する気持ちをもつことにより、いじめの根絶、

自虐行為の防止及び好ましい人間関係を構築しようとする

意識や態度の育成を図る。 

【概要】 

「いのちと性のひろばSAKURA」から高田めぐみ氏を講

師に招き、親が子どもをどのような思いをもって生んで、育

ててくれているかなど、自分の体験談も交えながら、児童に

質問形式で楽しく話していただきました。 

【児童の感想】 

 いのちの大切さを改めて実感しました。赤ちゃんのお産の

時などは本当に大変なんだなと思いました。 

 

 

児童は、命の大切さを実感することにより、仲間に対して、思いやりの心をもって接
することが大切であると実感し、いじめは決してどんなことがあっても許されないこと

であるという意識を高めることができました。 

 

取組の概要 

 

成   果 

【ボランティア活動の様子】 

【全校集会の様子】 

取組の概要 

成   果 

【「命の大切さ教室」の授業風景】 
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取組の名称 

取組の名称 

足寄町立大誉地小学校 

校長名 野 村   勉 全校児童数14名（男子12名 女子２名） 

「ふわふわ言葉 ちくちく言葉」 絆・教科 

 

【ねらい】 

児童がお互いの気持ちを考えながら声を掛け合うこと

を通して、他人を思いやる態度の育成を図る。 

【概要】 

自分が言われると嬉しい言葉「ふわふわ言葉」と嫌な言

葉「ちくちく言葉」を考え、それぞれカードに記入し、児

童がお互いに発表し、意見を交流するとともに、学級に掲

示することにより、児童一人一人が言葉の使い方など日常

のコミュニケーションの中で、学級の仲間や友人を思いや

る意識を高められるように工夫しました。 

【児童の感想】 

「ふわふわ言葉はたくさん言いたいです」、「ちくちく

言葉は言わないように気を付けたいと思いました」等の感

想がありました。 

 

 

 児童がお互いに言われて嬉しい言葉と嫌な言葉を知り、言葉の遣い方に気を付け生活

を送っている様子がみられるようになりました。 

北海道帯広工業高等学校 

校長名 稲 津   誠 全校生徒数472名（男子415名 女子57名） 

厚生指導部企画の「デートＤＶ予防教育講座」の取組 絆・教科 

 

【ねらい】 

｢対等で尊重のある交際｣と｢デートDVがある交際｣の違い、

固定化した｢性別役割認識｣等を理解し、被害者にも加害者に

もならないスキルを学ぶ。 

【概要】 

講師による講座（問答法を多く含む）を受けながら、教諭

同士と、生徒同士によるロールプレイを２組ずつ実施しまし

た。生徒は講座と演習を通して｢対等、尊重｣、｢暴力の種類｣、

｢同意｣、｢恋愛観｣の意味を学びました。 

【生徒の感想】 

「人に思いを伝えるのは難しい」、「日常の何気ない会話の中に精神的暴力があるこ

とに気付いた」、「『別れ』に同意は必要ないということが、考えさせられる内容だっ

た」等の感想がありました。 

 

 

 

 

 

取組の概要 

 

成   果 

【「ふわふわ言葉」、「ちくちく言葉」カード】 

取組の概要 

成   果 

【講座の様子】 

講座後のアンケートで、「何気ない言葉で傷付いた」、「傷付いたが気にしない」と答

えた生徒が 56％であったことから、各ＨＲにおいて、思いやりの気持ちをもった接

し方についての指導を行いました。 
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成   果 

 

取組の名称 

音更町立駒場小学校 

校長名 栗 原 賢 次 全校児童（数103名（男子47名 女子56名） 

「     「めざせ！笑顔あふれる元気な学校」の実現に向けた取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

本校の本年度の重点を基に決めた児童会スローガン「めざ

せ！笑顔あふれる元気な学校」を掲げ、全校児童が仲良く、

楽しい、そしていじめのない学校生活を目指している。 

【概要】 

 全校縦割り集会で、異学年の児童同士が協力し合いながら、

三役や各委員会が企画したゲームに挑戦しました。 

 ゲームでは、上級生が下級生をリードすることを通して、

思いやりや優しい気持ちを育むとともに、仲間と協力する大

切さや楽しさを全校児童で体験しました。 

【児童の感想】 

上級生からは、「うまく教えるのは大変だけど、低学年と

たくさんお話ができてよかった」、下級生からは、「やさし

く教えてくれたので、うれしかった」等の感想がありました。 

 

 
全校縦割り班集会等の活動を行ったことにより、いじめアンケートにおいて「いじめ

はどんなことがあっても許されないことだと思いますか」の設問に対し、「そう思う」
と回答した児童の割合が上昇したと考えられます。 

音更町立下士幌小学校 

校長名 舘 田   真 全校児童数38名（男子20名 女子18名） 

児童会主体の「友だちの日」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

「友だちの日」の取組を通して小規模校ならではのよさを

生かし、異学年同士の交流を通して、一人一人のつながりを

密にし、安心して学校生活を送れるようにする。 

【概要】 

本校では、毎月2回「友だちの日」を設定し、休み時間に

児童会が主催する全校「鬼ごっこ」や「大根抜き」、「伝言

ゲーム」など多種多様な遊びを行っています。みんなで仲良

く遊ぶことの意義や楽しく遊ぶために、互いを思いやる気持

ちが大切であるという意識が芽生えてきています。 

【児童の感想】 

「全校児童で遊ぶといつもの少人数で遊ぶのより数倍楽し

い」、「低学年の子が慕ってくれるので嬉しい」などの感想

がありました。 

 

 

いじめアンケートにおいて「いじめはどんなことがあっても許されないこと」とほぼ
全員が回答しました。今後も、全校での活動を通して児童一人一人のつながりを大切に
できるよう支援していきます。 

 

取組の概要 

取組の名称 

【「サンタ福笑い」に取り組む様子】 

  【全校で作品を交流する様子】 

 

取組の概要 

成   果 

【「全校大根抜き」の様子】  

 

【「いじめ撲滅全校集会」の様子】  
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取組の名称 

取組の名称 

成   果 

音更町立西中音更小学校 

校長名 山 本 裕 之 全校児童数20名（男子７名 女子13名） 

児童会活動を通した「いじめの未然防止」 絆・児生 

 

【ねらい】 

いじめの未然防止に向け、「協力」や「助け合い」の

大切さに気付かせるための取組を、児童会が中心となっ

て進め、全校児童の「いじめを絶対に許さない」態度を

養う。 

【概要】 

本校には児童会の委員会活動の一環として、学期ごと

に「読み聞かせ会」を実施しています。いじめ根絶強化

月間にあわせ「協力」や「思いやり」をテーマにした「読

み聞かせ会」を行うことにより、全校児童で「いじめの 

根絶」について考える機会ができました。 

【児童の感想】 

絵本の読み聞かせを行って、協力することのよさや、思いやりについて、低学年にも

考えてもらえてよかったです。 

 

 

 「いじめの未然防止」のために、どのような心掛けが必要かについて、全校児童で考
える機会を多くもつことで、互いに認め合う等の「望ましい人間関係づくり」に向けた

行動化につなげることができました。 

音更町立東士幌小学校 

校長名 谷 口 大 樹 全校児童数22名（男子10名 女子12名） 

児童会主体の「いじめゼロ運動」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童会が主体となり、いじめ根絶のための取組を行うこと

で、「いじめを絶対に許さない」態度の育成を図る。 

【概要】 

 児童会三役が主体となり、全校に呼び掛け、川柳を書きま

した。全校の川柳は、廊下に掲示するとともに学校便りでも

紹介するなど、校内だけでなく保護者や地域にも紹介しまし

た。また、ありがとうの木の活動は、人からしてもらってう

れしかったことを葉の形に切った画用紙に一言書いて廊下の

木に貼りました。 

【児童の感想】 
貼ってあるメッセージを受け取って、自分の行動が正しか

ったと自信をもつことができました。 
 

 
いじめは絶対に許されないということを全校で確認できました。また、小さなことで

も「ありがとう」と言ってもらえることで、自己有用感が高まっています。何より、全
校で認め合えることが児童の心の成長につながっています。 

 

取組の概要 

成   果 

【児童による読み聞かせの様子】 

 

取組の概要 

【「いじめゼロ川柳」の様子】 

【「ありがとうの木」の様子】 
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音更町立南中音更小学校 

校長名 水 口   一 全校児童数９名（男子４名 女子５名） 

児童会主体の「みんなで遊ぶ日」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

全校児童で遊ぶ日を児童会が主体となって設定するこ

とにより、全校児童が誰とでも分け隔てなく接する機会

を設け、相互に関わり合うことへの関心を高めさせ、い

じめの未然防止につなげる。 

【概要】 

 児童会書記局が中心となり、全員が輪になり手をつな

ぎ、フラフープを渡す遊びを企画しました。全校児童９ 

名が互いに声を掛け合いながら、協力して取り組む姿が見受けられました。 

途中から、輪を２つにするなどし、競争意識も加味するなど、笑顔にあふれる活動と

なりました。 

【児童の感想】 

みんなで協力して輪を落とさずに１周することができて楽しかったし、仲良くするこ

との大切さが分かりました。もう一度やってみたいです。 

 

 

本校は小規模校であり、日常的に異学年交流が充実していますが、更に児童同士の絆
を深める上で大変意義のあるものになりました。 

音更町立鈴蘭小学校 

校長名 宮 村 久美子 全校児童数515名（男子257名 女子258名） 

児童会事務局が主体となった「スマイルハイタッチ運動」の取組絆・児生 

 

【ねらい】 

児童会事務局が主体となって「スマイルハイタッチ運

動」を実施することにより、全校児童が積極的にあいさつ

をしようとする意識の向上を図る。 

【概要】 

本校では、全校児童のあいさつの徹底を図るため、児童

会事務局による朝の「スマイルハイタッチ運動」を実施し、

児童のコミュニケーション能力を高めることを目指しま

した。 

【児童の感想】 

たくさんの人がハイタッチをしてくれてうれしかった

です。あいさつをする人がもっと多くなるようにこれから

もあいさつ運動やハイタッチ運動を続けます。 

 

 

「スマイルハイタッチ運動」の取組によって、児童間の人間関係が形成され、学校評
価アンケートにおいて、9割以上の児童が、「挨拶や返事を心掛け、時間やきまりを守

って生活している」と回答しています。 

 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「みんなで遊ぶ日」の活動の様子】 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 【「スマイルハイタッチ運動」の様子】 
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取組の名称 

取組の名称 

成   果 

音更町立音更中学校 

校長名 杉 本   聡 全校生徒数270名（男子143名 女子127名） 

生徒会主体の「挨拶運動」と「音フェス」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

生徒会が主体となった活動を通して、生徒同士のコミ

ュニケーション力の向上や仲間意識の涵養を図る。 

【概要】 

毎朝の「挨拶運動」では、「レッツ挨拶day」や「ワ

ールド挨拶day」など、生徒会書記局が中心となり、色々

と工夫した取組をしています。 

「音フェス」は生徒会書記局が企画運営する全校レク

リエーションで、先輩・後輩、男女関係なく、生徒全員

の絆を深めることを目的に実施しました。 

【生徒の感想】 

これからも「音フェス」によって、もっと音中生の絆

が深まっていけばよいと思います。 

 

 

「音フェス」では、学級や学年の枠を越えて仲間を応援したり、互いに協力したりす

る場面が見られました。いじめアンケートでは、「いじめはどんな理由があっても許さ

れない」の項目に「そう思わない」と回答する生徒が減少しました。 

音更町立緑南中学校 

校長名 橋 本 靖 宏 全校生徒数403名（男子203名 女子200名） 

ＲＹＯＫＵＮＡＮ いじめ防止サミット 絆・児生 

 

【ねらい】 

生徒会書記局が中心となり生徒が自分たちの言葉で、

「緑南中行動宣言」を作成し、日常の学校生活において

さらに意識を高めるため、各学級においても「行動宣言」

を作成し、よりよい人間関係づくりに役立てる。 

【概要】 

 以下の「緑南中行動宣言」を基に、各学級における行

動宣言を作成しました。 

一、差別をせず、お互いを認め合い信頼できる仲間をつくります 

一、いじめについて相談しやすい環境をつくり、話合いの場を設けるようにします 

一、取り返しのつかないことが起こらないように、人間関係が壊れないようにします 

【生徒の感想】 

・みんなで決めたことを実行することが大切だと思いました。 

・いじめの問題は、自分ごととして考え、行動する必要があると思いました。 

 

 

生徒会を中心として、生徒が自分たちで考えた「緑南中行動宣言」を基にして、各学
級において行動宣言がつくられます。このことを通して、全校生徒がいじめについて真

剣に考えるきっかけになりました。 

 

取組の概要 

成   果 

【「挨拶運動」の様子】 

【「音フェス」の様子】 

【「いじめ防止サミット」の様子】 

 

取組の概要 
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取組の概要 

取組の名称 

成   果 

成   果 

取組の名称 

士幌町立中士幌小学校 

校長名 山 本 瑞 聡 全校児童数38名（男子18名 女子20名） 

児童会主体の「全校がなかよくなる活動」の取組 絆・児生 

【ねらい】 

いじめのない学校にするため、児童会活動を主体に子どもたちの自主性を生かし、児

童相互のコミュニケーションを深める。 

【概要】 

児童会の主体的な活動を通し、全校の子どもたちが

仲よくすることでいじめのない学校を目指している。

今回は、保体委員会によるイベントを紹介します。 

[スリッパリレー]紅白に分かれ、子どもたちが一列に 

なり肩を組んでいる状態でスリッ

パを渡していく。 

【児童の感想】 

・上級生が大きくて渡すのが難しかった。 

・スリッパを落とさずにうまくできて嬉しかった。 

 

士幌町立上居辺小学校 

校長名 溝 口 勝 彦 全校児童数29名（男子16名 女子13名） 

児童会三役の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童会の主体的な活動を通して子どもたちが仲良くす

る心を養い、いじめを許さない心を育てる。 

【概要】 

児童会三役が中心となって「笑顔・ありがとう・がんば

ったコメントの木」を全校児童から募集したものを木に貼

り付けて掲示している。また、３か月に一度全校で「バー

スデー給食」を開催し、祝う活動やゲームを通じて一人一

人を大切にする心や仲間意識を育むことにつなげていま

す。 

【児童の感想】 

コメントの木からは、「みんながたくさん書いてくれて

よかった」、バースデー給食からは、「みんなで楽しむこ

とができた」などの感想がありました。 

 

 

 

 

 

 

取組の概要 

子どもたちが共に遊んだり学んだりする活動を通じて他者をいたわる心をもち、協力

する素晴らしさを実感することができました。引き続き、いじめのない学校を目指し、
指導を継続していきます。 

【「スリッパリレー」の様子】 

【バースデー全校給食】 

【コメントの木】 

子どもたちが、楽しくふれあい、コミュニケーションを高める場面を設定すること

により、中休みなどでも学年の枠を超えて遊ぶ姿が多く見られるようになったととも
に、相手意識を持って互いに接することができるようになりました。 
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取組の名称 

成   果 

取組の名称 

士幌町立佐倉小学校 

校長名 小 西 一 寿 全校児童17名（男子９名 女子８名） 

いじめ防止に向けた児童会の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童会主体の挨拶運動や、ふれあい活動、標語作成・

掲示等を通して、相手を思いやる心を育てることでいじ

め防止に努める。  

【概要】 

児童会を主体として、「挨拶運動」やみんなが仲良く

過ごせるようにすることを目的とした「遊び集会」など

を通して心のふれあい活動を行いました。また、標語作

成の取組を行い、意識啓発の活動を行いました。  

【児童の感想】 

いじめは、どんなことがあっても許されることではな

いと思います。相手の気持ちを考えながら行動すること

が大切ということがわかりました。 

 

 

 

 

 

士幌町立士幌町中央中学校 

校長名 上 田 禎 子 全校生徒数186名（男子95名 女子91名） 

あったかい学級・学校づくりに向けた生徒会活動 絆・児生 

 

【ねらい】 

「SSS宣言」の浸透に向け、「あたたかい学級・学校にす
るために何を大事にしたらいいか」というテーマで、学級ご
とに目標を立てて反省をし、他人を思いやる心や生徒一人一
人が希望をもちながら生活していくことの大切さを意識付
ける。 
【概要】 

・個人反省を行い、学級の前期反省と後期目標をまとめる。 
・学級四役及び生徒会書記局が集まり、学級ごとに生徒の意
見や学級の反省、課題を考えてまとめるとともに、「あったかい学級・学校」に向け
た学級目標を決める。 

・各学級の目標は学級、ホールに掲示する。 
・生徒総会後、「SSS宣言」について再確認を行う。 
・各学級の代表が「あったかい学級・学校」前期目標の反省と後期目標を発表する。 
・学級便り等で決まった学級目標及び学級全員から出された意見を掲載し、学級全員で
共有する。 

 

              

 
 

 

【遊び集会の様子】 

児童会の様々な取組から相手を思いやる気持ちをもって生活することの大切さを理

解したことにより、児童には、「いじめは絶対に許されない」という意識の高まりが見

られました。 

取組の概要 

【いじめ標語発表の様子】 

取組の概要 

成   果 

集会前後の学級通信からも、学級での目標設定に向けた話合いや、設定後の言動か

ら、いじめのないあったかい学級にしようとする意識が見られました。 

【集会の様子】 
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成   果 

成   果 

上士幌町立上士幌小学校 

校長名 近 藤 弘 子 全校児童数219名（男子119名 女子100名） 

児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

 児童会代表が、いじめは許されないことと呼び掛ける

ことにより、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、いじめをなくすために画用

紙にメッセージを記したものを発表する形式を考案しま

した。その言葉は、「悪口をなくそう！」「しらんぷり

や無視はやめよう！」「相手のことを考えて遊ぼう！」

と、児童が普段思っている言葉や、感じている言葉を用

いることで、全校児童に伝わりやすかったです。 

【児童の感想】 

みんな何となく感じていても勇気が出なかったり、大事なことを伝えられなかったり

したことがあった。いじめについて、考える機会になってとてもよかったです。 

 

 
 

 
 

上士幌町立糠平小学校 

校長名 目 黒 雅 博 全校児童数４名（男子２名 女子２名） 

「絵本の読み聞かせ」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

仲間外れをテーマにした絵本の読み聞かせから、登場

人物や自分に置き換えたときの気持ちを考えることを

通し、いじめは許されないという心を育てる。 

【概要】 

いじめや仲間外れをテーマにした絵本を6年生が選

び、読み聞かせを行いました。児童会の時間に、感想や

考えたことを伝え合い、日常生活を振り返ったり、今後

どのような言動をすべきか話し合ったりしました。 

【生徒の感想】 

・いじめは絶対にしてはいけないし、見つけたら助けて

あげたいと思いました。 

・言葉だけではなく、言い方にも気を付けたいです。 

 

 

 

取組の概要 

児童会の働きかけにより、児童が自主的に「悪口をなくそう」、「しらんぷりや無視を

やめよう」、「相手のことを考えて遊ぼう」と呼び掛ける声が聞こえるようになり、相手

に対する意識の変化が見られています。 

取組の名称 

【絵本の読み聞かせの様子】 

【いじめ根絶集会の様子】 

取組の名称 

取組の概要 

【感想・意見交換の様子】 

児童同士が話し合う中で、今までいじめに発展していなくても、嫌な思いをしている
ときがあったということが分かり、より一層、言動に気を付けようという意識が高まっ

たように感じました。上級生は、言い方にも気を付けている姿が見られます。 
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取組の名称 

成   果 

取組の名称 

成   果 

鹿追町立鹿追小学校 

校長名 小 野 正 一 全校児童数214名（男子113名 女子101名） 

「縦割り班活動・異学年交流」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

縦割り班等の異学年によるレクリエーションを通して、望

ましい人間関係を築くとともに、上級生と下級生が関わり、

互いが見守り合うことで、いじめの早期発見につなげる。 

【概要】 

縦割り班による、異学年の関わりを意識したレクリエーシ

ョンを第６学年が中心になって企画、運営しました。また、

児童会の保体委員会等が中心となり、異学年の児童が一緒に

体を動かしながら交流する取組を行いました。 

【児童の感想】 

縦割り班の活動を通して、色々な学年の人と交流すること

ができました。ルール等を工夫して、全校児童がもっと楽し

むことができるようにしていきたいです。 

 

 

異学年の児童の交流によって、声を掛け合う姿が増えてきました。また、上級生が下

級生を気遣う姿も見られるようになってきました。こうした優しさが、いじめの未然防
止や、相手を理解しようとする行動に結び付いています。 

鹿追町立笹川小学校 

校長名 佐 藤 正 由 全校児童数16名（男子10名 女子６名） 

児童会による全校児童が仲良くなるための取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

「仲間を知ろう」というキーワードの下、いじめの未然防

止に取り組むことにより、全校児童が望ましい人間関係を

築き、学校生活を送る。 

【概要】 

児童会が主体となり、休み時間に全校児童が触れ合える

機会を設定しました。低学年から高学年まで、誰でも楽し

める遊びを企画し、実施することにより、異学年の児童同

士で交流を深めることができました。 

【児童の感想】 

1年生から6年生まで、みんなで仲良く遊べる笹川小学校

ではいじめは起きないと思いました。遊びを通じて、相手

がどのような人か分かれば、相手の行動や発言の意味も理

解できると思います。 

 

 

児童は、異学年の児童同士の交流を通じて、相手がどのような人かを知ることにより、

未然に防げるトラブルがあるということを理解することができました。また、交流を重

ねることにより、学校全体のいじめの未然防止につながりました。 

 

取組の概要 

【異学年で体を動かす様子】 

【異学年の交流の様子】 

 

取組の概要 

【全校児童による遊びの取組の様子】 

【「アートカード」を使った交流の様子】 
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新得町立新得小学校 

校長名 髙 瀨 悟 史 全校児童数202名（男子114名 女子88名） 

健康委員会主催の「健康ランド」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童会が主体となり、全校児童が交流できる縦割り

班等の活動を企画、運営することにより、全校児童が

楽しみながら体力づくりを行うとともに、異学年同士

の仲を深める。 

【概要】 

児童会が企画した「健康ランド」の活動では、上級

生が下級生の世話をしながら運動に取り組みました。

活動の中で互いに褒め合うとともに、難しい内容の運

動について、上級生が下級生に手本を見せながら取り

組むなど、積極的に交流する姿が見られました。 

【児童の感想】 

お兄さんやお姉さんに教えてもらって楽しかったで

す。また、他の学年の人と話をしたり、活動したりす

ることで、色々な人と仲を深めることができました。 

 

  

取組を通じて、児童同士で互いを認め合うとともに、一人一人が成功体験を積んだり、

自己有用感を実感したりすることにつながりました。 
 

清水町立御影小学校 

校長名 清 水   弘 全校児童数135名（男子72名 女子63名） 

児童会主体の集会活動を通じた異学年交流 絆・児生 

 

【ねらい】 

 全校児童が参加する集会活動を通じて、楽しみながら体

を動かすとともに、異学年の児童同士が友情を深め、良好

な人間関係を築くことを目指す。 

【概要】 

児童会が主体となって計画した集会活動について、低学

年、中学年、高学年の３回に分け、中休みの時間を活用し

て、異学年の児童同士で手つなぎおにを行い、児童同士の

コミュニケーション活動を促進しました。 

【生徒の感想】 

あまり話したことのない他学年の友達と一緒に追いかけ

たり、話したりすることができて楽しかったです。 

 

 

児童会が主体となって計画した中休みの活動が盛んに行われ、全校児童で仲良く楽し
く遊ぶ習慣が定着しています。今回の活動を通して、より一層、異学年同士の交流と友

情を深めることができました。 
 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【児童会企画の「健康ランド」の様子】 

【上級生による手本の様子】 

取組の概要 

成   果 

【上級生が主体となって活動する様子】 

【異学年の児童が一緒に活動する様子】 

取組の名称  
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取組の名称 

 

成   果 

 

成   果 

取組の名称 

芽室町立上美生小学校 

校長名 松 井 眞 治 全校児童数35名（男子28名 女子７名） 

児童会による「いじめ根絶全校集会」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

全校集会による児童の交流を通して、温かい人間関係づく

りを構築するとともに「いじめを絶対に許さない」態度の育

成を図る。 

【概要】 

児童会三役を中心に、縦割り班の４グループをつくり、「も

っと楽しく・もっと仲よく学校生活を送るために」というテ

ーマで意見交換をしました。その後、全校児童による交流ゲ

ームを行い、絆を深めました。 

【児童の感想】 

みんなで「いじめ」について考えることで、日頃の何気な

い言葉で相手を傷つけていることがわかりました。相手のこ

とを気遣って学校生活を送っていきたいです。 

 

                         

全校集会の意見交換で、「これからは、心配な友達を見かけたら声をかけたり、先生
に相談したりする」という意見が聞かれるなど、「いじめは絶対に許さない」という児

童の意識の高まりが見られました。 
 

芽室町立芽室南小学校 

校長名 吉 本   徹 全校児童数107名（男子64名 女子43名） 

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」 絆・児生 

 

【ねらい】 

「あいさつ運動」を通して、友達や異学年の児童

とのコミュニケーションを活発にし、いじめを起こ

さない人間関係の基盤づくりを推進する。 

【概要】 

児童会三役が主体となり、「大きな声で」、「積

極的に」、「目を見て」をテーマとして設定し、朝

の時間に各教室を訪問して挨拶を呼びかけました。また、児童玄関に挨拶のポスターを

掲示し、児童がいつでも確認できるように工夫しました。 

【児童の感想】 

友達同士や同学年内だけでなく、他の学年の児童への挨拶を呼びかけました。普段あ

まり会話していない児童ともコミュニケーションをとるきっかけができてよかったで

す。この活動をきっかけに、色々な人とのかかわりを大切にしたいと思います。 

 

 

取組を通して、友達同士だけではなく、学年を越えた児童の間にも挨拶やかかわりの

場面が増えてきました。また、来校した地域の方にも、児童から積極的に挨拶をする場
面が見られるようになりました。 

 

取組の概要 

【グループ発表を聞く児童の様子】 

【交流ゲームでの児童の様子】 

【児童会三役による「あいさつ運動」の様子】 

取組の概要 
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芽室町立上美生中学校 

校長名 竹 田 義 隆 全校生徒28名（男子９名 女子19名） 

全校集会「みんなの素顔を知ろう！」給食交流 絆・児生 

 

【ねらい】 

学年を越えて行う全校集会や給食交流を通じ、相手をより 

深く理解し、いじめのない学校を目指す。 

【概要】 

生徒会書記局が企画・運営し、全校集会で「どさんこ☆子

ども十勝地区会議」の行動宣言を提示し、小グループで交流

しました。給食交流は、毎回異なるメンバー構成とし、会話 

が一問一答で終わらないよう、必ず質問するようにするなど

コミュニケーションが膨らむように工夫しました。 

【生徒の感想】 

どのグループからも笑い声が聞こえ、今までよりもより深く相手のことを知ることが

できました。給食交流では継続することで、会話が弾むようになってきました。 

 

 

小規模校で人間関係が固定化している様子が見られるため、活動を通していろいろな

生徒と交流することにより、生徒同士のコミュニケーションが広がりました。活動の継

続により、いじめ未然防止につなげていきたいと考えています。 

芽室町立芽室西中学校 

校長名 久 保 睦 則 全校生徒数168名（男子91名 女子77名） 

生徒会主体の「いじめ根絶集会」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

「いじめ根絶集会」を通して、生徒がいじめを主体的に

考えることにより、いじめを絶対に許さない態度の育成を

図る。 

【概要】 

 集会では、書記局から、生徒会便りを通して「いじ

め」に対する考え方を示し、全校生徒へ「どさんこ☆

子ども十勝地区会議」での３つの行動宣言を発表しました。その後、全校生徒によるハ

イタッチを行い、仲間と仲よく過ごす大切さを確認し合いました。 

【生徒の感想】 

みんなが楽しそうにハイタッチをしていたことはよかったと思います。見ている方も

楽しくなりました。もっと工夫する点も見つかりましたが、これからもこの学校が、仲

がよくいい雰囲気を保てるように生徒会として活動していきたいです。 

 

 

生徒会役員の主体的な活動により、「どさんこ☆子ども十勝地区会議」の決定事項を

校内で共通理解を図ることができました。学年を越えた集会での交流を通して、学校全
体に温かな雰囲気が生まれ、いじめのない学校を目指す意識が高まりました。 

 

 

取組の名称 

成   果 

取組の概要 

【全校集会での意見交流の様子】 

 

取組の名称 

 

取組の概要 

成   果 

【全校ハイタッチの様子】 

【給食交流の様子】 
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取組の名称 

成   果 

【「中小まつり」の様子】 

 

 

取組の名称 

成   果 

中札内村立中札内小学校 

校長名 大 熊 孝 史 全校児童数215名（男子106名 女子109名） 

児童会主体の「縦割り班活動」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

学年を越えて活動することにより、人との関わりを大切

にする風土を醸成し、いじめのない学校を児童の手でつく

り上げることができるようにする。 

【概要】 

全校児童が学年を越えて、６つの縦割り班に所属し、「中

小まつり」の運営を協力して行ったり、「交流給食」の場

を企画したりする等の活動を行いました。 

【児童の感想】 

「中小まつり」は、準備が大変だったけど、グループの

みんなで意見を出し合って、いい祭りにしようと頑張るこ

とができました。 

 

 
 「中小まつり」及び「交流給食」は児童会が発案した取組であり、児童の願いがこも

った活動として展開され、児童が意欲的に取り組んでいました。これらの活動に取り組
んでことにより、児童のいじめアンケートの結果において、「いじめは許されない」と

いう意識が高まってきている様子が見られました。 

大樹町立大樹小学校 

校長名 山 下   勇 全校児童数278名（男子129名 女子149名） 

児童会による「あいさつ運動」の実施 絆・児生 

   

【ねらい】 

学年を越えて児童同士が互いに挨拶を交わす取組を行う

ことにより、相手意識を高めるとともにいじめのない楽し

い学校をつくる。 

【概要】 

生活委員会の担当が、登校時に児童玄関前で「あいさつ

運動」を行いました。表情に気をつけたり、積極的に言葉

をかけ、会話を行うようにしたりすることにより、学年を

越えて交流ができるようにしました。 

【児童の感想】 

「あいさつ運動」を通して、他学年の皆さんの顔と名前

が分かるようになりました。学校中にあいさつの声が聞こ

える、明るい学校にしていきたいです。 

 

 

「あいさつ運動」の取組によって、異学年が挨拶を交わし、顔見知りになることで全
校児童の絆の深まりが見られました。高学年児童が他学年の様子を教職員に知らせるな

ど、いじめの早期発見にもつながりました。 

 

取組の概要 

【「交流給食」の様子】 

【学年を越えた交流の様子】 

取組の概要 

【「あいさつ運動」の様子】 
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取組の名称 

成   果 

取組の名称 

成   果 

大樹町立大樹中学校 

校長名 宮 村 孝 雄 全校児童数124名（男子62名 女子62名） 

異学年の生徒の絆を深める「全校集会」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

スポーツやレクリエーションを通して、全校の生徒同

士の絆を深める。 

【概要】 

生徒会が中心となり、年2回、生徒同士の交流を目的

とした全校集会を企画し、スポーツレクやゲームを行い

ました。ミニバレー大会では、「異学年混成チーム」を

編成し、縦割り班による活動を行いました。 

【生徒の感想】 

いつもは話したことがない後輩と話すことができま

した。交流の中で初めて、先輩らしい言葉かけることが

できました。 

 

 

全校集会等で生徒同士がみんなで盛り上がる体験を通して、互いの笑顔と言葉をつな

いでいくことが「いじめ」を未然に防止することにつながりました。 

幕別町立幕別小学校 

校長名 山 田   洋  全校児童数155名（男子72名 女子83名） 

小中合同挨拶運動の取組と全校仲良し遊び集会 絆・児生 

 

【ねらい】 

様々な協働活動による小学校から中学校へのスムーズな

接続や、全校児童個々の繋がりを意識した児童会主体の取

組により、児童の所属感・安心感を創出する。 

【概要】 

「まくべつ学園（幕別小、幕別中）」として「小中合同

挨拶運動」を実施することにより、幅広い年齢層でのいじ

めのない和やかな関係づくりを目指しています。 

小学校として、「全校仲良し遊び集会」を年３回実施し、

遊びを通して全校児童の触れ合いの場をつくることで、児

童個々の所属感や安心感を生み出しています。 

【児童の感想】 

「雨の日でも、雨を吹き飛ばす様な元気な挨拶を目指し

たい」、「全校155人で、季節鬼で遊ぶことができて楽し

かった」等の感想がありました。 

 

 

 「小中合同挨拶運動」では、幅広い年齢層で和やかな雰囲気つくりができました。「全
校仲良し遊び集会」は所属感や安心感がもてる、全校児童が楽しみにする活動となって

います。 
 

 

取組の概要 

【ミニバレー大会の様子】 

【じゃんけん大会の様子】 

取組の概要 

【「全校仲良し遊び集会」の様子】 

【「小中合同挨拶運動」の様子】 
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幕別町立明倫小学校 

校長名 袴 田   孔 全校児童数６名（男子２名 女子４名） 

児童会主体の「児童集会」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童会を担っている高学年の児童を中心とし、児童集会等の

全校での活動を通して、児童の思いやりの心、認め合う心を育

成する。 

【概要】 

児童会が主体となって児童集会を計画しました。全校児童で

心を一つにして歌ったり、願いを書いたカードを１枚の用紙に

貼って全校児童で見合ったりしました。 

【児童の感想】 

「みんなで声を一つにして歌い、とても気持ちよかったです。

またこんなふうに歌いたいです」「友達の気持ちや願いがよく

分かりました」等の感想がありました。 

 

 

児童会が主体で取り組んだことで、高学年の児童が誰かに「やらされている」のでは

なく、自らが考えて行動し、全校が一体となって集会を進めることができたのが大きな

成果でした。高学年の児童が率先して行動する姿を見せたことで、低学年の児童も楽し

みながら、思いやりや認め合うことの大切さを学ぶことができました。 

幕別町立途別小学校 

校長名 長 尾 全 雅 全校児童数27名（男子10名 女子17名） 

児童会主体の継続的な「集会活動」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童会三役が企画、実行する「全校で楽しめる集会」を通

して、全校児童がより仲良くなれるようにしていく。 

【概要】 

児童会三役が中心となって、毎月集会活動を行っていま

す。11月は「落ち葉集会」、12月は「メモリーズアップ集

会」、１月は「ドッヂボール」、２月は「たすけおに・すっ

きり大作戦」を実施しており、集会の内容を工夫することで、

児童が学年の枠を越えて互いのよさを見つけたり、仲良くす

ることのよさに気付いたりする姿が見られました。 

【児童の感想】 

いじめ防止のための集会活動を行いました。みんな楽しん

でくれて、交流も深まってよかったです。 

 

 

友達の新たな一面を見付けられたり、普段一緒に遊ばない他学年の児童と触れ合った

りすることに楽しさを感じている児童が多く、集会を通じて仲良くすることの大切さに
気付くとともに、相手を尊重する意識が芽生えました。 

 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【集会活動の様子】 

【合唱活動の様子】 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【児童会総会の様子】 

【落ち葉集会の様子】 
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池田町立池田小学校 

校長名 渋 谷   浩 全校児童数146名（男子65名 女子81名） 

児童会主体の「いじめ根絶集会」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

日常的な掲示や、児童会主体の集会による異学年交流な

どから「いじめを絶対に許さない」態度の育成を図る。 

【概要】 

年間を通じて教室や廊下にポスター等を掲示し、「いじ

めを見過ごさないようにする」ことが大切であることの意

識付けを行いました。 

低学年や中学年への思いやりの心をもち、協力して活動

に取り組もうとする態度を育てる。（高学年） 

高学年に信頼と尊敬の気持ちをもち、積極的に参加する

態度を育てる。（低・中学年） 

【児童の感想】 

・相手の気持ちを考えるようになった。 

・自分勝手な考え方はよくないと思う。 

 

 

高学年の児童が「みんなで楽しめる活動」を意識して取り組む姿が見られました。児

童会が主体的に企画・運営に取り組んだ結果、学年を越えたつながりができました。 

 

池田町立利別小学校 

校長名 猪 股 宏 亮 全校児童数64名（男子44名 女子20名） 

児童会主体の「いじめ根絶全校集会」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

全校児童全員が参加する集会活動を行うことで、上級生

は下級生の面倒を見たり、下級生が上級生の行動を見本に

したりするなど仲間や相手を思いやる感性の育成を図る。 

【概要】 

児童会で「いじめ根絶に向けて全校で取り組めること」

を考え、「靴とばし大会」「全校宝探しかくれんぼ集会」

を企画した。高学年を中心に全校で集会の目的を意識しな

がら、誰にでもできて、みんなに優勝の可能性がある「靴

とばし」、学校全体を使った「かくれんぼ大会」で協力して隠れたり、宝物を探したり

と、全校で楽しく交流できる活動を行いました。 

【児童の感想】 

靴とばしは思った以上に難しかった。校長先生の靴がバスケットゴールに入ってすご

いと思った。みんなで盛り上がって、みんな笑顔になりました。 

 

 

友達を意識し、学年の垣根を越えた活動ができました。縦割り班給食や縦割り班活動
とも連動して効果的な取組になりました。普段の遊びの中でも異学年で仲良く遊ぶこと

が増えました。 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【日常の掲示】 

【児童会による「異学年交流」の様子】 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【靴とばし大会】 
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池田町立池田中学校 

校長名 豊 田 利 一 全校生徒数136名（男子74名 女子62名） 

生徒会主体の「挨拶運動」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

生徒会を中心に「朝の挨拶運動」を実施し、「誰かに相談

できる、自分の思っていることを言い合える環境づくり」を

目指す。 

【概要】 

「朝の挨拶運動」にいろいろな活動を組み合わせて実施す

ることもあります。風邪やインフルエンザが流行しそうな時

期には、手を消毒するように呼びかけて相手の健康を気遣っ

た温かい雰囲気つくりにも努めています。 

【生徒の感想】 

挨拶をすると全員が返してくれ、挨拶を通してコミュニケ

ーションが取れていると実感しています。気軽に声をかけ合

う雰囲気をつくることでいじめの未然・防止につながればと

思っています。 

 

 
生徒同士で元気な挨拶を交わし、気持ちのよい１日が始まるようになりました。生徒

同士のコミュニケーションを深め、何でも言い合える、相談できるような環境が構築さ
れつつあります。 

 
豊頃町立豊頃小学校 

校長名 中 村 真 也 全校児童数111名（男子54名 女子57名） 

 

「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 絆・児生 

 
【ねらい】 
児童会が主体となった「子ども報徳訓」との関連性を意識しな

がら児童会の行事を計画・実施し、いじめのない学校づくりを目
指す。 
【概要】 
１ 全校遊び運動（至誠・勤労） 

児童会の環境部が中心になって、毎週金曜日に全校遊びを実 
 施しています。学年関係なくみんなで楽しく過ごしています。 
２ 豊小まつり（分度・推譲） 

児童会書記局が企画し、異学年で交流するゲームを行いなが 
 ら、協力することの大切さを学びました。 
【児童の感想】 
みんなのよさを認め合い、仲良くいじめのない学校にしていき

たいと思いました。 
 

 
行事や児童会活動を通して、「お互いのよさを認め合おう」、「いじめはどんなことが

あっても許されない」を再確認しました。引き続き児童に繰り返し指導していくことで、
「いじめのない学校づくり」や「みんなで仲良く活動する」という意識が高まりました。 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「朝の挨拶運動」の様子】 

【「赤い羽根共同募金」の様子】 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「全校遊び」の様子】 

【「豊小まつり」の様子】 
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豊頃町立大津小学校 

校長名 小 室 彰 人 全校児童数６名（男子５名 女子１名） 

「いじめのない学校に向けた心の育成」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

様々な取組によって、思いやりの心を育むとともに、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

めは絶対に許されない」と考える児童の育成を図る。 

【概要】 

「クリーン作戦」や「募金活動」などのボランティア活

動を通してその意義を考え、人はつながって生きているこ

とを知り、全校児童で取り組むことにより、相手意識を醸

成し、思いやりの心を育みました。 

【児童の感想】 

自分がやっていることが、困っている人のためになって

いることが分かり、うれしいです。これからも、人のため

に役立つことをしたいと思いました。 

 

 

取組後のアンケートでは、「人のために頑張りたい」、「もっとやさしい気持ちをもち
たいと思う」などの記述があり、いじめ根絶に向けて意識の高まりが見られました。 

浦幌町立上浦幌中央小学校 

校長名 都 鳥 秀 史 全校児童数32名（男子10名 女子22名） 

児童会主体の「児童会集会」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

 異学年集団による交流活動に取り組み、豊かな人間関係を

構築していくことで、いじめの未然防止を図る。 

【概要】 

代表委員会が中心となってみんなで楽しむ取組を企画・運

営しました。 

生活向上委員会が、好きな本のアンケートをとり、結果を

画像を交えて発表しました。児童はいろいろな本のおもしろさにふれ、今後の読書活動

に生かそうとしていました。 

また保体委員会が中心となり、フラフープリレーを実施しました。児童はコミュニケ

ーションをとりながらフラフープをくぐっていました。 

【児童の感想】 

フラフープ送りは難しかったけど、友達と協力して楽しくできました。 

 

 

異学年交流を通して、豊かな人間関係を構築するという目的はほぼ達成されました。

今後も全校児童が仲良く学校生活を過ごし、いじめがない学校の実現に向け、組織的に

取り組みたいです。 

 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【クリーン作戦の様子】 

【「募金活動」の様子】 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【フラフープリレーの様子】 
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浦幌町立上浦幌中学校 

校長名 白 井 将 之 全校生徒数12名（男子７名 女子５名） 

生徒会主体の各種活動の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

全校生徒12名の小規模校であることから、学年を問わず生

徒同士が交流・親睦を深める機会を設定し、自分の居場所づ

くりや誰にでも相談できる人間関係を構築する。 

【概要】 

「全校給食」「PST（Premium Study Time）」、「ミニ

集会（ゲーム）」、「上中バックス（読書活動）」、「学童ボ

ランティア」など、生徒会が企画・運営までを担当し、内容を

工夫しながら全校生徒が交流できる機会を設定しています。 

【生徒の感想】 

参加している一人一人が笑顔で仲良くしている姿が企画す

る側としては嬉しいです。 

学年の枠を超えて、12名の全校生徒が一つとなり、さらに

素敵な学校にしていきたいと思います。 

 

 

より多くの人と交流できる機会を設定することで、学年の枠を越えたよりよい人間関

係づくりにつながり、いじめ根絶に対する意識の高揚となっています。 
 

本別町立勇足小学校 

校長名 橋 本 知 洋 児童数45名（男子26名 女子19名） 

児童会主体の「世界一平和運動」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

全校での「世界一平和運動」を通して、縦割りで活動を

共有することで、友達の特性を知り、理解する。また、よ

いところを認め合い、「いじめを絶対に許さない」という態

度の育成を図る。  

【概要】 

児童会書記局が中心となり、異学年「鬼ごっこ」を行い、

全校が仲良くなる取組や、異学年の児童が６人ずつのグル

―プに分かれ、書記局が提案したテーマについてグループで話し合い、答えを一つにし

て発表する「クイズ」を実施しました。 

【児童の感想】 

今まで、あまり話したことのない違う学年の友達と話して友達のよいところが分か

り、新しい発見ができました。もっとみんなのことを知り、仲良くなりたいです。 

 

 

「世界一平和運動」を実施後のいじめアンケートでは、「いじめは絶対に許さない」
と回答する児童が増えました。学年関係なく、相手のことを思いやる気持ちが芽生え、

お互いに声を掛け合う姿が多くみられるようになりました。 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

 【全校給食の様子】 

【学童ボランティアの様子】 

取組の概要 

取組の名称 

 

成   果 

【世界一平和運動「クイズ」の様子】 

 

様子 

」の様子】 

平和 

せいか」の様子】 
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取組の名称 

取組の名称 

成   果 

成   果 

 

本別町立仙美里小学校 

校長名 東 森 誠 記 全校児童数27名（男子13名 女子14名） 

児童会主体｢みんな仲良く全校遊び｣の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童がいじめのない学校を目指し、児童会主体で｢み

んな仲良く全校遊び｣を開催することで、全校児童が学

年を問わず交流を深めながら、いじめの未然防止の風

土を醸成する。 

【概要】 

｢みんな仲良く全校遊び｣は、児童会が運営及び進行

し、簡単な遊びを通して、学年の枠を越え、楽しみな

がらも全員で助け合う場として確認するために実施し

ました。 

【児童の感想】 

簡単な遊びでしたが、高学年の人がルールをやさしく教えてくれて、楽しくできまし

た｡低学年と一緒に遊ぶことで思いやりの大切さが分かりました。 

 

 

活動後に、｢親切に教えてくれてうれしかった｣、｢低学年の子が楽しくなるように心掛
けた｣等の発表があり、学年の枠を越えた絆が深まりました。遊びを通して、お互いを思

いやり、いじめをなくそうという意識を再確認することができました。 

本別町立勇足中学校 

校長名 椿 原 雅 章 全校生徒数24名（男子11名 女子13名） 

生徒会主体の「あいさつ運動」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

日々の学校生活の中で、一人一人の生徒が安心して過

ごすことができる「雰囲気」をつくることで、いじめを

生まない環境づくりを目指す。 

【概要】 

生徒会主体で、年間を通して朝の「あいさつ運動」を

行っています。また、全町の取組である「みんなで『お

はよう』のあいさつ運動」期間には、保護者や地域の方々

と一緒に取り組みました。 

【生徒の感想】 

元気に挨拶をすると一日を気持ちよく過ごせます。挨拶を交わすことで、互いの印象

もよくなり人間関係がより円滑になっていくように思えます。笑顔で挨拶できる学校を

みんなでつくりたいと思いました。 

 

 

お互いの顔が「見える」ことは、小規模学校の強みです。「あいさつ運動」に参加し
た地域の方々からは「子どもの成長を直に見る機会が得られた」、「顔を覚えることが

できて話しやすくなった」等の声があり、地域とのつながりを実感できました。 

取組の概要 

取組の概要 

 

 

【「あいさつ運動」の様子】 

【「みんな仲良く全校遊び」の様子】 
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取組の名称 

足寄町立足寄小学校 

校長名 鈴 木 洋 孝 全校児童数252名（男子127名 女子125名） 

児童会主体の「異学年交流」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童が主体的に異学年との交流を通して、学校全体 

で、いじめのない学校づくりを目指す。 

【概要】 

児童会が中心となり、「異学年間リレー」や「給食

交流会」を企画し、普段なかなか触れ合うことのない

相手と交流を深めました。 

【児童の感想】 

「はじめて話すことができた人がいた」「6年生が

とてもやさしかった」という声が多く聞かれました。

また、教職員からは「児童の新たな一面を見ることが

できた」という声も聞かれました。 

 

 

今年度の学校重点目標の一つである「笑顔あふれる足寄小学校」を踏まえ、児童が「い

じめ防止」について意識を高めるために、児童会主体で異学年交流を行えたことは有意

義な取組となりました。児童が「いじめをなくすために」という取組を自主的に発案し、

実行していくことにつなげていきたいです。 

足寄町立芽登小学校 

校長名 林   正 浩 全校児童数24名（男子８名 女子16名） 

芽登小児童会 「ほめほめプレゼント」 絆・児生 

 

【ねらい】 

芽登小の児童が毎日楽しく過ごすことができるよう、

友達のよさを見付け、思いやりの気持ちをもてるように

する。 

【概要】 

 児童会書記局が中心となり「ほめほめプレゼント」と

して、児童が学級の仲間や友人の長所を記入し、書記局

で集約し、まとめたカードを一人一人にプレゼントしま

した。 

【児童の感想】 

「改めて友達のよさを考えるきっかけになった」、「自

分のよさをたくさん書いてもらってうれしかった」等の

感想がありました。 

 

 

学級の仲間や友人の長所を考えることにより、互いのよさを認め合う雰囲気づくりに

つながりました。また、自分のよさを認めてもらうことで、児童の自己肯定感が高まっ

ていきました。 

 

取組の概要 

成   果 

【「異学年間リレー」の様子】 

【カードを受け取ったときの様子】 

【「給食交流会」の様子】 

取組の概要 

取組の名称 

 

成   果 【カードを受け取ったあとの様子】 
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取組の名称 

取組の名称 

足寄町立螺湾小学校 

校長名 牧   伊津子 全校児童数12名（男子４名 女子８名） 

異学年集団での交流と児童理解の充実 絆・児生 

 

【ねらい】 

「全校のみんなで楽しむこと」を目的とし、全校集会や 

読み聞かせを企画・運営し、異学年集団の交流を深める。 

【概要】 

小規模校のよさを生かし、全校児童と全教職員が交流す

る「みんなで遊ぶ日」や「読み聞かせ会」を、児童が主体

となって企画しました。「みんなで遊ぶ日」では全校児童と

全教職員でドッヂボールに取り組みました。どの児童も生

き生きとプレイする中で、児童相互、児童と教職員との関

わり合いを深めることができました。 

【児童の感想】 

 児童も教職員も全員で一緒に遊ぶことができ、楽しかっ

たです。 

 

 

児童同士や、児童と教職員間の信頼関係を深めることで、児童理解が深まりました。

また、子ども理解支援ツール「ほっと」を活用することで、児童の特性を把握し、個人

カルテの作成や学習環境の改善を図り、全教職員での児童理解につなげています。 

帯広市立明星小学校 

校長名 杉 本 伸 子 全校児童数439名（男子207名 女子232名） 

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  絆・児生 

 

【ねらい】 

全校児童が学年に関係なく仲良くなるとともに、児童一人

一人の相手意識を醸成し、「いじめは絶対にいけない」とい

う意識を高める。 

【概要】 

 児童会代議委員会による「いじめ防止ポスター」の作成及

び掲示、保体委員会による「遊びやスポーツの異学年交流」

の企画、生活委員会による「学級全員での挨拶運動」等の取

組を通して相手意識を醸成し、「いじめは絶対にいけない」

という意識の向上を図りました。 

【児童の感想】 

自分から挨拶したときに、挨拶が返ってくると嬉しいで

す。いじめ防止ポスターを見て、少しでも嫌な思いをする 

友達が減り、学校からいじめがなくなるとよいです。 

 

 

活動を通して、学年に関係なく、友人や仲間と仲良く遊んでいる様子をよく見かける

ようになりました。いじめ防止に向けて、一人一人が相手意識を心掛け、行動するよう
になりました。 

 

取組の概要 

 

【「読み聞かせ会」活動の様子】 成   果 

【「みんなで遊ぶ日」活動の様子】 

取組の概要 

 

成   果 

【学級全員での挨拶運動の様子】 

【いじめ防止ポスター作成の様子】 
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成   果 

取組の名称 

取組の名称 

帯広市立緑丘小学校 

校長名 澤 田   靖 全校児童数499名（男子258名 女子241名） 

児童会主体の「クリーン作戦」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

「クリーン作戦」を通じて、全校児童が一体感を感じ

ながら行動するとともに、いじめに対して主体的に考え、

「いじめを絶対に許さない」態度の育成を図る。 

【概要】 

「クリーン作戦」を実施する際、代議員会からいじめ

を根絶するための呼び掛けを行いました。全校児童がお

互いに協力しながら、通学路のごみ拾いを行うことで仲

間意識を高めるとともに、いじめを絶対に許さないこと

を確認しました。 

【児童の感想】 

みんなと一緒にごみ拾いをしたので、気持ちがよかっ

たです。仲良くすることの大切さが分かったので、絶対

に友達をいじめたりしないです。 

 

 

全校児童が「いじめを絶対に許さない」ということを確認するとともに、取組を通し
てお互いを知り、仲間意識を高めることができました。 

帯広市立大空小学校       

校長名 川 上 裕 明 全校児童数316名（男子180名 女子136名） 

児童会主催の「ありがとう運動」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

意識して、お互いにありがとうの気持ちを伝え合う活動を

通して、人にやさしくできる気持ちの育成を図る。 

【概 要】 

児童会が中心となり、全校児童に呼び掛けながら各学年で

取り組みました。全校児童が意識して「ありがとう」という

言葉を学校中に広げることで、笑顔になっている児童がたく

さんいました。また、「ありがとう」を言葉だけではなく、

カードに書いて学級に掲示する活動も行いました。 

【児童の感想】 

「ありがとう運動」をきっかけに、友達と話す機会が増え

てうれしかったです。これからは、もっと「ありがとう」 

を言おうと思いました。 

 

 

声を掛けながら、意識して「ありがとう活動」に取り組むことで、コミュニケーショ

ンの大切さやお互いが理解し合える温かい雰囲気の大切さを実感できた児童が増えまし
た。 

 

取組の概要 

 

【「クリーン作戦」の様子】 

【代議員会による呼び掛けの様子】 

【カードにした学級掲示】 

取組の概要 

 

成   果 【児童会だより】 
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取組の名称 

取組の名称 

成   果 

帯広市立啓北小学校 

校長名 塩 田 直 之 全校児童数366名（男子183名 女子183名） 

エリア・ファミリーサミット～ふれあい給食・挨拶運動 絆・児生 

 

【ねらい】 

近隣の小中学校（エリア・ファミリー）が集まり、各学校 

の効果的な取組を交流し、各学校で進める取組について話し 

合い、いじめをなくす取組を推進する。 

【概要】 

 エリア・ファミリーサミットを受け、啓北小学校の一員で 

ある自覚を促し、居場所のある学校をつくるために、児童会 

主催の異学年交流による「ふれあい給食」や全校児童の輪番 

による「挨拶運動」を実施しました。 

【児童の感想】 

「ふれあい給食で高学年のお兄さんやお姉さんと話すのが 

楽しかった」、「元気にみんなに挨拶ができ、気持ちがよか 

った」等の感想がありました。 

 

 

児童会のいじめ撲滅の呼びかけやふれあい給食等の実施によって、いじめを許さない
心や、学校の一員として仲良く過ごそうとする心を育むことができました。日常生活の

中でも、相手を問わず、優しく接する様子が見られるようになりました。 

帯広市立明和小学校 

校長名 岸 梅 哲 郎 全校児童数341名（男子171名 女子170名） 

「いじめ・非行防止ファミリーサミット」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

いじめ根絶や非行防止に向け、近隣の小中学校児童会・ 

生徒会代表による「エリア・ファミリーサミット」を開催 

し、情報交流や近隣校で連携した活動を行い、意識の高揚 

を図る。 

【概要】 

近隣３校の児童会・生徒会役員が集まり、いじめや非行 

を防止するための取組について話し合ったり、連携してで 

きる活動等について意見交流を行ったりしました。また、 

いじめ防止に向けた「あったかCM」づくりを行いました。 

【児童の感想】 

中学校で取組んでいる「ありがとうの木」は、お世話になっている人に感謝の気持ち

を伝えることができるよい活動だと思いました。明和小学校でも取り組みたいです。 

 

 

近隣３校による情報交流や連携した取組についての話合いは、今後の活動に向けての

参考となりました。本校も引き続き、全校での交流給食や児童会のイベント等を行い、

全校の交流を深め、いじめのない学校づくりを進めたいです。 

 

 

成   果 

【エリア・ファミリーの取組】 

【「ふれあい給食」の様子】 

取組の概要 

 

 

 

【活動交流の様子】 

【あったかＣＭづくりの様子】 

取組の概要 
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成   果 

取組の名称 

取組の名称 

成   果 

帯広市立大空中学校 

校長名 黒 島 俊 一 全校生徒数173名（男子89名 女子84名） 

大空中学校による「いじめ根絶」に向けた取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

いじめ防止について、生徒が主体的に考え、「いじめを絶対

に許さない」態度と、絶対にいじめを起こさないために注意し

合える行動力の育成を図る。 

【概要】 

生徒会執行部が中心となり、いじめ撲滅について全校生徒に

はたらきかけました。「DSD（Don’t Say Die)」を合言葉に、

大空中学校オリジナルの「DSDソング」の合唱や、文化祭で 

DSD宣言標語を募集し、全校生徒の標語を掲示しました。 
【児童の感想】 

標語を考えることにより、自らのいじめに対する意識を高め

ることができました。生徒会だよりにもDSDの合言葉を載せて

いて、よりいじめ防止の意識につながっていると思います。 

 

 

互いにDSDを合言葉に声をかけ合って、生活している様子が見られました。「いじめ
を絶対に許さない」という気持ちだけではなく、「クラスメイトや友達を思いやり、助

け合おうとする気持ち」をもてるようになりました。 

帯広市立緑園中学校 

校長名 海 鋒 達 也 全校生徒数297名（男子139名 女子158名） 

生徒会主体の「いじめ根絶あいさつ運動」の取組 絆・児生 

 

【ねらい】 

 緑園中エリア（緑園中、開西小、森の里小）の小中連携 

を基盤に、児童生徒が安心して通うことのできる学校づく 

りを目指す。 

【概要】 

 「リョクエンジャー」の衣装を小学生にも貸し出し、ミ 

ニリョクエンジャーとしてハイタッチをするなど、挨拶だ 

けではなく、触れ合いを取り入れた合同の朝の挨拶運動に 

よる交流を計画、実施しました。旗やたすきなども活用し、 

挨拶運動の取組をわかりやすくアピールすることができま 

した。 

【生徒の感想】 

小学生からたくさんの元気をもらいました。交流を通して、先輩としてよい手本とな

り、いじめの無い学校づくりをしなければならないと改めて感じました。 

 

 

挨拶運動を行うことで、生徒の表情が明るくなり、元気な挨拶が交わされるようにな

りました。小学生から教わることもあり、中学生にとってよい体験活動となりました。 

 

取組の概要 

 

【「DSDソング」合唱の様子】 

取組の概要 

【掲示されている DSD宣言標語】 

 

【エリアサミットの様子】 

【「挨拶運動」の様子】 
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北海道帯広盲学校 

校長名 佐 古 勝 利 全校児童生徒数７名（男子４名 女子３名） 

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 絆・児生 

 

【ねらい】 

児童生徒会による主体的な活動を通して、幅広い学

年の児童生徒が交流し、自他の存在を意識・尊重し合

うことでいじめの防止に繋げる。 

【概要】 

児童生徒会役員が中心となり、全校朝会でのいじめ

防止の呼びかけや、学級紹介・全校行事を通して、小

学部第２学年から中学部第3学年までがコミュニケー

ションを図り、互いを理解・尊重し合う場面を設けま

した。  

【生徒の感想】 

「自分たちで、いじめを防ぐための目標を設定することで、自分から進んで相手のこ

とを考えて行動することが大切だと実感できるようになりました。」との感想が、生徒

から聞かれました。 

 

 

北海道帯広養護学校 

校長名 竹 内   哲 全校児童生徒数204名（男子149名 女子55名） 

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 絆・児生 

 

【ねらい】 

望ましい人間関係を形成し、集団の一員としてよりよい

学校生活づくりに参画し、集団や自己の生活上の問題を解

決しようとする自主的、実践的な態度を育てる。 

【概要】 

生徒会執行部が生徒登校時に玄関前で挨拶運動を行い

ました。初めは小さな声で挨拶していた生徒たちも、執行

部の元気で大きな声に影響されて、日に日に相手と目を合

わせて元気よく挨拶を交わすことができるようになりま

した。自然に笑顔が溢れ、一日穏やかに過ごすことができました。 

【生徒の感想】 

 朝、あいさつをすることで、気持ちのいい一日を送ることができました。あいさつを

することで、友達が増えました。 

 

 

 

 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【全校朝会でのいじめ防止の呼びかけの様子】 

少ない児童生徒数の中でも、児童生徒会が主体的に取り組むことで、他者を理解し

互いを尊重し合う場面が多くなった。児童生徒自らの取組により、いじめを根絶しよ

うとする意識が高まりました。 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【挨拶運動の様子】 

この取組から、日常的に生徒同士で挨拶をすることが多くなりました。また、友達

同士で声を掛け合うことで、仲間意識が芽生え、学年の垣根を越えて、明るく活発に

学習に取り組む姿も見られるなど、自主的な態度も養われました。 
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北海道大樹高等学校 

校長名 青 木 祐 治 全校生徒数140名（男子71名 女子69名） 

共生社会を考える講演会及びリレー授業の取組 絆・家地 

 

【ねらい】 

多様な個性をもつ個々が、互いに理解・認め合いな

がら社会生活を送るために、様々な角度からのアプロ

ーチで「共生社会」について学び、そのことから、い

じめに対する考えを深めることに発展させる。 

【概要】 

外部講師によるＳＤＧ'ｓに係る講話を実施した後、

全校生徒を８グループに分け、生徒は４種類の授業を

リレー形式で受講しました。 

【生徒の感想】 

自分のことを理解することは難しいですが、他人の

ことを理解するにはさらに難しく、いじめをなくすこ

とにつながると感じました。 

 

 
  

新得町立屈足南小学校 

校長名 髙   充 慶 全校児童数43名（男子25名 女子18名） 

「ふれあい班」を軸にした、いじめの未然防止に向けた取組 絆・他 

 

【ねらい】 

全校児童を縦割りにした「ふれあい班」を構成し、各班において上級生と下級生が互

いに支え合いながら、様々な活動をすることにより、いじめの未然防止を図る。 

【概要】 

「ふれあいタイム」では、20分間の休み時間に上級生が下級

生をリードして一緒に遊びながら親睦を深めました。「ふれあ

いまつり」では、学校菜園で育てた野菜を9月に収穫し、上級

生が中心になってメニューや調理分担を決める話合いをし、縦

割り班ごとに協力して料理しました。遊びや協力する活動を通

じて仲良くなることで、いじめの未然防止につながりました。 

【児童の感想】 

上級生の人達が、色々な遊びをしてくれて、とても楽しかっ

たです。みんなで協力するときには、相手のことを考えて行動

することが大切だと分かりました。 

 

 

学級の枠を越えた活動を行うことにより、他学年の児童同士が仲を深めるとともに、

上級生と下級生の望ましい人間関係が形成されました。 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【「ふれあいタイム」の様子】 

【「ふれあいまつり」の様子】 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【外部講師による講話の様子】 

【リレー授業の様子】 

他者の個性を尊重する社会づくりの大切さを認識するとともに、自己有用性を高め

る機会となり、生徒は、「いじめは全体に許されない」という認識を深めることができ
ました。 
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成   果 

取組の名称 

成   果 

取組の名称 

芽室町立芽室西小学校 

校長名 大 村 篤 志 全校児童数285名（男子151名 女子134名） 

児童会主体の「あいさつの花畑運動」の取組 絆・他 

 

【ねらい】 

今年度の重点である「あいさつ」の定着を図るとともに、

友達の素敵な挨拶や気持ちのよい挨拶を見つけることに

より、相手を思いやる気持ちや自己有用感を醸成する。 

【概要】 

友達の素敵な挨拶や、気持ちのよい挨拶を見つけたら、 

花びら型のカードに友達の名前や、感じた気持ちなどを書

いて、廊下に掲示しました。 

【児童の感想】 

自分が気付かなかった友達の素敵な姿を見つけられま

した。この花がもっともっとたくさん咲けばいいなあと思

います。 

 

 
児童が、自分から積極的に挨拶をしようという気持ちが広がり、児童の自己評価に変

容が見られました。また、友達のよさを積極的に見つけようとする気持ちの醸成につな
がるとともに、相手意識の高まりが見られました。 

広尾町立豊似小学校 

校長名 野 田   淳 全校児童数31名（男子23名 女子８名） 

感謝する心などを育む「ありがとうプロジェクト」の取組 絆・他 

 

【ねらい】 

感謝する心と仲間を助けようとする態度を育むために、

「日本で一番『ありがとう』があふれる学校」をテーマと

し、いじめのない望ましい人間関係の構築を図る。 

【概要】 

有志の児童により編成した「ありがとうプロジェクトチ

ーム」が、「ありがとうカード」や「ありがとうの木」を作

成し、取組を推進しました。全校で「ありがとう」の言葉

を積極的に使い、互いを尊重する態度の育成に努めました。 

【児童の感想】 

「ありがとうプロジェクト」の取組をすることで、人に

何かしてもらったときに「ありがとう」と言えたり、困っ

ている人がいたら助けたりする人が増えています。 

 

 

感謝する心と仲間を助けようとする態度を児童が意識して生活することにより、互い

に助け合い、信頼関係を構築することにつながりました。その結果、ありがとうが多く

聞かれ、児童の絆が深まるなど、いじめのない学校づくりにつながりました。 

 

 

【「あいさつ花畑運動」の掲示物】 

【児童が書いた花びら型のカード】 

取組の概要 

取組の概要 

【「ありがとうプロジェクト」の様子】 

【「ありがとうの木」の掲示】 
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北海道鹿追高等学校 

校長名 俵 谷 俊 彦 全校生徒数174名（男子95名 女子79名） 

思春期保健講演会 絆・他 

 

【ねらい】 

外部講師による講演をとおして、望ましい人間関係を構

築し、いじめのない学校生活を送るために、コミュニケー

ション能力の育成を図る。 

【概要】 

笑華尊塾塾長の塩谷隆治さんから、こころの元気アップ・

やる気アップの方法や、スマホの使用時間方法、目標を明

確にして日々を過ごすことの大切さなどについて伝えてい

ただきました。 

【生徒の感想】 

周りが自分以外の人の悪口を言っているのを聞いたり、

その人達に合わせて過ごさなければいけないと思っていた

時期がありました。今日のお話を聞き、心の整理、納得を

することができました。 

 

 

 

 

 

取組の概要 

取組の名称 

成   果 

【講師の塩谷氏】 

【講演会の様子】 

生徒は、いじめをなくし望ましい人間関係を構築していくために、一人ひとりがコ
ミュニケーションの場においてマイナスの情報を発信しないという具体的なスキルを

学ぶことができました。 
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