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いじめ問題解決に向けた各校の取り組み
（藤岡市立藤岡第一小学校）

１ いじめ問題解決に向けた私たちの取り組み名

自分らしく、自信を持って、チャレンジ！！

２ いじめ撲滅宣言とのかかわり

「ほほえみ」（本気で勉強、本気で運動、笑顔で挨拶、

みんな仲良し）という第一小学校の合い言葉をもとに、学

級に自分の居場所があると児童が思えるような温かい学級

経営を行うことで、安心して「笑顔」で生活できる環境を

生み出す。安心して生活できる環境で失敗をおそれず「や

る気」を持って、勉強や運動に一生懸命本気で取り組める

ようにする。日々の生活で、児童が主体的に何かに取り組

めるように促し、一歩ずつ成功体験を積み重ね、「できた」、

「またチャレンジしてみよう」と「希望」をもって生活で

きるようにする。これらのことを教師は心がけています。

また、児童と教師の人間関係づくりを基に、「児童にさ

せる教育」の脱却を図り、「児童が自ら考え行動する教育」

への教師側の意識改革や関わり方を昨年度から継続して進

めています。そして、教師からの指示がなくても児童が自

ら考え活動できるような新たな枠組づくりを今年度よりス

タートし、自分たちの学校を自分たちで良くしていこうと

いう主体性をさらに高めていこうとしています。

その一例として、児童の考えや意見を直接的に反映した

活動を取り入れることが挙げられます。自分たちの思いが

形になる喜びから「笑顔、やる気、希望いっぱいの学校づ

くり」にも大きく関わっています。

これらの取り組みは、小学校だけでなく中学校へも続い

ていくつながりのある取り組みであることを全職員で共通

理解し、チーム第一小として「いじめをしない、させない、

許さない」という、いじめ撲滅宣言と関連づけた指導、児

童の主体的な活動につなげています。

自分らしく！

自信を持って！

チャレンジ！
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３ 共通の取組「スマイルハイタッチあいさつ運動」「ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動」

「藤岡市ネットいじめ防止行動目標アクション３＋」

・スマイルハイタッチあいさつ運動

小中連携でスマイルハイタッチ挨拶運動を行

いました。いつも一緒に活動してくれているガ

ッチュウレンジャーに加え、藤岡警察とも連携

し、ゆうまちゃんも一緒にハイタッチに参加し

てくれました。元気な挨拶で一日がスタートし

ます。小学生の元気いっぱいの挨拶、中学生の

落ち着きのある挨拶、どちらもしっかりとした

挨拶は心地の良いものです。地域の方には日頃

から温かい見守りもしていただいています。第

一小学校の児童が事故なく「笑顔」で登下校で

きているのは地域のお力添えもあってのことで

す。お互いに元気な挨拶を交わして日々の勉強

や運動に「やる気」を持って一生懸命、本気で

頑張っていきます。

・ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動

後期人権週間の活動と関連付けて取り組みました。

まず、人権集会で各学年の代表者が人権標語を発表しました。

「相手のことを考えて言葉と行動変えてみよう」

「つなげる広げる思いやり、つながる広がる思いやり」

など、どれも自ら行動を起こすことで良好な人間関係を築け

るのではないかといったような内容ばかりでした。児童の気

持ちに共感的な人間関係を育んでいくこと、認め合っていく

ことは大事であるという思いの表れを感じられました。

また、その際に「ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動 」につ

いて児童会本部から活動の内容や意義の説明をしました。お

互いの良いところを見つめ、認め合うことができれば良好な

人間関係を築き、いじめをなくしていけるであろうといった

いじめ防止の基礎となる部分を上級生から下級生に説明し目

的を全体で確認しました。

その説明をもとに、各クラスで普段から友達に対して「す

ごいな」、「かっこいいな」と思っていることや、直接伝えら

れていない「感謝の気持ち」などをたくさん伝え合うことが

できました。友達の良さを再確認することができ、クラスに

笑顔がより一層増え、今後も仲間たちと一緒に楽しく過ごし

ていこうという希望いっぱいのクラスが増えた様子もうかが

えました。いじめ撲滅宣言の達成に向けても、また一歩前進

です。
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・藤岡市ネットいじめ防止行動目標アクション３＋

児童会本部からアクション３＋について学校全体に啓発を

行ったり、各学年ブロックの発達段階に応じて、道徳や学活

の授業で取り上げたりして学習を進めています。ネットの中

だけでなく、実世界においても「相手が喜ぶ言葉を使おう」、

「送信する前に確認しよう」、「大切なことは相手の目を見て

伝えよう」は大事なことです。そこでネット内だけに限らず、

少し解釈を広げて内容を扱っています。（送る前→言う前等）

高学年では、実際にネットを利用する場面も多くなってき

ているので、講師の方を招きネットとの関わり方を基本的な

内容である「おぜのかみさま」とアクション３＋とを関連付

けて内容を扱っています。同じ言葉でも伝え方次第で相手の

受け取り方が変わってくること、直接会って話せば誤解がな

く気持ちが伝わるのに文字だと気持ちまでは伝わりきらない

ことなどを確認しました。ルールとしてとらえるのではなく、

心を育てネットの向こう側には人がいること、思いやりが必

要なことにも気付くことできました。

４ 私たちの取組

１～６年生までの縦割り活動「なかよし集会」、第一小独自

で行う「あいさつ運動」などの活動が継続的に行われていま

す。それらの活動に加え、教師からの指示がなくても児童が

自ら考え活動できるような新たな枠組づくりを「ほほえみプ

ロジェクト」と命名し推進しています。与えられた当番活動

を一生懸命できるのは当たり前にし、一歩前進して自分たち

で様々な活動を創造し、自分たちで学校をつくっていく。そ

してそれが受け継がれ伝統となっていく。そんな姿も目指し

ています。

いじめ防止にも大きくかかわる要素がたくさん含まれた本

プロジェクトを児童が主体となって進めていくことで「笑顔、

やる気、希望いっぱい」の生活がさらに多くの場で見られる

ようにもなっていくと考えています。

５ 取組まとめ

（１）取組の成果

・児童の笑顔やチャレンジする姿が増えている。そのこと

から、やる気もうかがえる。

・「スマイルハイタッチ挨拶運動」、「ＨＡＰＰＹはぁとふる

ツリー運動」などが形骸化せず目的をもって継続的に行

えている。

・自己存在感や共感的人間関係を育むための活動であるこ

とを共通理解した上で活動できている。
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月 学校の取組 中学校区での取組

４月 ・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・ガッチュウレンジャーポスターで
　　　　　　　　　　アクション３＋について啓発

５月
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・なかよし集会①（縦割り班での交流による人間関係づくり）

６月

・児童会本部、各委員会役員を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運
動
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・なかよし集会②③（縦割り班での交流による人間関係づくり）

・いじめ問題解決に向けた教育懇談会
・スマイルハイタッチあいさつ運動

７月
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・長期休業前の話の中で「ネットいじめ防止行動目標アクション３＋」を活
用

８月

９月
・藤岡多野いじめ防止フォーラムへの参加（藤岡北高校）
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

１０月
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・なかよし集会④（縦割り班での交流による人間関係づくり）

１１月
・生活委員会を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・なかよし集会⑤（縦割り班での交流による人間関係づくり）

１２月

・５年生を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動
・ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動（後期人権週間）
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・なかよし集会⑥（縦割り班での交流による人間関係づくり）

・スマイルハイタッチあいさつ運動

１月
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・なかよし集会⑦（縦割り班での交流による人間関係づくり）

２月

・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・いじめ問題解決に向けた子ども会議参加
・子ども会議の内容の伝達
・なかよし集会⑦⑧（縦割り班での交流による人間関係づくり）

３月 ・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

（２）今後の課題・展望

・児童が主体的に考え活動する場や機会をさらに増やしていく。

・いじめに対する考えを刷新し小さなものでも見逃さず認知できるようにする。

・いつ何が起こっても素早い対応ができるように児童との関わりをさらに強めていく。

いじめ問題解決に向けた年間の取組
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１ いじめ問題解決に向けた私たちの取組

「フレンドリー、スマイリー藤岡第二小」

２ 「いじめ撲滅宣言」とのかかわり

藤岡第二小学校では、今年度も継続して、いじめ撲滅宣言行動目標の中の「①私たちは相手の目を

見て心のこもったあいさつをします」「②私たちは児童会活動や学校行事を通して潤いがあり、温か

い学級目標を自ら作ります」「③私たちは学年、学校をこえて交流を盛んにし、思いやりの心を育て

ます」「④私たちはゲームやＳＮＳ等の節度をもって使えるようにします」を重要課題に挙げ、いじ

めのない、明るく楽しい、笑顔あふれる学校づくりをしようと考えました。

特に、学年間だけでなく学校全体で、明るい笑顔と元気なあいさつで友達同士の交流が図れること

や、友達を大切にすることでお互いの気持ちが理解できることを「あいさつ運動」や「なかよし集会」

を通して、感じられるようにしてきました。友達とともに、笑顔あふれる学校生活を送ろうとする気

持ちを高めることができました。また、心の健康という観点で、ゲームやＳＮＳ等の使い方を考える

活動をしました。

３ 共通の取組「スマイルハイタッチあいさつ運動」「ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動」

「藤岡市ネットいじめ防止行動目標アクション３」

（１）スマイルハイタッチあいさつ運動

学期ごとにあいさつ運動強調週間を設定して、３年～６年の学級委員、５，６年の各専門委員が順

番に校門前に立ち、スマイルハイタッチあいさつ運動に取り組んできました。これまでの継続してき

たことの成果がみられ、互いに目を見て、あいさつとハイタッチができるようになりました。さらに、

代表委員会が中心となり、自分がされて気持ちの良いあいさつ、うれしいあいさつとはどのようなも

のかを考え、積極的に手本を示し、笑顔でのスマイルハイタッチあいさつ活動を盛り上げてくれまし

た。そのことで、下級生も大きな声を出してのあいさつができるようになり、あいさつの活性化を図

ることができました。

（２）ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動

「ふれあい週間」という人権週間に、道徳の授業で価値内容である

「思いやりの心」を同時期に行い、学年や学校全体で友達とのよりよ

い関わり方について考え、実践できるようにしました。友達からもら

った温かい言葉かけや行為等の思いやりの言動をピースの形の紙に書

いて、「思いやりの木」に貼って、全体の意識を高めてきました。

この活動では、昨年度に引き続き、全校一斉に「思いやりの心」に

ついて、道徳の授業を行ったことが、大きな成果に繋がってきている

といえます。

ピースのの花で満開になった

ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー

北中生とスマイルハイタッチ
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また、全校児童が人権標語を作成し、各学級ごとに廊下に掲

示をしました。児童一人一人が友達と仲良くするためにはどう

したらよいかを考え、自分の言葉で標語にしていました。

「思いやりの木」も「人権標語」もいつでも、誰でもが目に

することできるように、教室の入り口や壁面に掲示しました。

人権週間実施後、各学年で完成した「HAPPY はぁとふる

リー」は、朝の業前活動で代表委員会が紹介しました。ハ

トの紙に書かれたたくさんの内容を全校児童に発表しまし

た。

（３）藤岡市ネットいじめ防止行動目標アクション３

「ネットいじめ防止行動目標アクション３」を全校児童に広め、自分のこととして考えられるよう

にするために、学校保健委員会で、PTA の方にも参加していただき、健康的な生活とネットと上手
に付き合うことについて考えました。特に高学年の児童は、身近なこととして捉え、すでに利用して

いる児童はもちろん、近い将来利用するであろうＳＮＳ等の使い方と

健康的な生活について慎重に考えることができました。

また、高学年の学級活動の時間には、ネットモラルの学習をして、

「相手が喜ぶ言葉を使おう」「送信する前に確認しよう」「大切なこと

は相手の目を見て伝えよう」について考えさせてきました。

４ 私たちの取組

（１）なかよし集会（たてわり遊び）

１年生から６年生まで３０～３２名ずつを一班とし、誰とでも仲良くしようをモットーに月に２回

程度、年間を通して遊びを中心に異学年交流を深めてきました。これは、上級生にとっては下級生の

お手本となる良い機会であり、下級生にとっては、上級生のようになりたいという目標ができる良い

機会となっています。

特に６年生は、全学年が楽しく遊ぶために、遊び方を工夫しなければならないので、相手のことを

意識しながら集会を行わなければなりません。６年生にとっては、下級生のことを考えた遊びを考え

たり、遊びがスムーズに実行できるように指示準備をしたりすることで、相手のことを考え、思いや

る気持ちを高めることができました。今年度は５年生が、もうすぐ学校のリーダーになるという自覚

をもてるよう、２学期から６年生に代わり班のリーダーシップをとって活躍しました。

コミュニケーションを積極的に行う機会となり、相手の立場に立った言動をすることができるよう

になり、異学年の人間関係づくりにつながりました。

（２）ふれあい週間

思いやりの大切さに気づき、誰とでも仲良くしようとする心情

や友だちの良さを知り、助け合って生活していこうとする態度な

どを育てることを目標とし、ふれあい週間が設定されました。今

年度も、全校での業前活動でふれあい集会を実施しました。友達

の大切さを中心に、「いじめは しない させない ゆるさない」

「差別しない心をもとう」と校長先生から話をしていただきまし

た。それを踏まえて、代表委員のメンバーが「なかよし宣言」の説
児童会役員よる仲良し宣言

保健委員による

「ネットと上手につきあおう！」

思いやりの木の一枚
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明しました。『だれにでもやさしくしよう』『相手の気持ちを考えよう』

『言葉づかいをていねいにしよう』の３つの合言葉を全校児童に発表

しました。そして、「ビリーブ」を合唱しました。この合唱では、言葉

や耳が不自由な人の立場を理解し、交流ができるようになりたいとい

う思いも込めて、ＪＲＣ委員会の児童が前に出て、全員が手話をしな

がら歌いました。

５ 取組のまとめ

（１）取組の成果

日常生活の中で実践してきた「スマイルハイタッチ運動」「なかよし

集会」「ネットいじめ防止活動」「道徳の授業」と行事として実践して

きた「ふれあい週間（人権週間）」「ハッピーはぁとふるツリー運動」

とが、相乗効果を表した２年間であったといえます。学校生活の基礎基

本ともいえる日常生活におけるいじめ防止活動が、生かされて、各行事を盛り上げることができまし

た。

具体的には、スマイルハイタッチ運動」は児童会を中心に高学年児童が全員参加し、かつ、北中生

が一緒に活動してくれたことで、「みんなで取り組んでいる活動」という意識がもてました。自分た

ちで作り上げるあいさつ運動であるという意識が高まり、より積極的なあいさつが交わされるように

なりました。低学年の児童にとって、声だけでなくハイタッチという体を使うあいさつ運動は、楽し

く取り組めるようで、今後の継続と発展が期待できると考えています。あいさつ運動をすることで、

一日の活動に気持ちよく入ることができ、充実した学校生活を送ろうという気持ちにもなりました。

「なかよし集会」は、異学年との交流活動を行うことで、上級生、下級生が意識して、互いの立場を

尊重し合える活動になりました。上級生が自覚をもち、役割を果たすことで、下級生の思いやりや上

級生への憧れをもち、つながりを深めることもできようになりました。

「ふれあい週間」「ハッピーはぁとふるツリー運動」は全校の行事として行うことで、上記の日常

のいじめ防止活動の延長上に行うことができた大きな成果の確認の機会になり、学校全体のいじめ防

止活動の意識が高まってきました。

（２）今後の課題

今後は、これまでの実践を継続的に生かしていくこと大切であると思います。日々の生活の中で「い

じめ防止」を意識し継続させていき、行事で成果を確認し合い、仲間と共に力を合わせて物事を仕上

げたり、創り上げたりする喜びを実感させて、温かい雰囲気の学校づくりをしていきたいと思います。

課題としては、昨年度と同様、「児童主体のいじめ防止活動の活性化」です。

特に、あいさつについては、児童会で重要な課題として取り上げ、児童が主体的に取り組めるよう

なＰＤＣＡサイクルを作りたいと思います。「あいさつをすると自分が気持ち良い」という実感を全

校児童がもてるよう広めていきたいと思います。

また、学校の柱である高学年の児童には、具体的な場面（登校班、休み時間、委員会活動、掃除、

なかよし集会等）で、下級生に対して、どのような態度で接することが大事なのかを考えさせて実行

させていき、その成果を認めていくようにしていきたいと思いました。その積み重ねが一人一人の児

童が自分らしくのびのびと、友達と仲良く楽しく学校生活を送れ、笑顔あふれる学校に繋がると考え

ます。

今後も、思いやりの心が行きかう、温かい学校づくりに取り組んでいきたいと思います。

ふれあい週間 人権標語



月 学校の取組 中学校区での取組

４月
・代表委員会・専門委員会を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・小中、のスマイルハイタッチあいさつ運動
・年度初め総会にてネットいじめ防止行動目標アクション３
＋、北中校区「生活の心得」の確認を活用しての児童・生
徒、家庭への啓発
・児童生徒にSOSを出すことの勇気について話す。

５月

・代表委員会・専門委員会を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・縦割り班でのピアサポート活動（人間関係づくり）①
・第１回ハイパーＱＵテストの実施

６月

・代表委員会・専門委員会生活アンケートケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・前期人権週間にて「ネットいじめ防止行動目標アクション３＋」の視点での生
活の　振り返り

・いじめ問題解決に向けた教育懇談会

７月

・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・長期休業前の話の中で「ネットいじめ防止行動目標アクション３＋」を活用

・長期休業に向けて、北中校区生活の決まりについての
全体指導
・懇談会まとめリーフレットによる家庭・地域の啓発

８月
・いじめに関する道徳の実施
・始業式にてＳＯＳの出し方についての話

・校区いじめサミット開催

９月

・代表委員会・専門委員会を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動
・藤岡多野いじめ防止フォーラムへの参加（藤岡北高校）
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・小小、小中、地域でのスマイルハイタッチあいさつ運動
・児童生徒にSOSを出すことの勇気について話す。

１０月

・代表委員会・専門委員会を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

１１月
・代表委員会・専門委員会を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・第２回ハイパーＱＵテストの実施

１２月
・ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー（人権週間『ふれあい週間』）
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・長期休業に向けて、北中校区生活の決まりについての
全体指導

１月
・代表委員会・専門委員会を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・児童生徒にSOSを出すことの勇気について話す。
・小中、のスマイルハイタッチあいさつ運動

２月

・代表委員会・専門委員会を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・いじめ問題解決に向けた子ども会議開催
・全校集会にて子ども会議の内容の伝達
・スクールカウンセラーの講演会実施

３月 ・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・長期休業に向けて、北中校区生活の決まりについての
全体指導

　　　　　　いじめ問題解決に向けた年間の取組
藤岡市立藤岡第二小学校　

－８－


