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藤岡市立美土里小学校 

１ いじめ問題解決に向けた私たちの取組名 

― 笑顔いっぱい・思いやりいっぱいの美土里小をつくろう ― 
 
２ 「いじめ撲滅宣言」とのかかわり 

美土里小いじめ撲滅宣言「美土里小は いじめをしない させない ゆるさない」を企画委員会が中心にな

って提唱し、7 年が経ちました。 
今年度は「笑顔いっぱい・思いやりいっぱいの美土里小をつくろう」をスローガンに、美土里小の児童全員

が友達を大切にして楽しい毎日が送れるよう、児童会活動や前・後期の人権集中学習期間、西中校区での

小・中学校が連携した取組など、様々な活動を行いました。 
 
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＋」 

○スマイルハイタッチあいさつ運動 

美土里小は、「あいさついっぱいの学校」を目指しています。５・６年生が委員会を単位として、月

に１回西中生と一緒に校門でスマイルハイタッチ運動「小中連携あいさつ運動」を行っています。登

校してくる人が気持ちよく一日のスタートを切れるように、明るい笑顔を意識したあいさつ運動を展

開しています。また、年に２回ある平井小、日野小へ訪問する「小小連携あいさつ運動」には、企画

委員会が参加しています。他の学校のあいさつ運動の様子を見ることができ、本校でのあいさつ運動

をさらに活性化させようとする機会となっています。 

また、体育館で行う集会の前には、企画委員が入口でハイタッチ運動を展開しています。 

さらに、今年度から企画委員会が美土里小のあいさつの合言葉「みどりのお・も・い・や・り」を

提唱し、全校をあげて美土里小のあいさつの向上に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいさつ運動でのスマイルハイタッチ 

あいさつの合言葉「みどりのお・も・い・や・り」 
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○ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動 

美土里小では、毎年前期・後期の２回、人権集中学習期間を設けています。今年度は、前期人権旬

間（６月）に「思いやりの心を広げよう」を、後期人権月間（１１月）に「思いやりの心を深めよう」

をテーマに掲げ、全校で様々なことに取り組みました。 

前期人権旬間では、昨年度ＪＲＣ委員会が提唱した「ふわふわ言葉をいっぱいに！」を意識して、

全校児童が「よいところ見つけの花（ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー）」に取り組みました。 

後期人権月間では、各クラスが思いやりの心を深めるために学級で話し合い、それぞれの学年・学

級で取組を決めて実践しました。その中でも、１年生では「ふわふわことばの木」という取組を実践

し、前期からさらにレベルアップしたＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○藤岡市ネットいじめ防止行動目標アクション３＋ 

 夏休み中に、西中校区４校の代表児童が集まった西中サミットにて、「藤岡市ネットいじめ防止行動

目標アクション３＋」を推進するための話し合いが行われました。 

 それを受けて、美土里小では後期人権月間の振り返りの際に、企画委員会が各クラスの取組を取り

上げ、アクション３＋のどの項目に関連しているかを説明し、今回の取組を今後も続けるよう全校に

呼びかけました。 

 また、美土里小では毎年５・６年生を対象に「情報モラル講習会」を開き、これから様々な情報に

接していくことの多い高学年の児童の理解を深めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よいところ見つけの花 

後期人権月間の振り返り 

各学年の取り組みの発表 
後期人権月間の振り返り 

企画委員会の発表 
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４ 私たちの取組 

（１）自分たちで課題を見つけ、解決する。 

 今年度から、美土里小の学校教育目標に「思いやりいっぱい」が加わりました。それを受け、これまで以上に

「思いやり」について考え、企画委員会の児童が中心となって課題を見つけ、解決するよう意識してきました。 
 前期人権旬間では、企画委員が話し合い、「美土里小のあいさつがまだ完璧でないこと」を課題として見つ

け、その解決のための手立ての１つとして、あいさつの合言葉「みどりのお・も・い・や・り」を提唱しました。 
 後期人権月間では、各学年・学級で自分のクラスの課題を話し合い、どのようにすればもっと良いクラスにな

るのかを考え、取組を実践しました。各クラスでの取組をクラスでとどめてしまうのではなく、振り返り集会で取

組を発表し合い、今後も思いやりいっぱいの学校を目指していくことを確認し合いました。 
 
（２）西中校区小中・小小連携を基盤とした児童会活動 

 西中校区では、あいさつ運動で互いの学校を行き来して活動したり、夏休みに各校代表が集まって

会議をしたりするなど、小中・小小の連携を意識しています。あいさつ運動で他の学校の良さを見つ

け、自分の学校の取組に生かすことができ

ています。夏休みの会議「西中サミット」

では、「アクション３＋を広めていくには」

というテーマについて、西中の生徒会が中

心となって話し合い、今年度は「ウェスト・

ドリーム・プラン」という共通の取組が決

まり、各校で実践していきます。中学生が

スムーズに進行する姿を見た企画委員の子

どもたちは、中学生の姿に憧れを感じたよ

うです。 

 
５ 取組のまとめ 

（１） 取組の成果 

 今年度は、これまでの良い取組や伝統を引き継ぎながら、企画委員会だけでなく各学年・学級で自

分たちの課題を見つけ、改善する取組を考え実践してきました。また、昨年度のいじめ問題解決に向

けた子ども会議で決まった「藤岡市いじめ防止行動目標アクション３＋」の内容を、低学年にも分か

りやすく、スマホ等を持っていない児童も身近に感じられるように、自分たちの活動とからめて意識

するようにしました。 

 美土里小のこれまでの取組や伝統をふり返ったり、アクション３＋と自分たちのクラスの活動をか

らめたりすることで、様々な取り組みの「つながり」を意識できました。今回様々なつながりを意識

できたことで、今年度の取組が美土里小で引き継がれていくでしょう。 

 いじめは子どもたちの中や周りで起きます。それらにいち早く気づき、対処できることが一番の防

止策ではないでしょうか。今年度美土里小の子どもたちが、自分たちの課題を見つけ、改善策を考え

実践したことで、自分たちの近くのいじめにいち早く気づき、なくすよう努力する姿勢につながった

と思います。 

 

（２）今後の課題 
 今年度様々なことに取り組んできた美土里小ですが、人権集中学習期間だけ思いやりある行動をしたり、何

かを提唱した時だけ意識したりするだけでは、「笑顔いっぱい・思いやりいっぱいの美土里小」にはなりません。

いじめがなく、全校児童が笑顔でいられる学校を目指し、児童一人一人が思いやりある行動をとることが大切

です。次年度も児童会活動を中心に、子どもたちが主体的に動き、考え、実践する学校を目指します。 

西中サミットの様子 
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いじめ問題解決に向けた年間の取組 
藤岡市立美土里小学校 

月 学校の取組 西中校区での取組 
４月 ・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）  
５月 ・委員会毎に順番に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） 
・縦割り班活動 
・家庭訪問の実施 

・小中連携スマイルハイタッチあい

さつ運動 

６月 ・委員会毎に順番に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） 
・縦割り班活動 
・Ｃ&Ｓ調査の実施 
・前期人権旬間にて「よいところ見つけの花」（ＨＡＰＰＹはぁとふ

るツリー） 

・小中、小小連携スマイルハイタッ

チあいさつ運動 
・各校が前期人権期間 

７月 ・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査） 
・縦割り班活動 

 

８月 ・教育相談の実施 ・西中サミットへの参加（西中学校） 
９月 ・委員会毎に順番に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） 
・縦割り班活動 
・藤岡多野いじめ防止フォーラムへの参加（藤岡北高校） 
・全校に西中サミットとフォーラムの内容の伝達 

・小中連携スマイルハイタッチあい

さつ運動 

１０月 ・委員会毎に順番に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） 
・縦割り班活動 

・小中連携スマイルハイタッチあい

さつ運動 

１１月 ・委員会毎に順番に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） 
・縦割り班活動 
・後期人権月間にて「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 

・小中、小小連携スマイルハイタッ

チあいさつ運動 
・各校が後期人権期間 

１２月 ・委員会毎に順番に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） 
・縦割り班活動 
・Ｃ&Ｓ調査の実施 

・小中連携スマイルハイタッチあい

さつ運動 

１月 ・委員会毎に順番に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） 
・縦割り班活動 

・小中連携スマイルハイタッチあい

さつ運動 

２月 ・委員会毎に順番に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） 
・縦割り班活動 
・いじめ問題解決に向けた子ども会議への参加 
・全校に子ども会議の内容の伝達 

・小中連携スマイルハイタッチあい

さつ運動 

３月 ・委員会毎に順番に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） 
・縦割り班活動 

・小中連携スマイルハイタッチあい

さつ運動 
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いじめ問題解決に向けた各校の取組の報告 

（学校名 藤岡市立美九里東小学校） 
１ いじめ問題解決に向けた私たちの取組名 

    『笑顔いっぱい やる気いっぱい 元気いっぱい みんななかよし  美東小』 

２ 「いじめ撲滅宣言」とのかかわり 

 本校では、学校教育目標を受け、目指す児童像として、「笑顔（やさしく）」「やる気（かしこく）」「元気

（たくましく）」を目標に教育活動に取り組んでいる。 

いじめは、児童の自己に対する不安感が、他者に対して排他的であったり攻撃的であったりするような

行動として表れると考える。その不安を取りのぞくためには、自己肯定感をもたせることが必要である。

児童の自主性を育て、安定した生活の中で自己肯定感をもたせることが、他者への思いやりにもつながり、

「いじめ撲滅」に有効である。本校では、児童集会や縦割り班活動を通じて、特に高学年では責任ある役

割をもたせ、その役割をしっかりやりきらせて達成感を味わわせることで、自己有用感を感じさせる。低

学年では、高学年の児童に手助けしてもらえる、優しくしてもらえることにより学校生活に安心感をもた

せる。そして、互いに信頼し合い助け合える関係を築くことで「笑顔あふれる友だちづくり」を実践して

いくことができると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指す児童 

笑顔（やさしく） 

思いやりがあり 
仲よく助け合える子 

やる気（かしこく） 

自分で考え 
進んで勉強する子 

元気（たくましく） 

じょうぶで 
頑張りぬける子 

私たちは 

いじめをしない させない 許さない 

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

学級学校を自らつ

くります。 

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 
友達の良い 
ところを 
進んで認め、 
ほめます。 

スマイルハイタッチあいさつ運動 ＨＡＰＰＹはあとふるツリー運動 

藤岡市ネットいじめ防止行動目標アクション３ 縦割り班活動 

いじめ撲滅宣言・行動目標 



- 22 - 

３ 共通の取り組み 

 

（１）スマイルハイタッチあいさつ運動 

  本校では、今年度、児童会本部役員を中心に、学

期に一回「スマイルハイタッチあいさつ運動」を実

施した。実際のあいさつ運動では、５・６年生全員

があいさつ当番として順番に校門に立ち、登校して

くる児童に対してハイタッチをしながらあいさつを

行った。校門を入ってくる児童は、最初は照れくさ

そうにハイタッチしていたが、どの子もいつもより

笑顔で大きな声であいさつできていた。 

活動後には、「ハイタッチをすることで、楽しくあ

いさつできた。（児童）」「お互いの顔を見て笑顔であ

いさつをすることができていた。（職員）」などの感想も聞かれた。 

 

（２）ＨＡＰＰＹはあとふるツリー運動 

  本校では、人権教育集中学習週間にあわせて「Ｈ

ＡＰＰＹはあとふるツリー運動」を実施した。本校

の校庭に大きな楠があることから活動の名前を「や

さしくされるとうれしいな『ありがとうのくすのき』

運動」とし、友達にしてもらってうれしかったこと

や友達のよいところを葉の形のカードに記入し、木

の掲示物に貼り付けていった。最初の一枚は、学級

活動の時間等を使って各クラスで取り組み、以後は

書きたい児童が自由に貼っていくこととした。低学

年の児童に限らず、高学年でも自分からすすんでカードを記入したくさん貼り付けることができた。『あ

りがとうのくすのき』は、人権教育集中学習週間後、他の学年の児童のカードも見ることができるよう

に、１階の廊下に全学年分を集めて掲示した。 

また、給食の時間に、放送委員の児童がカードを読み上げた。今までも、自分のことが書かれている

カードを見つけて嬉しそうにしている児童が多く見られたが、放送の中で自分のことが読まれると照れ

くさそうにしながらも、嬉しそうな表情を浮かべていた。 

  

（３）藤岡市ネットいじめ防止行動目標アクション３ 

 ５年生では、「思いやり」についての道徳の授業を行

い、携帯メールでの言葉の伝え方について考えた。携

帯メールでは、顔が見えなかったり、言葉だけでは伝

わりきれないことがあったりするからこそ「思いを伝

えるために大切なことがある」ということを学ぶこと

ができた。また、「思いを伝えるために大切なこと」は

携帯メールに限らず、日常生活の中でも大切であると

いうことを考えることができた。この授業で考えたこ

とを生かし、５年生ではその後の学活の授業で「いじ

め防止行動目標アクション３」について考えた。児童一人一人が「なぜ、いじめ防止行動目標アクション
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３が必要なのか」、「学校生活の中でどんな場面でどのようにアクション３を意識した取組ができるか」に

ついて、真剣に考えることができた。 

 

３ 私たちの取組の概要 

（１）小・中の連携した取組 

 ○４校連携の取り組みの実施 

   東中校区では、学期に一回「地域でふれあうあい

さつ運動」を実施している。設定している週には、

東中生、ＰＴＡ本部役員の方々、地域の方々と一緒

に本校児童のあいさつ当番が校門に立ち、登校して

くる児童にハイタッチしながら「おはようございま

す。」とあいさつを行った。期間中には東中生徒会に

よる「ガッチュウレンジャー」も登場し、児童たち

も自然に笑顔になってあいさつを行っていた。 

（２）本校の取組 

○縦割り班活動 

本校では、縦割り班活動を通じて、日常的に異学

年間の交流を図っている。高学年は、下学年の児童

に配慮して活動の内容を考えたり、面倒をみたりす

ることによって、相手の気持ちを考えて行動しよう

とする意識を高めさせる。低学年では、高学年の児

童に手助けしてもらえる、優しくしてもらえること

により学校生活に安心感をもたせる。そして、互い

に信頼し合い助け合える関係を築くことで「笑顔あ

ふれる友だちづくり」を実践していくことができる

と考える。運動会の団もこの縦割り班が活動の基と

なり、異学年にも笑顔で応援を行っていた。 

 

４ 取組のまとめ 

（１） 取組の成果 

   「いじめ撲滅」のために他者を思いやり、自覚と責任を持って学校生活を送ることを目指した。お

互いに声をかけあったり、高学年は下学年のことを考えた計画や行動をしたりしている場面が増えて

きた。児童会が企画した「全校遊び」では、多くの児童が「また、やりたい」と言い、低学年の児童

も楽しみにしている。あいさつ運動は朝の活動だが、集団下校時にも、児童が自然とハイタッチをす

る場面が見られ、笑顔であいさつすることができている児童が増えた。「笑顔あふれる友だちづくり」

に向けて、さらにあいさつの声にまで、児童が自ら着目できるような取り組みを考えていきたい。 

（２） 今後の課題 

   児童は、自分のことが精一杯で、まわりのことまで考える余裕がなかったり、無関心になってしま

ったりすることがある。いじめ撲滅のためには、みんなが前向きに取り組もうとする姿、そのために

協力し助け合う姿が見られるようになることが大切であると考える。「いじめ撲滅」に向けてさらに活

動を見直し、児童一人一人の心に「いじめは絶対許さない」という意識が根ざすよう、改善していく

ことが今後の課題である。また、互いが気持ちのよい生活を送ることができるように、大きな声であ

いさつをするといった、日常の一つ一つのことを徹底してできるように継続した声掛けが必要である。 

 

 



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）
・東中がッチュウレンジャーによる「ネットいじめ防止行動
目標アクション３＋」ポスター作成・啓発

５月
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・ＱＵテスト実施

６月
・全校集会「ネットいじめ防止行動目標アクション３＋について」
・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教育懇談会
・東中校区地域でふれあうあいさつ運動

７月 ・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

８月 ・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

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）

１１月
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）
・人権学習週間
・ハッピーはあとふるツリー運動「ありがとうのくすのき」作成

１２月
・人権教室
・いじめに関する道徳の授業実施
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・東中校区地域でふれあうあいさつ運動

１月 ・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

２月
・いじめ問題解決に向けた子ども会議参加
・全校集会にて子ども会議の内容伝達
・生活アンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

３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年間の取組
藤岡市立　　　　美九里東小　　　　学校　

－２４－
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 いじめ問題解決に向けた私たちの取組名               藤岡市立美九里西小学校

１「みんなの心をつなげよう！」       

 
２「いじめ撲滅宣言」とのかかわり 

美九里西小では、６月４日（月）～１５日（金）の１０日間、 

人権旬間を設定して、全校で「いじめ」について考えました。６ 

月５日のオープニング集会で、校長先生の講話を受け、今年度 

もスローガン「みんなの心をつなげよう！」のもと「いいところ  

みつけよう」をテーマに、学級と児童会・代表委員会で話し合い 

を持ち、その結果、今年度全校で取り組んでいくことが決まりました。 
                 
 
今年度も児童会主体の活動として、児童集会の中で「どの学年も楽しめて、声を掛け合える」をテーマ

に遊びを考えました。また、お互いが尊重し合って気持ちよく学校生活が送れるように、「人権ポスター」

を作成して全校に呼びかけをしました。その他にも具体的な取り組みとして、あいさつ運動、縦割り活動、

全校仲良しプール、１１月～１２月の人権月間での「思いやりの木（実らせよう思いやりの実）運動」、

「児童会の劇によるいじめ撲滅の啓発」を行ったり、４月から異学年交流による関わりの機会を増やし、思い

やりの気持ちを育てるために、清掃も縦割り班で行ったりして、活動の場を広げ充実させています。このような

様々な活動を通して思いやりの心を育て、いじめのない学校づくりに一人一人が取り組み、楽しい学校生

活を送れるようにしています。 

 

 
 
 
 
 
 

全校仲良しプール             縦割り班でのゲーム活動          人権ポスター 

         

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 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

「みんなの心をつなげよう！」 
○ 誰にでも思いやりを持って話そう。 ○ 人権ポスターを作る。 

今年度も、積極的にあいさつできる子を育てようと、６月・１２月・２

月の年３回、一週間ずつの「地域でふれあうあいさつ運動」を実施しました。

「あいさつ運動」では、保護者や地域の人々に元気に笑顔であいさつするこ

とを目標とし、東中の先輩、区長さん、民生委員さん、更生保護女性会の

皆さんと一緒にあいさつ運動に取り組み、進んであいさつができるように

呼びかけてきました。 

また、東中校区スローガンの『かわそう、あいさつ』を実践すべく、東

中のガッチュウレンジャーも一緒に参加してくれました。５年前からは、

校長先生が中心となって毎朝スマイルハイタッチを進めていて、子どもたちの

元気のよい「おはようございます！」の声が響いています。 

人権旬間オープニング 
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○ ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動 

本校では「思いやりの木（実らせよう思いやりの実）運動」として 

取り組んでいます。友達にしてもらったうれしいことや、友達がした良 

いことを紙に書き、「思いやりの木」に貼りました。以前から取り組 

んでいるため、子どもたちは積極的にたくさんいいことを見つけ、思 

いやりのある行動を書き込むことができます。また、給食の時間に放送 

委員が書いてある内容を放送し、全校で思いやりの気持ちを共有しました。このことが「みんなの心をつな

げる」上でとても有効であり、意欲を一層高めることができました。また、本年度のテーマに沿って、い

ろいろな児童のよいところに気付くことができました。 

さらに、普段から多くの学年で帰りの会で「友達のいいところ探し」を発表しており、人権月間だけで終わ

ることなく、日頃から継続して取り組んでいます。 
 
○ 藤岡市ネットいじめ防止行動アクション３ 

「アクション１ 相手が喜ぶ言葉を使おう～ふわふわ言葉を増やそう～」 

学活の時間に、各学級で相手の気持ちがあたたかくなる「ふわふわ 

言葉」について話し合いを行いました。学習を通じて児童は、「相手 
が喜ぶ言葉＝自分が言われてうれしい言葉」であることに気付きまし 
た。学年に応じたふわふわ言葉を日常的に使い、嬉しかった時には、 
帰りの会で発表している学年もあります。 

「アクション２ 送信する前に確認しよう～話す前に相手の気持ちを考えよう～」 
毎月行われている代表委員会では、毎月の生活目標を決めることの他に、日頃学校生活で困って

いることを話し、改善する方法を考えています。今年は「人権ポスター」を作成し、言葉遣いをい

つでもどこでも意識できるよう、取り組んできました。児童集会でも児童会から繰り返し伝えてき

たことで、最近では改善がみられるようになりました。 
「アクション３ 大切なことは相手の目を見て伝えよう～人権集会を通して～」 

児童会が人権集会で行った人権劇の中で伝えた、「話をする時はお互いの目をよく見合いなが

ら、相手に伝わりやすいようにはっきりと大きな声で話す」ということを実践していました。児童

はその様子を見ながら、話をする時に大切なことを理解することができました。 

 

４ 私たちの取組 
（１） 縦割り班活動 
 異学年交流を通して思いやりの気持ちを育てるために、縦割り班活動に取り組んでいます。清掃活動、

体育集会（班対抗ドーナツドッヂボール、結団式）、運動会（入場行進、応援合戦、全員リレー）、児童

集会（クイズ、ゲーム、上毛かるた大会）など、いろいろな場面で縦割り班での活動を行っています。清

掃の時間には、下学年の児童にやさしく丁寧に教えてあげる上級生の姿や、お互いに助け合っている姿な

どが見られました。これらの活動を通して、自分たちの学年だけでなく他の学年の児童とも交流が深まり、

思いやりにあふれた人間関係が育まれています。 

                      

（２） 人権月間（思いやり月間）     
 １１月１３日（火）～１２月１４日（金）までを「思いやり月間」とし、人権に関わる校長先生の講話

を聞いて、「わたしの思いやり宣言」を一人一人が書いて教室に掲示しました。この宣言を人権月間の行

動目標として取り組みました。また、児童会による人権劇の発表も行われました。約１カ月間の取り組み

で、自分や周りにいる人を大事にしようとする人権意識を高めました。 
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 ➀ 全校仲良し給食、全校遊び【１２月４日（火）】 

 全校児童の人間関係を深めることをねらいとして、児童会が企画し、今年度も「全校仲良し給食」

と「全校遊び」を行いました。 
 給食の準備では、上級生が下級生の手伝いに行くなど、思いやりにあふれた交流ができました。グ

ループ編成は縦割り班とし、子どもたちは、体育館フロアーの班ごとに決められたエリアに、遠足で

お弁当を食べるようにレジャーシートを敷いて輪になり、児童会役員の合図で、給食を始めました。

食事の途中で児童会役員が仲良し給食の感想をインタビューし、楽しく和やかに行えました。 

給食後は、全校遊び「１２の誕生日」をしました。これは、全校児童で一つの大きな輪をつくり、

曲に合わせて自分の誕生日に円の中心に集まり、異学年で手を繋ぎながら回ります。また、その後「進

化ゲーム」を行いました。同じ動物同士でジャンケンをして、勝てばどんどん人間に近づいていくゲ

ームです。このゲームは異学年と関わる機会が多く、自分から積極的に話しかけることができるゲー

ムで、児童会で考えたテーマに合っていたため、行いました。３０分という長い昼休みでしたが、全

校児童が一つになって楽しく遊ぶことができました。初めて参加した１年生からは、「楽しかった！」

「今度はいつやるの？」などと、笑顔いっぱいの感想を聞くことができました。 

② 人権集会【１２月１２日（水）】   
 児童会役員がこの日のために企画・台本準備をしてきた、児童主体の人権集会です。集会では、人

権をテーマにした劇『かちかち山』が行われました。劇の中で「いじわるなたぬき」を登場させ、日常の

中で、児童が感じる「いじめの芽」を盛り込みました。それらの改善を目指し、思いやりの気持ちを持つ

と、「思いやりの実」を美味しく食べられるのだと投げかけました。劇を通して、全校児童で課題意識を

持つことで、よりよい人間関係づくりを構築しようとする意識を高めました。どの子も真剣に劇を見てい

て、「もっと仲のいい西小を築いていきたいな」と感じてくれたようです。 
 
 
 
 
 
 
 

全校仲良し給食           全校遊び「１２の誕生日」        人権劇『かちかち山』 
 

５ 取組のまとめ 
 (1) 取組の成果 

◯縦割り班での活動の充実により、学年に関係なく休み時間に遊んだり、声を掛け合ったりすることが

ごく自然にできるようになりました。高学年の児童がリーダーシップを発揮して、低学年の児童に自

分から手助けしたり、声掛けをしたりするなど思いやりの心も育ちました。 
◯人権旬間、人権月間での取り組みを通して、友達のよさに気づき、認め合える人間関係を築くことができまし

た。また、学校や友達が大好きな児童が増えました。 

◯児童会役員が児童集会等を企画・運営することで、「自分たちが学校のために頑張っている」という

自己有用感を育むことができました。 

(2) 今後の課題 
 ◯本校の児童一人一人が、自信を持っていつも笑顔で元気に過ごせるよう、「失敗しても大丈夫」と思

えるような温かな人間関係づくりをより一層充実させ、児童会を中心によりよい実践をしていきたいと

考えています。また、全校児童の声に耳を傾けながら、児童主体の活動を企画運営していきたいと思います。 
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いじめ問題解決に向けた年間の取組 
藤岡市立美九里西小学校 

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・悩み事実態調査） 
・ガッチュウレンジャーポスターによる

アクション３＋の啓発活動（実施予定） 

５月 ・生活アンケート（いじめ・悩み事実態調査） 
 

 

６月 

・登校班を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動 

・人権標語作成 

・生活アンケート（いじめ・悩み事実態調査） 

・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・悩み事実態調査） 
 

 

８月 
・始業式にてお互いのよさを認め合うことの大切さについ

ての話 

 

 

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・悩み事実態調査） 
 

１０月 ・生活アンケート（いじめ・悩み事実態調査） 
 

 

１１月 

・ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動 

・各教室に思いやり宣言の掲示 

・思いやりに関する道徳の実施 

・人権ビデオの視聴 

・生活アンケート（いじめ・悩み事実態調査） 

 

１２月 

・ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動 

・登校班を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動 

・児童会を中心とした全校仲良し給食、仲良し遊びの実施 

・児童会中心の人権集会の開催 

・生活アンケート（いじめ・悩み事実態調査） 

・スマイルハイタッチあいさつ運動 

１月 
・始業式にてＳＯＳの出し方についての話 

・生活アンケート（いじめ・悩み事実態調査） 
 

２月 

・登校班を中心としたスマイルハイタッチあいさつ運動 

・いじめ問題解決に向けた子ども会議への参加 

・全校集会にて子ども会議の内容の伝達 

・生活アンケート（いじめ・悩み事実態調査） 

 

３月 ・生活アンケート（いじめ・悩み事実態調査） 
 

 



－29－ 
 

（学校名 藤岡市立平井小学校） 
１ いじめ問題解決に向けた私たちの取組名 

つながれ！広がれ！平井っ子の輪！２０１８ 

 

２ 「いじめ撲滅宣言」とのかかわり 

平井小学校では自分の考えを伝えられる子どもの育成を図るために、集会活動の充実を重点的な取

り組みのひとつにしています。児童会や高学年が中心となって、生活目標と関連付けながら学校行事

や縦割り集会・児童集会を行うことで、生活改善を目指しています。また、縦割り集会などの学年を

越えた交流に加えて、西中校区の学校で行われる西中サミットなど、学校を越えた交流も充実させ、

思いやりの心を育てる活動を行ってきました。 
 

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」 

（１）「スマイルハイタッチあいさつ運動」について 

 「笑顔あふれる友だちづくり」

のためにできる事を児童会役員

で話し合い、通学班あいさつ運

動に取り組みました。各学期に

１回ずつ、１週間実施しました。

これによって１年生から６年生

まで全校児童があいさつする側

に立つことができ、「笑顔で・目を見て・自分から」というスローガンのもと、元気な声がより一層響

き渡る学校になりました。また、西中学校の生徒も参加しているあいさつ運動と重ねたので、久しぶ

りに卒業した先輩に会える楽しい機会にもなっています。中学生があいさつの後、今日の感想や平井

小へのメッセージを全校放送してくれるのも励みになっています。 
（２）「ＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動」について 

１２月の生活目標「『一日一善』を意識して行動しよう」

を受けて、職員室前の児童会掲示板に「一日一善」のリン

ゴカードを貼り、みんなで見合いながら、「人の役に立つ

にはどんなことができるだろうか」を考えました。「消し

ゴムを拾ってくれた」や「分からない問題を教えてくれた」

など友達同士の気づきもあれば、児童から先生へ、先生か

ら児童への気づきもあり、まさに学校全体での活動になっ

ていました。 

（３）「藤岡市ネットいじめ防止行動目標アクション３＋」について 

 昨年度の「いじめ問題解決に向けた子ども会議」を受けて、西

中学校区として共通してどんな活動をしていくべきかを、西中学

校区の生徒会、児童会が集まり話し合いをする「西中サミット」

で意見を出し合いました。「西中サミット」で出た意見をもとに、

新たに「ウエストドリームプラン」と名付けられた活動に取り組

みながら、４校合同でいじめ防止活動を進めつつ、「アクション

３＋」を広めていきます。 
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４ 私たちの取組 

（１）みんなで楽しむ・みんなで学ぶ児童会活動や学校行事 

①たてわり集会 

たてわり集会は毎月１回行っている活動です。全校を

９班に分けて、１年生から６年生まで２０名ほどで構成

されています。６年生は低学年から高学年まで全体で楽

しめる遊びを考えるのが大変ですが、みんなで知恵を出

し合って毎回工夫しています。また、遊びの説明はたて

わり集会用のファイルに書いて、みんながわかりやすい

説明になっているか先生方にもチェックをしていただき

ます。この活動の中で、相手の気持ちを考えたり、相手

に喜ばれるうれしさを知ったりすることができて、とて

も大切な経験になりました。３学期に入ると、この活動は５年生へと引き継がれます。たてわり集会

は、日頃違う学年の友達と遊ぶことが少ないので、みんな楽しみにしています。これをきっかけに休

み時間も誘い合って遊ぶ友達もできて楽しみが増えました。 
 

②全校で盛り上げよう「運動会」「マラソン大会」 

学校行事は、全校が一つになれる良い機会です。平井小

学校は全校で１８０名ほどの学校なので、運動会は３つの

団に分かれて競い合います。団別競技や応援合戦など各団

の団結により、一層盛り上がりました。 
マラソン大会の練習も団別で競い合いました。練習で走

った数の合計を児童会掲示板にシールで表示したところ、

団で力を合わせて走りきれるようになりました。昼の放送

で頑張っている班や個人を発表して賞賛する活動も取り入

れ、マラソン大会に向けて意欲化が図られました。個人種目のマラソンも縦割り班である団別を取り

入れることでお互いを励まし、応援する姿が見られました。当日は新記録も出る走りが見られ、大変

盛り上がりました。 
   

③相手のことを大切に考える「思いやりメーター」の取組 

 児童会が中心となって、平井小に相手のことを大

切にする言動をたくさん増やしていき、「思いやり

メーター」を満タンにしていく活動を試みました。 

 各教室のろうかにハート型の模造紙を掲示し、ピ

ンクのふせんに「こんなことを言ってもらってうれ

しかった」や「こんないいことを言っている子がい

た」などを書いて、ハートの中にたくさん貼ります。

児童会本部が各クラスのふせんの数を数えて、その

数の分だけ職員室前に掲示した大きな青いハート

型「思いやりメーター」に赤いシールを貼り付けていきます。メーターに赤いシールがたまれば

たまるほど、青く冷たいハートが赤く温かいハートになっていくという活動です。この活動を通

して、相手のことを大切にする言動を可視化することで、子ども達自身に、いじめにつながる心

ない言動やからかいなどに気を付けさせ、相手を思いやる言動を意識させることができました。 
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（２）学年・学校を越えてつながろう―交流の試み― 

①１年生と 6年生の交流【給食準備・読み聞かせ】 

１年生が入学して最初の１週間、６年生が給食の準備に出かけま

す。また学校生活に慣れない１年生に給食を配り、ランチマットの

使い方、給食の並べ方を丁寧に教えてあげます。慣れていくと名前

を聞いたり、給食の献立を教えてあげたりとほほえましい交流が見

られます。６年生も自然とやさしい心になります。 
６月には、業前活動で実施している「読み聞かせ」の時間に、６年

生が、低学年の教室に出向いて絵本の読み聞かせを行いました。 
６年生は、少し緊張しながらも、低学年の子ども達によくわかるよ

うに、本の見せ方や読み方を工夫して、事前にたくさん練習をして、

本番を迎えました。低学年の子ども達も、６年生による読み聞かせが

大好きで、真剣にお話に聞き入っていました。６年生として高学年の

自覚をもつとともに、低学年からの信頼やあこがれも高まりました。 
     

②西中学校・美土里小学校・日野小学校との交流 

   
西中校区の４校では、あいさつ運動や合同授業を中心に交流が深まっています。 

 
 ５ 取組のまとめ 

（１）取組の成果 

・ 児童会主体による HAPPY はあとふるツリー運動や思いやりメーターの活動により、子ども達  

  の相手を思いやる言動を視覚化し、意識させることで、いじめ防止につながりました。 

・ 通学班単位でのあいさつ運動が定着してきました。「笑顔で」「目を見て」「自分から」をスローガ

ンに、全ての子どもたちがあいさつ運動に関わることで、低学年を中心に元気なあいさつが広が

るきっかけになりました。 
・ 学年・学校を越えたつながりを目指す試みが定着してきました。今年度から新たに取り組み始め

た試みもいくつかあり、さらにつながりが充実してきました。 

・ 児童会や高学年を中心に、学校をよりよくするために何ができるかを児童が主体的に考え、取り

組んでいく姿がたくさん見られるようになってきました。今後もさらに児童主体でよりよい学校

づくりを進めていきたいです。 

（２）今後の課題 

・ 「自分から」あいさつができる人が少なく、登校途中の指導員さんや保護者の方々に元気なあい

さつができていない現状もあります。通学班あいさつ運動では、さらに「笑顔で」「目を見て」「自

分から」のスローガンを意識させていきたいです。と同時に、あいさつには「心」が大切であり、

日頃から人間関係づくりや感謝の心の育成とつながりを意識さえるような取組を考えていきたい

と思います。 



月 学校の取組 中学校区での取組

４月 ・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査） ・ＷＤＳ小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

５月 ・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査） ・ＷＤＳ小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

６月

・前期人権月間にて各学年で人権ビデオ鑑賞
・いじめに関する道徳の実施
・通学班によるスマイルハイタッチあいさつ運動
・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・ＷＤＳ小小、小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動
・いじめ問題解決に向けた教育懇談会

７月 ・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査） ・ＷＤＳ小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

８月 ・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査） ・西中サミット開催

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）
・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・ＷＤＳ小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

１０月 ・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査） ・ＷＤＳ小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

１１月
・通学班によるスマイルハイタッチあいさつ運動
・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・ＷＤＳ小小、小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

１２月
・後期人権月間にてＨＡＰＰＹはぁとふるツリー運動「一日一善リンゴの木」
・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・ＷＤＳ小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

１月
・通学班によるスマイルハイタッチあいさつ運動
・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・ＷＤＳ小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

２月

・「思いやりメーター」の活動
・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
・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査）

・ＷＤＳ小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

３月 ・なかよしアンケート（いじめ・悩みごと実態調査） ・ＷＤＳ小中連携スマイルハイタッチあいさつ運動

　　　　　　いじめ問題解決に向けた年間の取組
藤岡市立　　　　　　平井小　　　　　学校　
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