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平成３０年度いじめ問題解決に向けた子ども会議に参加して（感想） 

【小学生】 
〇 私はこの会議にはじめて参加しました。いじめ問題解決に向けてたくさん

のキーワードを出し合って話し合い、考えを深めていくことができました。そ

の中で特に印象に残ったキーワードが「気付く」「自信を持つ」「伝える」と

いう言葉です。その理由は、いじめに気付くことが大切だということ。お互い

の良さを普段から伝え合えれば、自信をもって生活できるようになるという

ことを強く感じたからです。これらのことは、いじめの未然防止につなげてい

くきっかけになるのではないかとも感じました。 

  今回この会議に参加し、小・中・高校生が一緒に話し合いができたこと 
でこれまで取り組んできた活動への理解をさらに深められたし、とても勉強 
になりました。会議を通して学んだことや感じたことを学校全体にも広げて 
いきたいです。そして、自分自身でもいじめの未然防止を意識して生活してい 
きたいです。 

 
〇 会議では主に、いじめの未然防止のことについて意見がたくさん出されて 
いました。その中で出た「相手のことを思ってからメッセージを発信する、相 
手に接する」ということや、「自分を一から見直す」といったことを実際にし 
ていきたいと思いました。それは、相手を思ってから実行できれば、相手に嫌 
な思いをさせてしまうことを防げるのではないか、自分を一から見直すこと 
ができれば、自分にできることは何か、自分がされて嫌なことは何かといった 
ことにも目を向けて生活でき、いじめの未然防止につなげていけるのではな 
いかと感じたからです。 

  このようなことをまず自分で実行し、代表として参加した会議の内容をし 
っかりとみんなに伝え、みんなで行動できるようにしていきたいと思います。 

 
〇 今回のこの会議を通して、たくさんのことを学びました。会議では様々な 
意見が出て、やっぱりいじめはダメだなと思いました。会議室に行く階段のと

ころに「いじめは犯罪」というポスターがありました。誰にも気付かれないか

んじでしたがたった一人、私は見ていました。この会議を通して、このポスタ

ーのことも深く考えさせられました。 
  はじめは、もちろん緊張していました。どんなことをするのか全く分からな

いまま、会議スタート。１回発表すると、少し楽になりました。班の人たちが   
話しかけてくれて、笑顔になって会議ゴール！終わった後、大きな達成感 
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でした。 
 
〇 はじめて「いじめ問題解決に向けた子ども会議」に出て、とても緊張しまし 
た。子ども会議に出たことによって、改めて、いじめは絶対にしてはいけな 
いなと思いました。会議では、自分では思いつかなかった考えや思いがたく 
さん出てきて、とても勉強になりました。いじめについては、未然防止の意 
見のほうが多く出てきたので、いじめは起こる前の方が大切だと考えました。 
また、「相手の良いところを見つけ合うことによって、なぜいじめ防止につな 
がるのか。」という会議で２班では「気づく・見つける」「自信」「笑顔」とい 
うキーワードが出てきて、相手の良さを見つけて、気づいてあげることによ 
って、相手も自分も笑顔になり、相手への自信につながるという意見でした。 
大人も子どもも「自信をもつ」ことで、いじめ防止につながるという同じ考 
えでした。私の初めに考えていた、いじめをなくすために必要なことを表す 
漢字一字は笑顔の「笑」だったけれど、会議をしたことによって相手の存在 
に気づくことが大切だと思い、最後には、気づくの「気」という漢字にしま 
した。この会議では、代表者しか参加できないので、とてもいい経験ができ 
ました。この会議で話し合ったことを活かして、少しずつでもいじめを減ら 
していきたいと思います。 

 
〇 最初は知らない人が多く、とても緊張しましたが、第一部や“自己紹介” 
で、周りの人と打ちとけることができました。第２部では班別協議で「友達の

良い所を見つけ伝え合う」のは、どうしていじめの未然防止になるのか、とい

うことを話し合いました。ふせんに自分の意見をしっかり書け、自分の意見も

発表できたと思います。また、まとめるときに、意見を少し言えたのでよかっ

たです。第３部では、班で出た意見を発表し、大人が出した意見と比べました。

どの班も深く考えられていて、とてもすごいなと思いました。大人の意見と比

べてみると「温かい心でほめたりするところが大事」というところが同じでし

た。そして、この会議を通して思った漢字一文字は「温」です。理由は、「温

かい心をもって接したり、行動したりすること」を頑張っていきたいからです。

この会議で、たくさんの意見を発表して、深く考えることができました。この

ことを小野小でも活かして、いじめのない小野小にしていきたいです。 
 
〇 私は、この会議に参加して、いじめをなくす方法はたくさんあると、あら 
ためて思いました。いじめをなくすことを心がけるには、伝えたり、考えた 
りすることが大切だと思ったので、しっかり実行していきたいです。 
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〇 私は子ども会議に参加して、同じ小学生でも人それぞれ「いじめ」に対する 
考え方がちがって、とても参考になりました。また、いじめを未然防止するた 
めには、相手の良いところや自分の気持ちを直接相手に伝えて、お互いを認め 
ると、いじめがなくなるのではないかと思いました。今回話し合ったことを学 
校にもって帰り、よりよい美土里小になるように伝えていきたいです。 

 
〇 初めて子ども会議に出たので、とても緊張しました。でも、半ばになってき

たら、提案がたくさんできるように気持ちが落ち着いてきました。そして、４、

５回くらい提案ができました。これからも、今回の会議で自分の決めた「止」

という漢字を心がけながら学校生活を送っていきたいです。 
 
〇 他の学校の人や、中学生、高校生と話をするのはとても緊張しました。でも、 
グループの話し合いで、高校生がいろいろ話をしてくれたので、意見が言いや 
すかったです。 

  今回、子ども会議に参加して、あらためていじめはよくないと思いました。 
これからは、いじめを未然防止できるように、行動したいと思いました。 

 
〇 私は、いじめをなくすために大切なことを「思」という字に表しました。ど 
うしてかというと、相手や友だちの気持ちを思いやることが大切だと思った 
からです。でも、子ども会議に参加して、他の学校の人が考えてきた漢字をみ 
て、いろいろな考えがあるんだなと思いました。これからは、相手の気持ちを 
考えて行動できるようにしたいです。 

 
〇 ぼくはこの会議で、友だちとただ接するだけでなく、友だちの様子に気づき、 
どうすればいいかを考えることが大切だと分かりました。ちがう学校の小学 
生や中学生、高校生のみなさんの意見には、とても感心させられて、見習うべ 
き所がたくさんあったなと思いました。また、司会の先生が「意見を発表した 
い人は手をあげてください。」と言うと、すぐにみんなが手をあげて意見を発 
表しようとしていて、本当にすごかったです。自分の学校にもどっても、この 
会議で学んだことを忘れずに、皆が仲の良い学校作りに生かしていきたいで 
す。 

 
〇 私は、子ども会議に初めて出たので、とても緊張しました。でも、となり 
の席にいたのが私の兄だったので、少し気が楽になり、みんなとも話しやす 
かったです。 

  会議の中で、みんなが選んだ漢字１文字が、とてもよい理由のものばかりで 
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した。いじめをされた人は、ずっと心の中にそのことが残ります。私は、いじ

められた事があるから、いじめられている人の気持ちはすごくよく分かります。

だから、私はいじめられている人がいたら自分から助け、その時にその人の話

を聞くだけでなく、自分の意見をその人にしっかり伝えながら、相談にのって

あげたいということを子ども会議を通して思いました。また、いじめの「未然

防止」という言葉を初めて知りました。これからも、私たちの児童会で未然防

止を続けられるようにしていきたいなと思いました。 
 
〇 ぼくは、いじめ問題解決に向けた子ども会議に参加して、他の学校の人た 
ちは、たくさん挙手や発言をしていてとても勇気があるなと思いました。班別 
の話合いでは、高校生が中心になってくれて、とても心強かったです。「いじ 
めを解決するためにはどうすればよいのか」についてたくさんの意見が出て、 
ぼくも共感できるところがたくさんありました。この会議での経験を生かし 
て、学校でもいじめがなくなるように活動していきたいです。 

 
〇 子ども会議で学んだことを生かして、これから生活していきたいと思いま 
す。友達のよいところをたくさん見つけ、それを伝えることのよさを知ること

ができたので、学校のみんなで実行できるように、児童会として全校に広る努

力をしていきたいです。 
 
〇 ぼくは、今回の子ども会議に参加して、いじめというものはなぜ起こるのか、

また、いじめをなくすにはどうすればよいのかをさらに学ぶことができまし

た。この会議に参加させていただき、ありがとうございました。 
 
〇 この会議を通して「相手のよさを伝え合う」ということの大切さを学びまし

た。いじめをしている人の中でも自分は正しくて悪くないと思ってしまって

いる人がいると思います。そんな時は、伝え合うことで、気持ちが通じ合い、

いじめをなくすことができると思います。また、発信していくことが大切だと

言うことも学びました。この会議を通して学んだことを学校のみんなに伝え

ていって、いじめのない学校にしていきたいです。 
 
〇 鬼石小学校は「いじめ０」を目指している学校です。でもかんぺきに０にな 
るわけではないので、会議での体験をもとにして、かんぺきに０にしたいです。

未然防止ができるように、いろいろなことを考えていきたいです。 
 
〇 鬼石小学校は、学年関係なく遊んでいたりするのでいじめは無いのかなあ
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と思いました。しかし、いじめから自殺してしまう人もいるので、いじめが起

こらないように、今回の会議で話し合って出たことを、今後やっていっていじ

めを無くしたいです。 
 
〇 いじめは相手が認められなかったり、思いを伝えられなかったりすること 
から起きてしまうことが多いと思いました。いじめをなくすには、自分の思い 
を正直に伝えることや、相手がコンプレックスだと思っていることも上手に認

めることが大切だと思います。相手の良いところを見つけられるような環境を

作り、それを話しやすい状況を作ることを大事にしていきたいと思います。ま

た、よさを広げていくことも大切だと思いました。 
 
〇 いじめは未然防止が大切だと思いました。友達とほめ合うことで未然防止

ができるのだと分かってよかったです。みんなとたくさん意見を出し合えて、

緊張はしたけど、楽しくできました。 
 
〇 いじめをなくそうとしている人の考えや自分がいじめに対して、どう思っ

ているかをふり返ることができました。とてもいい経験ができました。 
 
〇 私は、子ども会議に参加して、いじめをなくすためには、相手のことを考

えて話をしていればいじめは起きないことが分かりました。このことを学校

生活でも生かしていきたいです。 
 

【中学生】 
〇 他の学校の人と意見を共有し合う場は、なかなか設けられないので、交流で 
きてうれしかったです。私たちは、決まったことを自分の学校の全校生徒に伝

える役割があるので、しっかりと責任を持って伝えていきたいです。これから

もいじめの未然防止に努めていきたいです。 
 
〇 私はいじめ問題解決に向けた子ども会議に参加して、いじめをなくすには

未然防止が大切なんだということを改めて感じました。学校で行っているス

マイルハイタッチあいさつ運動、ハッピーはぁとふるツリー運動などの取組

をいじめ未然防止に役立て、みんなで楽しく、過ごせるとよいと思いました。 
 
〇 今回の子ども会議で、僕は「いじめ」に対する考え方が変わりました。最

初はいじめられている人が勇気を出して「やめて」と言えば大丈夫と思って
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いました。しかし、この会議を通していじめをなくすためには周りの人がい

じめを起こさないような環境をつくることが何よりも大切だと学びました。

また、自分の思いを周りに伝えられるようになりたいと思います。 
  子ども会議で意見を交わし合っただけにならないように、学校に戻って今

日学んだこと、感じたことをみんなに伝えていきたいです。 
 
〇 私は今回の子ども会議に参加して、自分の中ですごく考えが広がったと思

います。例えば「いじめをなくすためにはどんなことが大切か」を漢字一字

で表すと私の頭の中には全く浮かばなかった「切」や「認」などの様々な漢

字が出てきました。どれも納得させられるものばかりで「いじめをなくすた

めに大切なこと」についていろいろな方向から見ることができたと思いま

す。また、相手のよいところを伝えて相手が自信をもつことによって、お互

いによい気持ちになりよい関係がうまれていくということを改めて感じまし

た。学んだことを学校でしっかり伝えたいと思います。 
 
〇 いじめ問題解決に向けていじめの未然防止を視野に入れて話し合いに積極

的に参加できました。よさを伝え合うことでいじめ防止につながるという考

えがまとまったので、今回の話し合いを自分たちの学校でも発信していきた

いと思います。 
 
〇 今回の会議に参加して、他の学校で行っていることや他の人の考え方をよ

く知ることが出来ました。相手の「よさ」を見つけてそれを伝えることでい

じめが少なくなっていくという考えにまとまったので、西中にもその考えを

取り入れ、さらによい中学校にしていきたいです。今回はたくさんの意見を

聞けたり、他の学校の活動を知れたりととても有意義な時間でした。 
 
〇 私は今回の子ども会議を通してたくさんのことに気付くことができました。 
いじめはされている方もしている方も心が痛くなり、どちらも相手のことを認

めることが大切なのだと思いました。いじめは普通の犯罪とは違い、被害者と

加害者が逆転することがあります。恨みを買い、いじめられている方が逆の立

場になってしまうと、加害者になってしまいます。それを防ぐために“認め合

うこと”がとても大切で、お互いを認め合うことがお互いの成長の第一歩にな

ると思います。これからは周囲に目を向け、認め合いながら生活をしていこう

と決意しました。 
 
〇 僕は、子ども会議に参加したのははじめてでした。いろいろな小学校や中
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学校、高校の代表の児童・生徒が来ていて、とても緊張しました。この会議で

いじめのことについて真剣に考えて、北中から、いや、この藤岡市中からいじ

めを無くしたい！そんな気持ちになりました。 
  会議の中で、未然防止することでいじめが少なくなるということを感じた

ので、このことを北中学校でも広めていき、学校全員で意識したり、行動した

りすることが未然防止につながるのかなと思いました。 
 これらのことを北中の生徒会から、発信していきます。とても良い会議でした 
 
〇 今回の会議に参加したことで、私は成長することができたと思います。そ

れは、色々な人の考え方を知ることができたからです。また、今までの考え

方だけにとらわれず、新しい考えを自分のものにして成長して、周りの人に

も広めていきたいです。 
  
〇 僕は今回の会議に参加して、新しい考えを得ることができました。いじめ問

題解決に向けて、僕は「思」という漢字が必要だと思いました。「思」いやり

こそがいじめをなくすために一番よいと思ったからです。しかし、「切」など

いじめとあまり関係がないと思っていた漢字も説明を聞くことで、いじめ問

題にとても大切だと感じました。僕はこの子ども会議でたくさんのことを学

びました。この学んだことを学んだままにせず、学校で広め、自分自身も意識

していきたいです。 
 
【高校生】 
〇 小中高校生で違った意見があり、勉強になりました。いじめは知らないだけ 
で、身近に起きているかもしれないので、会議で学んだ未然防止に努めていき 
たいと思います。とても役に立ちました。 

 
〇 いじめの未然防止、これまでの活動の再確認ということで会議に参加して、

小中高校生の様々な視点からの意見の数々を聞いてみて私自身も改めていじ

めについて深く考えさせられました。今回の会議で学んだ様々なことをこれ

からまずは自分から勇気を出して実行に移していき、この先ずっと今回の内

容を受け継いでもらえるような活動をし、いじめゼロを目指します。本当に価

値のある大変よい会議でした。 
 
〇 今回、子ども会議に参加して、まず、漢字一文字を決めて発表しましたが、

小、中学生はとても積極的で堂々と発表していました。いじめは起きてはなら

ないことなので未然に防止することが一番ですが、いじめを入り口で止めら
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れる人になろうと思いました。今回、この会議に参加して、小中学生の活気の

ある姿に感動するとともに、いじめに対する思いを強くもつことができまし

た。 
 
〇 今回、いじめ問題解決に向けた子ども会議に参加して、小学生・中学生・高

校生の幅広い意見を得ることができ、とても充実した時間を過ごすことがで

きました。班別の話合いでは、高校生の私が司会を担当し、いたらないところ

もあった中、小学生・中学生のみなさんがたくさん意見を出してくれたので助

かりました。この会議で得た意見を生徒クラブとして全校生徒に広めていき

たいと思います。 
 
〇 今回、いじめ問題解決に向けた子ども会議に参加させて頂いたことで改め

ていじめについて考えることができて、とてもよい経験になりました。また、

小中学生の発言しようとする姿勢にとてもよい刺激を受け、私も色々学ばせ

てもらいました。有意義な時間をありがとうございました。 
 
〇 全体を通して、小中学生の発言力がすごいと思いました。積極的に挙手をし、

意見を真剣に聞いている雰囲気がとてもいいと思いました。班別協議でも私

たち高校生の指示に従ってくれたのでとてもやりやすかったです。次からは

運営側として頑張りたいです。 
 

【引率の先生方】 
〇 それぞれがそれぞれの役割をもって進んでいった今回の会議のように、第

一小でも児童がいじめ防止に対して自分事としてとらえ、考えを深められる

ようにしていきたいと改めて感じました。そのためにも、代表で参加した児童

から全体に広げていく時間をしっかり確保するなど、子ども目線での考えや

感じ方が伝わるようにしていきたいと思います。また、折りに触れいじめ未然

防止やそのための活動の意義などが全児童にいきわたるように周知、啓発を

していきたいと思います。 
 
〇 いじめ問題解決に向けた子ども会議に参加し、いじめ防止について真剣に

考える子供たちの姿に希望を感じました。一つのテーマに対し、高校生がリー

ドし、小中学生が一生懸命意見を出し合いながら進めていくグループ協議は、

それぞれの学校は違っていても共通している点を確認できる、有意義な時間

だったと思います。参加した児童も刺激を受けている様子でした。この会議で
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得たことを自分たちの学校で活かせるように支援していきたいと思います。

ありがとうございました。 
 
〇 「未然防止」に焦点を当てて話し合えたところがよかったと思います。 
 そのためには、「いじめをする人の心理」を学ぶことも大事かと思いました。 
・自己肯定感を得るために、“他者を見下す”ことで、相対的に自分の心のバ

ランスを保つ場合。 
・他人に対する嫉妬心をもつ場合。 
・自分は特別だという意識を持つ場合。（自己愛が強い人は yes マンである自

分を賞賛してくれる取り巻きを持ち、集団内でスケープゴートを作り自分に従

わない者を激しく攻撃する。） 
などと言われています。キーワードは“自己肯定感”と思います。そのための

“アクション”を模索していくことも大切なことかと考えています。 
  お忙しい中、“子ども会議”のために、たくさんの資料や“漢字一文字で表

す”などのアイデアなど、ありがとうございました。“漢字一文字”は、小野

小では 4・5・6 年で取り組みました。中にはワークシートの裏面に幾つもの

候補を書き、そこから表面に一文字を書いたクラスもありました。それぞれの

子が、自分なりによく考えていると思いました。お世話になりました。 
 
〇 今回の会議は、とても意義の深いものだと感じた。「いじめをなくすための

会議」と「他校と関わる会議」の２つの観点がありました。 
  「いじめをなくすための会議」としては、参加した児童生徒の意識の向上は

十分に図れたと感じました。議題として、既存の取組の意義を考えることは重

要だと思うので、適切だと感じました。また、漢字一字から入り全体共有した

後、グループ協議に移り、最後に再び全体共有する今回の形態も、小学生でも

取りかかりやすかったです。この会議をへて、各校代表がしっかりと自校に会

議の内容を伝えられたら、今回の会議は意義のあるものだと考えます。ただ、

開催時期が２月初旬なのは、各校に伝えて人権意識を高めるにはやや遅いよ

うに感じます。今回の案では、全校に伝達した後、各学級で同様の話し合いの

場を設けなくてはならないが、本校は２月は「６年生を送る会」の特別時間割

りになり、３月は「卒業式」の練習がほとんど毎日行われます。その中での全

校への伝達と、各学級に取り組んでもらうのは、困難に感じます。後期人権月

間の前（７～１０月頃）に実施していただけると、より今回の会議の意義が深

まると考えます。 
 「他校と関わる会議」として、小学生にとっては本当に良い刺激を受けられ

る場でした。「リーダーとしてこうあるべき」という姿は見られる機会はほと
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んどないので、中学生だけでなく、高校生も参加するこの会議は、今後も続け

てほしいと思います。 
 
〇 子ども会議当日は大変お世話になり、ありがとうございました。庄山先生の

熱のこもったご指導に、子どもたちもどんどん引き込まれていったように思

います。お世話になりました。 
  一点、子ども会議の班編制が中学校区ではなく、ランダムになっていました

が、やはり中学校区での班編制であると、小学生は少し安心感を持てるように

も感じます。今回の運営の意図もあったかと思いますが、そのような感想を持

つ者もいたと、ご承知おきいただければ幸いです。 
 当日までのご準備等、ありがとうございました。お疲れ様でした。 
 
〇 今年度も大変お世話になりました。 

第１部では、子どもたちがみんな一斉に手を挙げて、自分の意見を発表し

ようとする様子が見られ、参加していた全ての子どもがやる気に満ちあふれ

ていて、藤岡市の各学校のリーダーとしてふさわしいなと思いました。第２

部では、どの班も高校生を中心として、時間を目一杯使い、たくさん意見を

書いたり発表したりしていて、子どもたちの活動に対する真剣さが伝わって

きました。第３部では、第１部の時に発表していた漢字と違う漢字を発表す

る子どもが多かったことから、子どもたちがこの会議を通してたくさんの事

を学び取り、おのおのの考えに変容が見られたのではないかと思いました。 
この会議で本校の児童２名が学んだ事を、どんな場面でどう生かしていくか

について児童会で話し合わせ、学校全体に伝達させていきたいと考えておりま

す。 
 
〇 全体協議では、「いじめをなくすために大切なこと」というテーマでの話し

合いでしたが、自分の考えを漢字１文字で表すという活動によって、子どもた

ちの考えがシンプルに視覚化できたことがとてもよかったと思います。その

後の「未然防止」か「対処法」に分ける活動にもスムーズにつながっていまし

た。 
  班別協議では、今年度も高校生が話合いをリードしてくれたおかげで、より

話合いが深まったと思います。また、高校生が司会をしてくれることで、小学

生の緊張もほぐれたと思います。 
  今回全体協議での漢字１文字に表す活動や、班別協議でのキーワードにま

とめる活動等については、各学年、各学級で授業として取り組むことができる

ような活動だと思います。会議での成果を学校へ持ち帰り、しっかり伝達した
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後、各学級で取り組んでいただけるよう声かけをしていければと思います。ま

た、今回参加した児童、そして児童会を中心として、いじめ未然防止の意識を

学校全体へ広めていきたいと思います。 
 
〇 今年度の子ども会議は、第一部の導入がよく活発に意見が出る会議になり

ました。「いじめをなくすために大切だと思うことを漢字一文字で表す」とい

う企画が子ども達にとっては、考えやすくてよかったのだと思います。各学校

のリーダーが集まり、いじめ問題解決に向けて意見交換をすることは大変有

意義でした。司会進行をしてくれた中学生の態度は大変立派であり、班別活動

では、高校生がリーダーシップを発揮してくれました。ともに、小学生にとっ

ては大変よい先輩の姿でした。今回の会議に参加をした各校のリーダーが、自

分の学校に戻り、今回のテーマであった「いじめの未然防止」に向けて、よい

力を発揮してくれることを期待するとともに、全校体制で指導をしていきた

いと思います。大変お世話になりました。ありがとうございました。 
 
〇 会議に参加して、学校のリーダーとして、子どもたちが真剣にいじめ問題

解決の為に話し合いを行う姿に感動しました。市内の学校が集まり、子ども

が主体となって話し合いを進めていくこのような会議はとても価値あるもの

であると同時に、会議に参加した生徒の自信にもつながるものであると感じ

た。また、今回のテーマは、大人も真剣に考えていると子どもが意識できる

ものであり、学校、家庭、地域が一体となって取り組んでいることが子ども

にもよくわかったと思います。このような機会を今後も続けていくことで、

いじめ問題の解決へ向かっていくと思います。本当に良い機会になりまし

た。ありがとうございました。 
 
〇 今回の会議に参加し、子どもたちが主体的に話し合い、いじめのことについ

て自分の言葉で話すことの大切さを感じました。漢字一字の中にも子どもた

ちの希望いっぱいの想いが込められていて、よく考えられていました。また、

HAPPY はぁとふるツリー運動について話し合った場面では、高校生が上手に

班をリードしてくれました。日頃の活動を振り返り、自分たちの活動の意義を

考えることで、これからの活動がさらに活発になっていくと思います。今回の

子ども会議の内容を学校で共有し、これからの生徒会のいじめ防止活動に生

かしていきたいと思います。 
 
〇 小中学生の考えや発言にとても感動しました。いじめ根絶に向けての動き

がどんどん広がってほしいです。 
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〇 事前の会議で、子ども会議の話合いの内容が詳しく説明されてあったので

よかったです。そのために、当日の班別の話合いでは、引率した教員が適切な

助言をすることができました。 
  また、話合いの内容も漢字一文字で表すなど、小学生にとっても高校生にと

っても同じ温度で「いじめ未然防止」について考えることができたので、有意

義な話合いができたと思います。大変お世話になりました。 
 
〇 大変お世話になりました。今年度は、漢字１字で表現するというテーマ

で、子どもたちにはとても分かりやすく、充実した会議ができていたと思い

ます。会議を通して、スローガンや活動を決めることも必要だと思います

が、今回のように、現在行っている活動を振り返り、その意味を考えること

はとても大切だと感じました。ありがとうございました。 
 
〇 西中ではよさを伝え合う「いいとこ紹介」をやっていきます。帰りの会に、

クラスの仲間のよかったところを具体的に紹介します。また、スマイルハイタ

ッチ運動も活性化して、よさを伝えやすい雰囲気をつくっていきます。 
 
〇 今回の子ども会議に参加させていただき、児童・生徒の発想力の豊かさに驚

かされました。「伝」「気」「温」「考」など、本当にたくさんの文字を考えてい

て、見事なツリーができあがりました。文字だけでなく、理由も書いてあると、

「何でこの漢字なんだろう。」と、じっくりと読みたくなります。この活動を

各学校単位で行えば、藤岡市中が温かな雰囲気になり、いじめ防止につながる

と思いました。ぜひ、北中学校でも生徒会中心に企画し、各クラスで行ってい

きたいと思います。 
  そして、各学校の代表の生徒もリーダーシップがあり素晴らしかったです。

高校生の成長にも驚かされました。とても活発な会議で、リーダー育成の勉強

にもなりました。 
 
〇 いじめをなくすためにどんなことが大切かを漢字一字で表させたことで、

いじめの未然防止や抑制について、子どもたちから多くの考えを引き出せ、活

発な意見交換につながっていました。また、小学生も中学生も各校を代表して

いる自覚を持って、会議に参加しており、班別協議や全体会で一人一人がしっ

かりと意見を出していたので感心しました。鬼石中では、生徒集会で参加した

２名に、全校の前で会議の報告をさせました。その中で、生徒の中からまた違

った感じが出てきたりして、２人にとっては、さらに考えを深めることができ

たようです。 
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【藤岡市ＰＴＡ連合会長 山村 太志 さんの感想】 
 
みなさん大変お疲れさ

までした。今日は、いじめ

問題解決に向けた子ども

会議と言うことで各学校

のリーダーたちに集まっ

てもらい、大変有意義な

会議を行えたということ

を感じました。小中学校

の児童生徒のみなさんは

自主的に手を挙げて活発

に、堂々と発言できてい

ました。高校生のみなさ

んは、班別協議の中で司会者としてリーダーシップを発揮して、いい意見を考え

ることができたと思います。本当に、大変素晴らしい会議だったと思います。 
みなさんのやるべきことは、今回の会議で学んだことを、学校にもち帰って、

そこでリーダーシップを発揮して学校のみんなに伝え、行動するということだ

と思います。みなさんの各学校での頑張りによって、各学校からいじめがなくな

り、ゆくゆくは、この藤岡市全体からいじめがなくなるということを祈念しまし

て、感想とさせて頂きます。本日は大変良い会議でした。お疲れさまでした。 
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【土屋校長先生の講評】 
今日はみなさんの素晴らしい活躍を各学校の先生方が

写真に収めていました。そういった中でも非常に落ち着

いて取り組めていました。 
さて、講評ですが、子ども会議の感想を参加した生徒

に聞いてみたいと思います。まずは、西中学校の代表生

徒に聞いてみたいと思います。 
＜代表生徒の感想＞ 
「今日の子ども会議に参加して、たくさんのことを学

んだので、それを自分の学校に持って返って、またそこ

から、いじめ問題解決に向けて西中学校から発信してい

けるように頑張っていきたいと思います。」 
北中学校の代表生徒にも聞いてみたいと思います。 
＜代表生徒の感想＞ 
「今回話し合ったことをしっかりと実践し、悩んでいる子がいたら声をかけ、話を聞くだ

けでは一方通行になってしまうので、その子のために解決に向けて話合い、その子の良さを

認めてあげることが、今回の子ども会議の中で分かったので、いじめの未然防止のためにこ

の会議の内容を広げていきたいと思いました。」 
みなさんの感想を聞いて、来年もこの会議は続けていく価値があると思いました。いじめ

問題解決に向けての会議なので、いじめ問題がなくならないことには、この会議は意味のな

いものになってしまいます。だけれど、いじめはゼロにはなかなかなりません。特効薬はあ

りません。特効薬があったら日本中、いじめがゼロになっていると思います。だけど、この

ような子ども会議をやることこそが特効薬であると思います。 
今日の全体会は各学校のリーダーの集まりなので活発に話合いができて当然です。そし

て班別協議の中では高校生がリーダーシップを発揮してテキパキと指示をしながら進めて

くれました。それを中学生がサポートし、また、驚いたことに小学生がたくさん意見を考え

る事ができました。こんな素晴らしい力をもったみなさんです。これから、実りあるものに

するためにはなどうしたらいいのか、西中の代表生徒に聞いてみます。 
＜代表生徒の言葉＞ 
「今日、話し合ってたくさんの具体例やキーワードがあったので、それを自分の学校に持

ち帰って生徒会や児童会でリーダーシップをとって、ここで話し合った人たちが発信して

いくことが大切だと思います」 
ＰＴＡ連合会長さんの話にもあったと思いますが、みなさんが発信すること、それが大事

な使命です。先生方にもお願いしたいのは、この会議の成果を必ず学校へ持ち帰って全児童

生徒に広めて欲しいということです。生徒会、児童会と一緒にぜひ広めてください。さて、

今日はこのように集まって本当に素晴らしい会議が行われました。みなさんは藤岡市のリ

ーダーです。リーダーであるみなさんに最後に二つお願いがあります。 
この子ども会議の内容をただ広めるだけではなく、毎日意識する、そして毎日意識するこ

とをつづけること。この二つをお願いします。それがだんだんと大きな輪になって必ず大き

な成果をあげていくと思います。このことを期待して講評とします。今日は大変お疲れさま

でした。 


