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学校 取組の場 取組の主体 内容

花巻小
児童朝会
学活

指導部
児童会執行部

児童朝会の中でいじめは絶対いけないという共通理解
をした上で、各学級にいじめ根絶の決意表明をしてもら
うことを提案する。その後、各学級の学活の授業で話し
合いを行い、その内容を集会や放送で全校に紹介して
いく。また、いじめに関するアンケート調査とＱ－Ｕテスト
を行い、個別面談する。

全校朝会 生徒指導主事
生徒指導主事が全校朝会でいじめにかかわる講話を行
う。

道徳・特活
担任
学級会

道徳では主に内容項目Ａ「主として自分自身に関するこ
と」、Ｂ「主として人との関わりに関すること」、Ｄ「主として
生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること」を中
心に、特活では、いじめや人とのより良い関わり方につ
いて、学級の実態に応じて話し合いを行う。

桜台小 昼の放送
計画委員会
放送委員会

計画委員会が人権作文コンクール入賞作品の中から
「いじめをしない・させない」という内容の作文を選び、放
送委員会に依頼して昼の全校放送で読み上げる。

南城小
①昼の放送
②全校朝会
　（６／７）

・児童会執行部
・放送委員会

①児童会執行部が、6月1日は「いじめを考える日」であ
ることを放送で知らせ、「いじめのない仲の良い南城小」
を目指していくことを呼びかける。
②全校朝会でも同じような呼びかけをする。

児童朝会(6/7) 児童会執行部
事前にいじめ防止のポスターをつくって掲示し、いじめに
対する問題意識の向上を児童朝会で児童会から呼びか
ける。(6/1,2は修学旅行のため翌週に行う。）

校報5月号 校長
事例を挙げながら、保護者、児童に対するいじめ防止の
意識の啓発を行う。

①昼の放送
児童会執行部
放送委員会

６月１日は｢いじめを考える日」であることを放送で知ら
せ､いじめのない湯本小学校を目指していくことを確認す
る。

②清掃活動 縦割り班
班での清掃活動を始める前に、仲良く協力して活動して
いくことを確認し合う。

学級活動 学級執行部

児童会の取り組みである「矢小、いじめ、しない、させな
い、立ち向かう（みんななかよし）」のスローガンを受け、
学級毎の取り組みについて4月から5月までの取り組み
状況を学級で話し合い、今後の取り組みに生かす。

昼の放送 児童会
上記の話し合いの内容を校内で交流し、いじめ防止につ
いて共通認識を持つ。

総合 授業

高学年児童と全教職員（保護者と矢沢中学校職員にも
案内する）を対象に、「命の輝き講演会」を開催し、震災
当時の事例をもとに人の命の尊さ・人と人との助け合い
の大切さについて再認識させる。

（別紙）　　　　　６月１日「いじめ防止を考える日」の取組（予定）について

若葉小

湯口小

湯本小

矢沢小



児童朝会 児童会執行部

いじめを未然に防ぐために，より良い人間関係を築くもと
となる「やさしい言葉」についての寸劇を行う。「やさしい
言葉」を具体的に挙げ，日常的に使っている言葉が相手
にどう受け止められているのか，気づかせる。思いやり
の心を持って接する態度へと繋げることをねらう。

学級活動 学級会執行部
各学級で今後使っていきたい「やさしい言葉」をまとめ，
掲示し，お互いに言葉からより良い人間関係を築いてい
こうとする態度を育てる。

各教室 学級会
いじめの防止のため、「自分たちにできることは何か」
「心がけたいことは何か」など、学級としての取り組みを
話し合う。

代表委員会 児童会執行部

各学級の取り組みについて討議する。いじめ防止のス
ローガンを採択し、全学級で確認する。各学級の取り組
みやスローガンは校内に掲示し、全校児童の意識を高
める。

笹間第一小
全校朝会
学級会

学級ごと

・全校朝会でいじめについて、校長先生から話を聞き、
学級で「言われて嬉しい言葉や嫌な言葉」について話し
合い掲示する。３年生以上は、態度や行動面についても
話し合い、思いやりをもって接する態度へとつなげる。

笹間第二小
全校集会
（笹二っ子タイム）

児童会

6月の児童会目標「仲良く 全校遊びをしよう」に取り組
む。低学年のことを考えた、特別ルールを話し合い、決
定する。いじめのない学校にするために、何ができるか
考え、「笹二小いじめ防止宣言」を個人ごとに考え発表
し、共有する。

学校の取り組み 指導部 「いじめに関するアンケート」の配布・主旨説明。

学級会、代表委員
会

児童会・学級会
「いじめのない学級」についての話し合い。一人一人の
良さの認め合い。

道徳の時間 各担任 資料・副読本を活用し、指導する。

児童集会
生徒指導主事
児童会執行部

・6月1日「いじめを考える日」を含む6月第1週を「スマイ
ルアップ週間」とし、一人一人のよさや違いを認め合うこ
との大切さについて伝える。
・児童会生活目標に、一人一人のよさや違いを認め合う
ことを掲げ、意識化と具体的な取り組みを行う。

学級
生徒指導部
学級担任

・交友関係を含む生活アンケートを行い、教育相談を実
施する。

亀ケ森小 児童朝会 企画運営委員会

①全校児童対象のアンケート結果をもとに、「いじめをし
ない・させない・ゆるさない」等の視点を柱に、子供達なり
の意見を発表し、考える会としたい。
②この会で出された内容を保護者へも周知し、家庭や地
域でも考える内容にしたい。

各学級 生徒指導部担当 「いじめアンケート」調査を全校児童対象に実施。

児童朝会 児童会
①「いじめはゆるさない」という内容の作文を児童代表が
読む。
②児童会長が、いじめをなくそうと呼びかける。

宮野目小

太田小

大迫小

内川目小

石鳥谷小



全校朝会
生徒指導主事
児童会執行委員会

①「いじめ防止を考える日」の説明と意義を生徒指導主
事が話し、再確認する。
②今年度児童会活動スローガンと、昨年度の「心あたた
まる言葉」「傷つく言葉」の取り組みを再確認する。

学級 担任 児童集会を受けて、事後指導を行う。

昼休み 児童会
縦割り班ごとに集まって、鬼ごっこや大縄とびなどで仲良
く遊ぶ。

児童朝会
学級活動

児童会
「いじめをなくそう、みんなの行動宣言」を学級毎に話し
合い、後日発表する。

東和小 昼の放送 児童会執行部
「いじめ防止」につながる内容の呼びかけやお話を全校
に対して行う。

生徒朝会 生徒会
・生徒会執行部から学年生徒会へ、学年生徒会から各
学級へと巻き込む形で６月に取り組む予定(具体は生徒
会執行部で検討中)。

帰りの会 生徒指導部
・学校として６月１日に全校生徒対象の「いじめアンケー
ト」調査を実施予定。

花巻北中
生徒総会
授業

生徒会執行部
道徳

　生活調査アンケートから本校の現状を把握し、各学級
でいじめ防止・撲滅について討議する。
　５月２５日（水）生徒総会において、いじめ防止及び撲
滅に関する討議を行い、生徒会よりいじめ撲滅宣言を行
うとともに、いじめ防止に関する提言書を提示する。
　６月１日（水）道徳において、各学年に応じた教材で授
業を行い、いじめについて考えさせるとともに、自らの行
動を振り返らせ、未然防止に努める。

南城中 生徒総会 生徒会執行部

生徒総会前に各学級個々にいじめについて考える。そ
の後学級全体としてのいじめ撲滅宣言をする。それを生
徒総会で発表し、学級全体としてのいじめ撲滅宣言を
し、共有して啓発活動を行う。

湯口中
①道徳
②短学活

①各学年～全校
②生徒会

①学期ごと実施「生徒意識調査」を活用し、いじめに対す
る注意喚起を行う。
②"I LOVE PEOPLE"キャンペーンを行い、全校生徒が
考えた標語を校内に掲示する。

湯本中 全校朝会 生徒会
・生活アンケート（いじめに関すること）の実態報告
・各学級の「いじめ防止宣言（仮称）」の発表
・生徒会執行部からの呼びかけ

講話：いじめ防止を考える日の意義について
　　　　いじめと命の大切さについて
担任：講話をうけ、学級での一人一人が考える時間とす
る。
児童会執行部：いじめ０についての寄せ書き作成を提
案し、全校で取り組み掲示することで、意識を高める。

花巻中

新堀小

八幡小

八重畑小
全校集会
学級指導

校長
学級担任
児童会執行部



矢沢中 全校集会 生徒会

　前日までに、各学級ごとに腰塚勇人氏の「五つの誓い」
の下、「いじめ０」宣言の署名をする。全校集会で、学級
委員長が生徒会長に提出する。
　生徒会長が全員が署名していることを確認し、「全校い
じめ０宣言」を行う。
　集会後、各教室の前面に掲示する。

宮野目中 生徒総会 生徒会

（１）アンケート調査を行う（5月27日（金）までに行う）
（２）各学年執行部で集計を行い。学年の特徴をまとめ
る。
（３）6月1日（水）は担任の先生から「いじめを考える日」
であることを伝えてもらう。７日の生徒総会で全校で考え
ることを伝えてもらう。
（４）6月７日（金）、生徒総会の項目に「全校でいじめを考
える集会」を加えてもらう

生徒総会(5/20) 生徒会執行部
・今年度スローガンの中に盛り込む。
・標語募集

生徒朝会(6/1) 生徒会執行部
・標語の発表
・呼びかけ

短学活(6/1) 学級担任 ・｢いじめを考える日｣の趣旨及び担任の思いを伝える。

生徒朝会
生徒会長
生徒会執行部
生活安全委員会

・いじめが人権侵害であり、いかなることがあっても許さ
れない行為であることなど、いじめについて提言する。
・全校で「いじめ防止の標語」を考え、標語コンクールを
実施することを伝える。

道徳 各学年
いじめに関する題材を取り上げ、意識喚起を行うととも
に、いじめ防止の決意をさせる。

石鳥谷中

1.全校集会
2.学級活動
※6/1が本校、２
学年職場体験学
習のため5/30に
実施予定

1.生徒会
　学校長
　生徒指導部
2.各担任
　各学年会

1.全校集会
(1)全校生徒へいじめ防止についてのメッセージ：学校長
(2)「いじめ防止へ向けて」プレゼン：生徒会
(3)「いじめ防止行動宣言」：生徒会長
　①毎月１日の「いじめ防止」に向けての読み物について
朝読書
　②各学期に取組総括の集会実施
　③いじめアンケートの実施
　④全校の行動宣言を掲示
2.学級活動
(1)各担任説話（ＴＴ含み）
(2)１回目のいじめアンケート実施
(3)各学級で個人の行動宣言を作成

東和中
生徒総会
生徒朝会

生徒会執行部

・生徒総会で、「全校生徒一人ひとりが笑顔で暮らせる
学校」を作るための話し合いを持つ。
・昼休みを利用し、合唱･レク・ボランティアなどの活動を
企画する。

大迫中

西南中


