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全校で協力して、仲良くなろう！ 

～感染症対策を考えながらの全校遊び～ 

北足柄小学校 

Ⅰ はじめに 

 北足柄小学校では、異学年が関わり合う活動を大切にしている。例年は、「ふ

れあいタイム」という週１回の長い昼休みに子どもたちが「今日は○年生と遊

ぼう。」と誘いに行き、他学年と一緒に遊ぶ姿が見られる。また、近年は６年生

が中心となって年１回の全校ハイキングに出かけている。児童集会では、各委

員会が、本の読み聞かせ、大縄集会、一人一鉢運動、遊び集会など、全校で活動

する集会をたびたび開いている。このような活動を通して、少人数ながらもい

ろいろな友だちと関わり、豊かな人間関係を構築する児童の姿を願っている。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 今年度は、感染症拡大防止のため、「ふれあいタイム」に他学年と触れ合うこ

とが難しくなった。休み時間、自分たちの学年だけで、しかもボール遊びやおに

ごっこはできないという状況で、どのように楽しく過ごすかは子どもたちにと

って大きな課題であった。 

 そのような中で、計画委員会の子どもたちが全校の「遊び集会」を計画した。

ここでは、その２度の遊び集会について報告したい。 

 

１ ７月の遊び集会 

１回目は、学校が再開して２か月近く過ぎたころ、７月 27 日に実施した。

計画の際、子どもたちが苦心したのは、人と人との距離をどうやって保つか、

という点である。計画委員会の子どもたちがアイディアを出し合い、英語道と

ジェスチャーゲームの２つの遊びを考えた。 

 英語道では、校庭を広く使って長い線を描き、５～６人が１グループとなっ

てグループ対抗で遊びを楽しんだ。ドンじゃんけんのような遊びだが、「ドン」

と触れ合わず、距離をとってじゃんけんをすることで、接触しないで遊ぶこと

ができた。 
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 ジェスチャーゲームは、グループごとに行った。計画委員会の子どもたちが

あらかじめ「バレーボール」などのお題を書いた紙を用意し、一人がそれを見

てジェスチャーを行うと、グループのほかのメンバーが何をしているところ

か当てる。こちらも、接触しないで楽しめる遊びである。 

 遊びの最中も、遊び終わった後も、子どもたちは満面の笑顔だった。久しぶ

りに、たくさんの友だちと関わって遊べた喜びが表れていた。 

 計画委員会の子どもたちには、この時間、全校で楽しめるように、という意

図のほかに、これからも、こういう遊びなら楽しめますよ、と紹介する意図も

あった。しばらくはこれらの遊びをする子どもたちを見ることはなかったが、

12 月の全校林間学校の時、各学年が計画した遊びの中で、ジェスチャーゲー

ムが登場した。提案した２・３年生は、この７月の遊び集会を思い出しながら

「あれ、楽しかったね！」と言ってこの遊びを思いついたのだった。 

 

２ 12 月の遊び集会 

 ２回目は、12 月 22 日、冬休みに入る直前の遊び集会を計画した。めあては

「協力してゲームをクリアし仲良くなろう！」である。 

 計画委員の児童４名が、１つずつ遊びを担当し、全校児童がグループに分か

れ、その遊び場を回っていく。その場で全員が紙飛行機を折り、それを順番に

飛ばしてうまく机に乗せる遊び。輪ゴムでの的当て。たくさん並べられた的に

は、担当した児童により絵が描かれてお

り、子どもたちはその絵も楽しんでいた。

また、画用紙をいろいろな形に分割して点

数を記入し、そこに一人ずつおはじきを落

として得点を競うゲーム。そして、グルー

プ全員が筒をもち、みんなの筒を連結して

ピンポン玉を通すゲーム。 

このような、グループで協力する遊び

や、グループの中で競う遊びを設定し、仲

間と楽しい時間を過ごせるよう工夫した。 

 

Ⅲ まとめ 

 異学年のグループで活動している時、子どもたちはいつもと違う姿を見せる。

上の学年の子は下の学年の子を気遣い、優しく、面倒見のいいお兄さん・お姉さ

んになる。また、下の学年の子は上の学年の子の優しさに触れて、心から嬉しそ

うな顔を見せるものである。 

 今年度、なかなかそのような機会がもてなかったが、計画委員会の子どもた

ちが７月に全校での遊び集会を計画してくれたことで、例年のような子どもた

ちの笑顔が戻ってきた。 

 今後も、配慮する点を考えながら、異学年が関わり合う活動、全校での活動を

大切に行っていきたい。 
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絆～南小のみんなと心を一つに～ 

～安心・安全な学校づくりを目指して～ 

南足柄小学校 

Ⅰ はじめに 

 運営委員会では、昨年度まで学校教育目標に掲げていた５つの問いかけを中

心に、各委員会と連携して活動を行ってきた。しかし、今年度は新型コロナウイ

ルスの影響で、日々の学習や学校行事など様々な場面で思うようにいかないこ

とが多い。現状を踏まえて児童会テーマを考えていくにも、制限のある生活の

中で運営委員たちも見通しがもてずにいた。誰もが経験したことのない不安な

日々を送る今だからこそ、大切にしていきたいと子どもたちから出てきたのは

“絆”という言葉だった。一人ひとりが周りを思いやりながら生活をしていこ

うと願いを込めて、児童会テーマは「絆～南小のみんなと心を一つに～」に決定

した。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ 新しい問いかけづくり 

児童会テーマが決まり、その目標を達成するためにどのような取り組みを

していくかを検討していった。学校目標が変わったとはいえ、子どもたちの中

には当たり前のように５つの問いかけが根付いていたため、それをもとに活

動を考えていきたいという流れになった。しかし、内容が今の生活に合ってい

ないことを感じ、見直していくとともに、新型コロナウイルス感染症に対する

約束事を作ることになった。 

（１） ５つの問いかけの見直し 

    ５つの問いかけでは、廊下歩行、無言の掃除、あいさつ、はきもの、あ

ったか言葉についてまとめられていた。しかし、６年生のフロア以外のト

イレが改修されサンダルを使わなくなったことや、掃除も行うことができ

ない状況であることなどを踏まえ、運営委員で何度も検討をして内容の見

直しをした。全校に関わる目標なので本来であれば、代表委員会で提案し

た上で決定すべきだが、異学年の交流が難しい状況であったため、紙面開

催という形で議案書を各クラスに配付し、話し合ってもらった。そこで出

た意見をもとに再度、運営委員会で話し合い内容を詰めていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 （２） 元気を守る問いかけ 

   新型コロナウイルスの影響で、年度始めから休            

校になり、分散登校を経てやっと、新しいクラスのみ

んなで揃って学習が行えるようになった。しかし、今

まで通りではなく新しい生活様式をもとに学校生活

を送ることとなった。新たに日課となった行動が多く

あり、１日の生活の流れを振り返りながら約束事を作

っていった。初めは、新型コロナウイルスという言葉

を掲げていたが、少しでも前向きに捉えられるように

“元気を守る問いかけ”という名前にした。 

   夏休み明けにリモートで朝会を行い、そこで新           

しくできた２つの問いかけを運営委員の代表が発表

することができた。改訂までの経緯はもちろんだが、学校全体で創り上げ

ていった新しい問いかけであることが伝わるよい機会となった。 

 

２ 動画づくり 

  ２学期になり、子どもたちは新しい生活様式にも慣れてきた。一方で、少し

ずつ疲れも溜まってきているのか、落ち着きのない様子が各学年で見られる

ようになってきた。運営委員たちも自分たちが中心となって創った新しい問

いかけがなかなか全校に定着していないことを感じていた。今までであれば、

児童集会を開き、新しい問いかけについてもう一度考えてもらう機会を設け

る。しかし、全校での集会が難しいため、動画を作って各クラスで見てもらう

ことにした。台本から運営委員で作り、休み時間などを使って撮影を続けた。

もちろんすぐに効果が出るとは思わないが、運営委員会が作った動画で一人

ひとりが自分たちの生活を振り返るきっかけになることを願っている。 

 

Ⅲ まとめ 

 今年度は、新型コロナウイルスの影響で全校が集まっての活動や異学年同士

の交流が難しく、かなり活動が制限されている。そのため、仲間づくりやいじ

め、差別等について、児童会として全校を一斉に集めての活動はできなかった。

教職員たちも初めての事態で分からないことばかりではあるが、新型コロナウ

イルスについての正しい知識を子どもたちに何度も伝え、差別を生まない環境

づくりに取り組んだ。また、いつも以上にていねいに子どもたちの様子を見取

り、何か気になる変化があれば、すぐに教職員間で情報を共有し対応を考えて

いった。 

 前述した運営委員会を中心に行った活動については、思うようにいかないこ

とが多い学校生活の中で、よく考えて取り組むことができていると感じる。し

かしながら、全校が一堂に会する機会がないことは、一人ひとりが学校のこと

を考えて行動するという意識をもちにくいことも感じた。少しでも、全校での

“つながり”を感じることができるように、運営委員会だけでなく各学年の行

事などを絡めながら、今後も絆を深められるような活動を考えていきたい。 
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思いやりを心がけようプロジェクト 

～自分たちのアイディアで学校を明るくしよう～ 
福沢小学校 

 

Ⅰ はじめに 

 夏休み明け、学校における課題について、運営委員会のメンバーで話し合い

をした。その中で、児童から出された課題は「あいさつ」と「廊下歩行」のこ

とであった。「なぜ、あいさつをするのか」「廊下を安全に歩くのは、何のため

なのか」と考えた時に、どちらも「共に生活をする人」への気遣い、つまり、

「思いやり」だという結論に至った。 

 「去年、こんな活動をしていたから、今年もやる」ではなく、「思いやり溢

れる学校にしたいから、こんな活動をする」といった形で、児童からのアイデ

ィアで活動を計画し、実践している。ただし、今年度は、委員会活動に使える

時間や活動内容がかなり制限されているため、過度の負担にならないように配

慮しながら進めている現状がある。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み   

１ 「あいさつ」「廊下歩行」への意識を高学年から 

今年度、新型コロナウイルス感

染症対応ということで、朝登校し

てきた時に、５・６年生は体育館

の前（グラウンド）に間をあけて

並び、検温をしてから校舎に入る

ようにしている。２学年が揃うこ

のチャンスを使って（校舎内で２

学年が集まることができないた

め、貴重な機会と言える）、９月

から 12 月までの４か月間、運営

委員の代表児童が、毎日「あいさ

つ」や「安全な廊下歩行」のことについて、呼びかけたり、めあてを伝え

たりしてきた。 

こうした地道な活動が、学級での話し合いにもつながった。ある学級で 

は、「あいさつをされた時に、マスクをしているからこそ、大きな動作を交

えて反応することが大切だ」ということに気付き、実際の生活場面で生かそ

うとする姿も見られるようになった。 

  一方で、集会等が開けないため、１～４年生については、代表委員会で話

題にするだけに留まっている。今後、放送やポスターを活用して、啓発に努

めていく予定である。 
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２ コロナ禍でのあいさつ運動 

上記のような活動を５・６年生に対して               

続けてきた。そうした中で、１～４年生の児

童に対しても「あいさつ」についての働きか

けをしたいという声が挙がった。そこで、11

月頃から、１～４年生の玄関付近で、プロジ

ェクトのメンバーたちが、毎朝あいさつ運

動を行うこととした。最初のうちは、「こち

らがあいさつをしても、返してくれない」と

言っていたが、回数を重ねるうちに、「自分

からあいさつを元気にする子も増えてきた」と手応えを語っていた。 

２回目の緊急事態宣言が出てからは、その方法や回数も見直し、コロナ禍 

に合わせた「あいさつ運動」を継続して行っていく予定である。（おじぎをす

るなどの動作を中心としたあいさつ運動を計画している。） 

 

３ 「思いやりの木」（12 月～２月）の葉と実をいっぱいに 

各学年の廊下に「思いやりの木」（１～６年生分）を作り、「思いやり」を感

じられる友だちの言動に気が付いた時に、「思いやりの葉」や「思いやりの実」

に、その内容やその時の気持ちなどを全校児童が書けるようにした。12 月か

ら準備を始めている。 

今後、プロジェクトリーダーが放送を使い、「思いやりの大切さ」や「目的」

を全校児童に伝え、取り組みを開始する予定である。 

 

Ⅲ まとめ 

 コロナ禍における「新しい生活」に、学校全体が随分慣れてきたように感じて

いる。そうした中で、委員会活動を大々的に進めていくことができなかったこ

ともあり、活動を通して、「こういう学校にしたい」といった意欲と「やってよ

かった」といった達成感を味わわせることに難しさを感じた。しかし、委員長を

はじめ、プロジェクトの計画を立てている時の児童の表情は生き生きとし、自

分たちのアイディアが形になることに喜びを感じていた。 

 また、こうした状況だからこそ、できていることもあった。例えば、マスクを

していて表情が見えないとき、相手にどんな印象を与えるかについて考えるこ

とがその一つである。あいさつを交わす際、「どうしたら、相手に対しての気持

ちを表すことができるのか」…自分の周りにいる人たちへの気もちを考えるこ

と。それこそが、本校の「仲間づくり」に他ならない。 

今年度、最後に予定しているプロジェクトの目玉である「思いやりの木」を通

して、全校児童が互いのよいところを発見し合い、「福沢小学校ってよい学校だ

な」と感じられるようにしていきたい。そして、制約の多かった１年間をよい形

で締めくくりたい。 
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他学年（みんな）と協力して明るく最後まで 

岡本小学校 

Ⅰ はじめに 

 岡本小学校では、今年度の児童会目標を「他学年（みんな）と協力して明る

く最後まで」とした。 

 10 月に行った体育フェスティバルでは、各学年の種目だけでなく、６年生が

他学年に教えにいって練習した全校種目の「手洗いダンス」や他学年と親睦を

深める「集まれスーパードッジの森」、５・６年生を中心とした運営などによ

って全校が協力して今までにない行事をよ

い形で成し遂げることができた。運動会や

陸上大会は実施できなかったが、それらに

引けを取らないほどの思い出に残る行事と

なった。コロナ禍においては、この体育フ

ェスティバルのように、できることは限ら

れるかもしれないが、感染症対策に気をつ

けつつ、最後までできることを模索して全

校が関わり合って、１年間を過ごしていこ

うという思いが込められている。 

 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ めざせ、あいさつ名人 

運営委員会が、岡本小学校のあいさつをさらに            

増やして、さらによい（いじめや差別のない）学

校にしてくという目的で「めざせ、あいさつ名

人」の活動を行った。 

10 月、全校にあいさつのアンケートを実施し            

た。項目は、①あいこんたくと ②あかるく ③

いろんなひとに ④さきに ⑤つづける（あいさ

つの頭文字）。そのアンケートをうけ、運営委員会

が各クラス及び学校全体のよいところと課題を考

察した。 

12 月、さらに「あいさつ名人」に近づいていく                                                                                                         

ために、各クラスにアンケート結果の考察を伝え 

た。また感謝の気持ちを示す「ありがとう」という言葉と「いろんなひと

に」（友だちや先生、お家の人、サポート隊の方など）に重点を置いて、全

校で「ありがとうの輪、大作戦」に取り組んでいくことを提案した。今後も

「あいこんたくと」「あかるく」「いろんなひとに」「さきに」「つづける」の

あいさつを意識することで、よりよい人間関係づくりをめざしていく。 
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＜全校で 10 月に実施した「あいさつのアンケート」＞ 

 

 ２ あったかことばで心をぽかぽかにしよう 

保健委員会では、新型コロナウイルス感染症対策として手洗いや換気など

を放送で呼びかけていた。その活動をしている中で、「体だけでなく、心も

元気づけたい」という思いが生まれた。そこで全校から「あったかエピソー

ド」を募集し、保健室前の紙に書く

という取り組みが始まった。書いて

もらったものを給食の時間に、放送

で紹介し、保健室前に掲示する活動

を現在も継続している。 

この取り組みを通して、子どもた                  

ちが互いのよさを見つけたり、温か

い言葉や気持ちの交流ができたりす

ることをめざしていく。 

 

Ⅲ まとめ 

休校明け、子どもたちのあいさつに心なしか元気がなかった。しかし、「あ

いさつ名人」の取り組みによって意識してあいさつする子が増えたことで、学

校の雰囲気が明るくなった。今後も継続していくことで、さらにあいさつ名人

が増え、学校の雰囲気も明るくなっていくだろう。 

あったかことばの取り組みでは、一時は給食時の放送もなかったので、「あ

ったかエピソード」が放送で取り上げられることで、給食の雰囲気が明るくな

った。また放送を聞いたことがきっかけとなり、エピソードを書く児童が増

え、よい雰囲気が連鎖していった。 

今年度はコロナ禍のためできることが限られているので、自分達ができるこ

とを模索して行い、少しでも児童会目標に近づけるよう、今後も励んでいきた

い。 
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絆を深め、学校中に笑顔の花を咲かせよう 

～みんなが互いの応援団～ 
岩原小学校 

Ⅰ はじめに 

 本校の児童会テーマは、「絆を深め、学校中に笑顔の花を咲かせよう～それ

ぞれの花を咲かせる岩原っ子～」である。新しい生活様式の中で、一人ひとり

の個性を大切にしながら、相手を思いやり、笑顔あふれる岩原小学校にしてい

きたいという願いが込められている。 

 本校は、とても明るい雰囲気で、気持ちのよいあいさつをすることができる

児童がたくさんいる。「みんなが互いの応援団」というキャッチフレーズのも

と、友だちを思いやる場面も多く見られる。 

児童会の活動では、今年度の状況だからこそ、学校の雰囲気を明るくしよう

と試行錯誤を重ねてきた。物事を前向きに捉え、意欲的に楽しく生活できるよ

うな取り組みを紹介する。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

１ 新しい生活様式での代表委員会の実施 

 初めに、感染症対策の下、どのように代表委員会を実施すればよいのかを

児童会で話し合った。異学年交流を全く行っていない現状だったため、各学

級の代表２名が集まって実施することは、厳しいのではないかという意見が

あった。しかし、児童会テーマを共有したり、学校全体としてよりよい岩原

小学校にしていくために考えをもらったりすることが必要だという結論に至

った。 

 児童の考える代表委員会実施に関する条件は、①各学級の代表者を２名か

ら１名に減らすこと②机の間隔を１ｍ以上空けること③換気や消毒を行うこ

とであった。実施に向けて、議論を重ねながら、シミュレーションを行っ

た。実際に代表委員会を行った際には、児童会室内に 30 名以下の人数で実

施することができた。児童が考えたアイディアで代表委員会実施が実現し、

小学３年生以上の代表児童や委員会代表がよりよい学校生活について話し合

いを行うことができた。  

２ ニコニコスマイルプロジェクト 

全校が笑顔の花を咲かせることができるよう、以下の活動を行った。 

（１） あいさつ運動 

  朝の時間や休み時間を利用して、あいさつ運動を行った。また、気持

ちのよい元気なあいさつが学校中に響くことを目標にした。まずは、児

童会から気持ちのよい元気なあいさつをするよう心掛けた。そして、あ

いさつポイントカードを作成し、元気なあいさつや気持ちのよい明るい
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あいさつができた人には、あいさつポイントを渡した。そのポイントを

クラスで集め、台紙に貼ってもらうようにした。 

  活動をする中で、仲のよい友だ

ちだけでなく、たくさんの人に自

分からあいさつしようとする人が

多くなった。また、あいさつする

時に笑顔であいさつしてくれる人

も増え、学校中に笑顔も溢れてい

る。 

  （２） スマイルＢＯＸの設置 

 児童会テーマの中にある「絆を深める」ことを実現するために、密を

避けながら絆を深め、笑顔の花を咲かせる方法を考えた。全校で集まる

ことは難しいため、スマイルＢＯＸというものを設置した。アンケート

に答えてもらい、それを児童が見える場所に置く

ことで、笑顔の花が咲く学校にしようと考えた。

月ごとに異なるテーマを決め、アンケート用紙を

各クラスに配り、スマイルＢＯＸに入れてもらっ

た。  

12 月のテーマは、「みんなが笑顔になる言葉」

とした。全校から「ありがとう」・「仲よくしよ

う！」・「元気出して！」・「いいね」・「いっしょに

遊ぼう」などの言葉が集まった。全校からのアン

ケート結果は児童会コーナー「スマイルプロジェ

クト」を設置し、花型の紙に言葉を書いて掲示し

た。これを見ることで、全校で笑顔になる言葉が

増えたり、やさしい言葉を使ったりすることがで

きるようになった。 

  （３） ポスター掲示 

 代表委員会で、学校生活で気をつけたいこと

や感染症対策で取り組んでいることについて意

見を出し合った。児童会では廊下歩行や手洗

い・うがい徹底のポスターを作成し、廊下や水

道場の近くに掲示した。学校中にポスターを掲

示することで、全員が感染症対策をしながら、

気持ちよく過ごそうと心掛けている。 

 

Ⅲ まとめ 

 児童会の活動を行うことで、自分からあいさつをする人が増えたり、廊下の

歩き方を意識したりする人が増えたように思う。これからも、岩原小学校がよ

り素敵な学校になるように全力を尽くしたい。 
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コロナ禍における児童会活動の工夫 

向田小学校 

Ⅰ はじめに 

 今年度は新型コロナウイルス感染症の流行で、例年同様の形で行事が実施で

きなくなったり、異学年が集まる集会ができなくなったりするなど、学校生活

が大きく変化した。 

本校では、９月に委員会活動を再開することになり、それに先立ち、運営委員

会の児童と６年生が中心となって児童会目標を決定した。今年度の児童会目標

は、「新しい学校生活の中で 友だちを大切にし 笑顔あふれる 元気な向田小

にしよう」になった。昨年度と同じようにはできないことも多いが、それもチャ

ンスととらえ、児童会目標を達成するために、それぞれの学年や委員会で新た

な取り組みをすることをめざした。 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ 向田スポーツフェスタ 2020 における６年生の取り組み 

  ５月に開催予定だった運動会が中止となり、それに代わる体育的行事とし

て「向田スポーツフェスタ 2020」が 10 月に開催された。感染予防対策のた

め、１部と２部で出場する学年を分けて行ったが、６年生は全員が係の仕事

をもち、１部も２部も運営に携わった。 

本来であれば、下級生と関わったり、学校全体を動かしたりして、最上級生

として活躍できる場面がたくさんあったはずが、今年度は異学年交流が制限

され、そういった場面がなくなってしまっていた。そんな中でこの体育的行事

は、下級生と交流し、学校のために活躍する貴重な機会となった。当日は、決

勝審判を担当した児童が、個人走で転んでしまった下級生を励ましながら等

賞旗のある場所に連れて行ったり、優しく声をかけたりする姿が見られた。ま

た、応援を担当した児童は、声を出さないように手拍子による応援方法を考え、

下級生に教えながら応援をすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  後日行った振り返りでは、「最上級生として学校のために活躍できて嬉しか

った」「自分が優しく接することで下級生が喜んでくれて、温かい気持ちにな

った」といった感想が６年生からたくさん出された。体育的行事を通して全

校の児童と交流することで、下級生に喜んでもらいたいという思いや、全校

の役に立ちたいという思いをもち、最上級生としての自覚をもつことができ

た。また、そのような６年生の姿を見た５年生からは、体育的行事への満足感
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とともに、「自分たちも６年生のように、全校のために動けるようになりたい」

といった感想が出され、６年生に感謝の気持ちをもったり、１年後の自分た

ちの姿と重ね、憧れの気持ちを抱いたりする様子が見られた。 

 ２ 運営委員会の取り組み 

運営委員会では、児童会目標の「元気な向田小」を実現するために、全校児

童のあいさつを改善したいという思いをもち、あいさつ運動を行うことにし

た。昨年のあいさつ運動では、朝の時間にクラス全員で昇降口に立ち、全校で

実施した。しかし、大勢で密集してあいさつをするのは、今年度はふさわしく

ないと考え、運営委員会の児童が１週間継続して昇降口や門の付近に立って

あいさつを行った。この結果、元気なあいさつを返す児童もいたが、あいさつ

をするときに下を向いていて目が合わなかったり、声が小さかったりする児

童も多いという課題が見えてきた。そこで、運営委員会では「あいさつ週間」

を設定し、期間中は毎日帰りの会で、自分のあいさつの振り返りを行うことに

した。振り返りをしてあいさつについて考えることで、あいさつの質を向上さ

せるとともに、下校中もあいさつを意識できるようにすることをねらいとし

ている。「あいさつ週間」は１月下旬に実施を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、異学年清掃が実施できず、上級生が下級生に掃除のしかたを教える

ことができていないという課題があった。このことについて 12 月の児童代表

委員会で話し合いが行われ、直接教えることはできないが、掃除のしかたや

用具の使い方を教える動画を撮影し、それを下級生に見てもらったらどうか

というアイディアが出た。話し合いの結果、運営委員会が中心となって動画

を撮影することになり、１月下旬から視聴できるように現在準備を進めてい

る段階である。上学年として、下学年のためにできることを考え、実行しよう

とする姿が見られている。 

Ⅲ まとめ 

 先の見通しをもつことが難しく、これまでどおりにできないことも多い中で、

児童は不満を言ったり悲観的になったりするのではなく、自分たちにできるこ

とを前向きに模索し、全校に働きかけることができた。直接的な交流はなくと

も、行事や日々の生活の中で、向田小をよりよくしていこうという気持ちをも

ち、児童会目標に向かってそれぞれの学年や委員会でできることに取り組んで

きた。他者の役に立ちたいと思う気持ちや、相手に喜んでもらいたいと思う気

持ちをもつことが、いじめの防止につながると考えられるので、今後も様々な

活動をとおして、児童の相手意識を育んでいけるようにしていきたい。 
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想いを言葉や行動に 

～学年を超えた仲間づくりを目指して～ 
南足柄中学校 

Ⅰ はじめに 

 本校の生徒会は、令和２年度生徒会スローガンとして「絆ぐ～過去から今へ 

今から未来へ」を掲げ、各委員会の特色を生かしながら取り組んでいる。 

 本校の生徒は、明るく元気な挨拶ができる生徒が多い。登下校のときや校舎

内ですれ違ったときには、生徒同士だけでなく教員とも元気な挨拶をして気持

ちよく過ごしている。また、本校の生徒会組織には、専門委員会に所属できな

かった生徒に活躍の場を用意しようと、生徒会本部の活動をサポートする「生

徒会事務局」が存在する。そのため、専門委員会に所属していない生徒も含

め、生徒会活動に意欲的に参加する生徒が多い。さらに、生徒会本部や各専門

委員会が、美化活動や読書推進活動などのイベントを開催すると、友人を誘っ

て楽しんでいる生徒の様子が多く見られる。 

 しかし、美化活動や挨拶活動の様子を見ると、同じ学年の生徒とは交流があ

るものの、他学年との交流は一部に限られている。そこで、他学年との交流を

増やし、学校全体のつながりを強化することを目指して、上記の生徒会スロー

ガンを掲げ、仲間づくりやいじめ、差別等の防止に取り組んでいる。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ 絆レター 

生徒会本部が主催するこの活動は、仲間に伝えたいことを言葉にする活動

である。 

  例えば、校舎内の壁には「がんばろう！」「ありがとう！」「すごいね！」

など、あたたかく前向きになれる言葉が掲示されている（写真１）。これ

は、生徒会本部が全校生徒に「南中に増やしたい言葉」をアンケートで募集

し、つながりをイメージしたクローバーやハートの紙に書いたものである。 

さらに、体育祭では、行事をとおして見つけた仲間のよい所を型紙に書

き、校舎内に掲示した（写真２）。同じ学年、クラスだけでなく、先輩後輩

のよい所も書かれており、生徒はいつでも見ることができる。文化祭でも、

同様の活動を文化祭実行委員会が主催して行った。全校生徒から、各クラス

の合唱を褒め称える言葉や、吹奏楽部の演奏に対する感動の言葉などが集ま

り、校舎内に掲示した。 

声は消えてしまうものだが、文字として書いた言葉は消えず、いつでも目

に見える。前向きになれる言葉や仲間のよい所を見える形にすることで、学

校全体があたたかく、互いに認め合える雰囲気になるようにと考え、取り組

んでいる。 
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写真１            写真２ 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 挨拶運動 

生徒会本部と生活委員会が、南中生同

士のつながりを強めるために挨拶運動を

行っている。登校時に、校舎内の教室に

向かうまでの道のりや昇降口に立ち、通

り過ぎる仲間に挨拶をしている。中には、

挨拶運動に加わる生徒もおり、積極的に

挨拶を交わしている。 

生徒会本部は、「ハローレンジャーズ」

と題し、登校時の挨拶運動だけでなく、

校舎内ですれ違った他学年の仲間や教員

にも積極的に挨拶し、普段から挨拶をと

おして交流を深めることを意識している。 
 

 ３ ちょこっとボランティア 

環境委員会が主催するこの活動は、

校舎敷地内の美化活動である。各クラ

スからボランティアを募り、中庭の落

ち葉集めや花壇の整備を行っている。

生徒会本部も加わり、学年を超えて協

力し合って美化活動に取り組んでい

る。 

 

Ⅲ まとめ 

友だちや他学年の仲間と会話したり協力したりする中で、生徒たちには笑顔

も見られ、生徒会活動を楽しんでいる様子である。各活動をとおして、生徒は

自分の学年以外の仲間にも目を向けるようになり、互いのよさを認め合う中で

生徒同士のつながりが強くなっていると感じている。 

今後は、新型コロナウイルス感染症予防対策を行ったうえで、より多くの生

徒が主体的に参加できる方法を模索し、学年を超えた仲間づくりに努めていき

たい。また、新型コロナウイルス感染症感染への恐れから、これまでの活動を

諦めるというのではなく、感染予防策を徹底するなど、活動方法を工夫して実

施できるようにしていきたい。 
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「Ｓ．Ａ．Ｏ （幸せ・あふれる・岡本中）」を目指して 

～互いに認め合い尊重し合う学校を創りたい～ 

岡本中学校 

Ⅰ はじめに 

岡本中学校では、「Ｓ．Ａ．Ｏ（幸せ・あふれる・岡本中）」を生徒会活動のテ

ーマとしている。～個性（たね）を幸せの華に～とサブタイトルをつけ、全校生

徒で学年を越えて互いを認め合い尊重していこうという思いをもって活動して

いる。その中で、生徒が自治活動を行い、生徒同士が個性を尊重しつつ触れ合え

る雰囲気をつくることが生徒会活動をとおして成長させたい点である。今年度

は、休校期間もあり、生徒同士が直接触れ合うような活動はあまり行えていな

いが、心を触れ合わせる活動ができないかと生徒会本部役員が考えて企画して

きた。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ 休校期間中の取り組み 

 （１） 『休校中に見つけた小さな幸せ』 

４月に緊急事態宣言が発出され、休校期間が延長したため、学校で仲間と

過ごすこともできず、人と人との距離も離れ、気持ちが暗くなるような日々

が増えた。会うこともできず、気持ちを安易に共有することすらできなくな

り、不安で仕方ないという声が多く聞こえた。 

そこで生徒会本部では、仲間がどのように生活しているのかなどを知った

ら少しでも心が繋がるだろうと考え、「全校生徒で心が温まる企画をしたい」

と考え企画した。全校生徒に小さなカードを配付し、休校中の生活の中で幸

せに感じたことをどんな小さなことでもいいので書いて提出してもらい、

『休校中に見つけた小さな幸せ』という企

画を行った。 

集まったカードには、「家族との時間が増

えてたくさん話すことができた。」「チーズ

ケーキを作ったら家族に喜んでもらえた。」

「何気ない日常」「育てていたナスの花が咲

いた。」などが書かれていた。 

今まではあまり感じていなかった小さな

ことを幸せに感じ、互いに読みながら心温

まった。休校期間中は、いくつかの小さな幸

せをホームページにあげ、皆で共有した。ま

た、集まったカード全員分を模造紙に貼り、

廊下に掲示した。全校生徒の皆が企画に参

加し、本音を伝え合うことができた。 
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（２） 学校再開後の目標宣言 

『休校中に見つけた小さな幸せ』

のカードを配付するのと同じタイ

ミングで、もう１枚カードを配付し

た。そのカードには、休校期間が明

けて学校が再開したら頑張りたい

ことややってみたいことを書いた。

カードには、「クラスの友だちとた

くさん話す」という宣言が多く見ら

れ、新しいクラスで過ごす時間が短

くなったため、早く新しいクラスで仲間をつくりたいという思いが感じられ

た。コロナ対策で触れ合うことはできないが、お互いの思いを知り、心を通

わせることができた。 

 

 

 ２ 奉仕活動『キレイにし隊』 

コロナ禍の中、自分たちにできるこ                 

とは何かと生徒会本部で考えた。身の

まわりの環境を仲間と一緒にきれい

にして、気分をリフレッシュしようと

いう思いで、『キレイにし隊』という企

画を行った。参加は希望制としたが、

全校で 73 名の生徒が集まり、グラウ

ンドや校舎周りの除草作業を行った。

学年を問わず、全校の生徒とともに活

動することで、人と交流することもで

き、気分をリフレッシュすることができた。また、生徒の自主性や協調性も養

うことができた。 

 

Ⅲ まとめ 

生徒同士が互いの考えを尊重し、相手の気持ちを考えて行動することができ

れば、相手を傷つけるような言葉や行動が減り、いじめ防止につながると考え

られる。今年度はコロナ禍ということもあり、全校生徒で活動して協調性を高

めるような企画をあまり行うことができなかった。しかし、そんな中でも全校

生徒の心が温まる企画を行いたいという思いから、密にならないような企画を

考え、実施した。それぞれの企画をとおして、人と人との距離はあけつつも、生

徒が認め合い、励まし合い、支え合う温かい人間関係を育成することができた

と考える。 

今後も感染症対策に努めながら、生徒の心と心の距離を近づけるような企画

を実施して、互いに尊重し合える温かい学校をつくっていきたい。 
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生徒が主体となったいじめ防止を目指して 

～生徒会活動をとおして～ 

足柄台中学校 

Ⅰ はじめに 

 本校は、インクルーシブ教育推進校の指定を受けて以来、学習面のみならず、

日常生活の様々な場面で多様性を認め、自他の個性の尊重を推進してきた。そ

のためもあり、現在優しさや思いやりをもって接することのできる生徒、相手

の立場を理解し、相手を尊重する言動をとることができる生徒が多く見られる

というよさがある。一方、自主性や積極性、自分たちの生活をよりよく変化、向

上させていこうとする姿勢には、課題が見られる。このような中、生徒会本部で

は、コロナ禍ではあるが、最大限、自主性を重視した活動を進めてきた。今回の

テーマである、いじめ防止に関しても生徒の自主性や主体性を大切にした取り

組みを行った。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

１ 全校レクリエーションを通した仲間づくり 

本校では、生徒会本部主催による全校レクリエーションを毎年行っている。

全校レクリエーションとは、学年を超えた生徒が協力することで、より過ご

しやすい学校にしていこうという取り組みである。本年度はコロナ禍の影響

により、例年どおりの全校開催が難しい状況であったが、生徒会本部の生徒

の試行錯誤により、各教室に分かれ、会話を極力減らして行った。また、校

内放送を利用するなどの工夫も試みた。 

レクリエーションの内容や方法などは全て生徒会本部の生徒が考え、当日

の進行などは３年生の学年委員や班長などに依頼することで、生徒主体の活

動とすることができ、３年生の明るいリードもあり、学年を超えて協力し、

楽しむことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 道徳の授業と関連付けたいじめ防止のための取り組み 

年度初め、生徒会担当職員から全職員に依頼し、いじめを題材とした道徳の

授業を各学年同時期に行い、これと関連付けたいじめ防止に関する実践を試

みた。 
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（１） 啓発ポスターの作成と掲示 

    生徒会本部の生徒に、いじめに関する全校的な取り組みができないか

を投げかけ、ポスターを作成することにした。生徒会本部から各学年委員

にポスター作成を依頼し、各学級教室に掲示した。また、１学年では生活

班ごとにポスターを作成し、校内の様々な場所に掲示し、啓発活動を行っ

た。 

    

（２） 標語の作成と掲示 

    ３学年では、いじめ防止に関する標語を作成し、廊下掲示や品評を行

い、意識の向上を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ まとめ 

 今年度、仲間づくりやいじめ防止の活動を行う際、これまで以上に生徒主体

となるように心がけた。その結果、スムーズに進まないこともあったが、活動に

対し、生徒は生き生きと取り組んでいた。各集団のリーダーを中心に自主性も

少しずつ育ってきたように思える。また、多様性を認め、自他を尊重する気持ち

を育成することがいじめ防止につながると考える。今後もこのような取り組み

を継続し、生徒の自主性や主体性を育みながら、誰もが気持ちよく生活できる

学校にしていきたい。 


