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一人ひとりを大切に、みんなで決め、みんなで楽しむ 

北足柄小学校 

Ⅰ はじめに 

 本校は全校児童 13 名在籍、各学年の人数も２～６名と大変小規模である。そ

の中でも、クラス内で、あるいは他学年との関わりの中で、人間関係がうまくい

かないことがある。そこで本校では、全校児童が互いに関わりをもち、友達の考

えを聞いたり、一人ひとりを尊重して遊んだりする場を設け、仲間づくりを進

めている。これらの場では、児童が主体となって活動を進めていることも大き

な特徴である。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ 北っ子会議（全児童による児童会会議） 

北っ子会議は、児童会の活動について話し合い、決定する場である。以前

は、各学年の代表のみで児童会会議を開いており、名称も「代表委員会」で

あった。しかし、少人数化に伴い、代表委員会ではなく全員出席の北っ子会

議となった。全員が出席でき、意見を言えることで、一人ひとりが児童会の

活動に自分ごととして参加する機会を増やせているのではないかと考えて

いる。 

また、この会議の主催について、以前は「計画委員会」という一委員会が

主催していたが、今年度は計画委員会を置いていないため、６年生が全員で

その役割を担っている。６年生はこの準備に積極的に取り組んでおり、協力

して議案書を作ったり、当日の役割を分担したりしている。 

北っ子会議の議題は、 

  ・児童会目標について 

  ・委員会活動について 

・生活目標の決め方について 

・運動会テーマについて 

・林間学校について 

  などである。 

   初回は、みんなにたくさん意見を言  

ってほしい、ということを示すために、  

５・６年生がすべての議題について自分の意見を述べるようにした。その結 

果、その後の会議で、下級生も手をあげて発言する姿が見られた。 

議題が「委員会活動について」の時には、下級生から「お昼の放送を毎日  

  やってほしい。」という意見が出た。すると、５、６年生の子どもたちは自   

  分たちで検討を始め、分担を決めて、毎日の放送を開始した。 

   「生活目標の決め方について」では、「○月の生活目標」を主催者がいつ 

も提案するのではなく、各学年や委員会からも提案できることとした。 

その結果、今年度は、 

 

 



  ・11 月の生活目標「いつもは読まない本を読もう」（文化委員会の提案） 

  ・２月の生活目標「寒さに負けず体を動かそう」（４年生の提案） 

  ・３月の生活目標「６年生に感謝してすごそう」（５年生の提案） 

  などとなっている。 

   このように、自分の意見が全校の児童会活動に反映される経験を通して、

自分が学校の中で大切にされていることを実感し、この仲間との活動に更

に主体的に参加する姿勢が育っていると思われる。 

 

２ みんなで遊びまショ～タイム（長昼休み、全校遊びの時間） 

  第２回北っ子会議（５月開催）では、「ふれあいタイムについて」という

議題があった。「ふれあいタイム」とは、毎週水曜日に設定されている長昼

休みのことで、基本的にはクラス単位で遊び、月に一度だけ全校で遊んでい

た時間であった。 

今年度になって、６年生がその時間の過ごし方を見直そうと提案した。毎

週、全校で遊ぶこととし、更に、遊びはその日の担当の児童が一人で決め、

進行していくことを提案し、北っ子会議で承認された。そして、「ふれあい

タイム」の名前も新しくしようということになった。６年生は、全児童が参

加する Google classroom で名称を募集し、投票も classroom 内で行った。

そうして決定した名称が、「みんなで遊びまショ～タイム」である。 

遊びの担当は、６年生から順番に回すこと  

となった。担当は、事前に遊びを発表し、チ 

ーム分けの仕方や持ち物を説明する。本番で 

は、ルールを説明し、質問を受ける。また、  

進行（「始めます。」「終わり！」など）も務め 

る。下級生は、その姿を見てやり方が分かり、 

自分の順番が来るのを楽しみにしていた。 

何年生でも、仲間の話をきちんと聞き、決  

められたルールに従ってみんなで楽しく遊 

ぶ。この時間を積み重ねることで、自分が大 

切にされている実感や、協力する喜びを体験できたと考えている。 

 

Ⅲ まとめ 

 異学年の友達が、自分の話を真剣に聞いている、ということは、児童にとって

とても貴重な体験であると思う。学校は、基本的に同学年の児童と多くの時間

を過ごす場であり、上級生や下級生と対話する機会は少ない。下級生が自分の

話を一生懸命聞いてくれること、上級生が自分の言葉に耳を傾けてくれること

は、児童にとって大きな喜びだろう。本校ではそのような機会を多く設けるこ

とができたと思う（今年度は「全校道徳」を行い、同じテーマについて全学年で

お互いの考えを聞き合うことも試みた）。本校で、自分が友達に大切にされてい

た、という思いを、これからも胸に抱き続けてほしいと願っている。 

 
最後に、担当児童にみんなでお礼を言っているところ  



チャレンジ～みんなで協力して一歩先へ進もう～ 

ー安心・安全な学校づくりを目指してー 

南足柄小学校 

Ⅰ はじめに 

昨年度の運営委員会では、新型コロナウイルス感染症の影響で様々な制限が

ある中、できることを考え取り組んでいった。今年度も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現状を踏まえつつ、昨年度の取り組みを

理解している運営委員から「昨年度よりはできる活動があるのではないか」「昨

年度よりももっとよいものにしていきたい」という意見が多く出た。そこで今

年度の児童会テーマを「チャレンジ～みんなで協力して一歩先へ進もう～」に

決定した。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ 代表委員会 

昨年度は代表委員会の開催ができなかったため、各クラスの意見を伝え合

う場を設けることができず、書面での意見交換となってしまった。今年度は

感染症対策についても運営委員で話し合い、開催に向けて準備した。そこで

決定したことは、①例年各クラス二人参加を一人とすること②隣との間を十

分離すこと③換気や手指消毒を徹底することである。実施に向けて、運営委

員で何度もリハーサルを行ったことで、スムーズな会の運営ができ、３年生

以上のクラスの代表と共によりよい話し合い

を行うことができた。 

（１） 生活目標について 

      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代表児童が決 

定すべきだが、異学年の交流が難しい状況 

であったため、各クラスで３か月ごとのめ 

あてを考え、取り組んだ。取り組み後、生 

活目標について、できたことや課題につい 

てクラスで振り返り、代表委員会で確認 

しあった。各クラスの取り組みや状況を 

把握することで、学校全体の様子につい 

て共通認識することができた。                 

（２） リモート児童集会 

新型コロナウイルス感染症の影響で、   

新しい生活様式をもとに学校生活を送る 

こととなった昨年度よりもよりよくしよ 

うという意味を込め、「チャレンジ～みん 

なで協力して一歩先へ進もう～」という   



児童会テーマを掲げた。代表委員会では、 

この児童会テーマを達成するための各ク 

ラスの取り組みについて話し合った。する 

と、どのクラスも昨年できなかったことに 

チャレンジしようという思いがあり、更に 

異学年との交流が一歩先へ進むためにも   

必要だと考えていることが分かった。しか 

し、全校児童が一度に集まって活動するこ 

とに制限があるため、どのような活動を企画していくのかが課題となっ 

た。そこで運営委員が考えたのが、各クラスで児童会テーマ達成に向け 

て、チャレンジしたことについてリモートで紹介する、リモート児童集会 

である。紹介の方法については各クラスに任せることで、普段見るこ 

とができないクラスの雰囲気や様子を知ることができると考えた。また、 

他の学年の取り組みを知り、興味をもったものについては自分のクラス 

で取り組むと、異学年交流となるのではないかと考えた。 

実際の様子を見てみると、体育科での仲間同士の励まし合いを紹介し

たり、社会科で取り組んだ地名クイズなどを全員で取り組んだりと、各

クラスでチャレンジしたことを全校で共有することができた。他にもス

ポーツフェスティバルでの取り組みの発表があり、他学年のスポーツフ

ェスティバルを観戦することができなかっ

たのでいい機会となった。発表方法も各ク

ラスでより分かりやすく伝わるように工夫

されていた。リモートでの児童集会の可能

性を感じることができた。 

 

Ⅲ まとめ 

 今年度も、新型コロナウイルス感染症の影響で全校児童が集まっての活動や

異学年同士の交流が難しく、活動が制限されたが、その中でもできることにつ

いて、児童が主体的に話し合い、考えることができた。昔はできていたことが、

今はコロナ禍だから仕方がないとすぐに諦めるのではなく、新たな方法を模索

することで児童の成長に繋がったように感じる。児童会テーマのとおり、まさ

にチャレンジをすることができた。 

 特に、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、リモートなど新たな方法を取り入

れ、実行することができたことは、来年度以降も生かすことができると考える。 

 今後は、感染症対策を行った上で、より多くの児童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更に力を入れていきたい。今までやっ

てきた活動を諦めるのではなく、感染症対策を施した上でできる活動を考えて

いくことで、これからの時代を生きていく児童に必要な力を育成していきたい。 



毎日が楽しくなるような学校をつくろう 

～児童の主体的な活動となるように～ 
福沢小学校 

Ⅰ はじめに 

本校の今年度の児童会テーマは、「協力～毎日が楽しくなるような学校をつく

ろう」である。「思いやりあふれる学校にしたい。」「全校のみんなの毎日が楽し

くなるような活動をしたい。」という子どもたちの思いから、運営委員会を中心

に児童会テーマを「思いやり」「協力」「笑顔」の３つにしぼり、全校児童の投票

により決定した。全校で決定したテーマを基に、今年度はどんな活動ができる

のか児童からのアイディアで活動を計画し、実践している。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み   

１ 運営委員会の取り組み 

運営委員会では、児童会テーマを達成するために、前期に「学校全員安全

プロジェクト」、後期には「あいさつで学校をもっと元気にしようプロジェ

クト」を児童が発案し実施した。 

（１） 「学校全員安全プロジェクト」について 

ポスターを各階の壁に掲示したり、階段を上るときにみんなに見えるよ

うに階段にポスターを貼ったりして、児童への意識付けをしてきた（掲示

する場所も児童の考えから決めた）。特に６月、７月は梅雨の時期なので

校内で過ごすことが多く、昼休みに見回りをしたり見回った様子を放送で

流したりして、児童へ呼びかけを行った。こうした取り組みや一人ひとり

の意識もあって、廊下等でのけが人はなく、楽しい学校生活を送ることが

できた。 

（２） 「あいさつで学校をもっと元気にしようプロジェクト」について 

12 月からは毎朝、登校時刻に合わせて   

「あいさつ運動」を行った。実施前の 11 月 

の委員会の話し合いでは、学校全体の課題 

として「挨拶」についてが挙げられた。そ 

の中で、「マスクをしていてみんなの表情が 

見えにくいからこそ、気持ちのいい挨拶がで 

きるような学校をつくりたい」という児童会 

テーマを意識した考えが出された。 

活動が始まって１週間は、運営委員の児童も自信をもって挨拶をするこ

とができていなかった。また、「全校児童も挨拶を返す・自分から挨拶を

する」といったことができていない様子が伺えた。そこで、改善策として、

もっと活動をアピールするために、ポスターを持って「あいさつ運動」を

することにした。すると、活動が徐々に全校にも認知され、だんだんと挨

拶を返す声が増えていった。さらには、登校してきた児童の側から元気の



いい挨拶が聞かれるようになった。運営委員の児童も手応えを感じるほど、

元気のよい挨拶を互いに交わせる場面が増え、12 月をいい形で締めくく

ることができた。この取り組みにより、低学年の担任からは、「５、６年

生の挨拶をする姿を見て、“マスクをしているので表情は見えないけれど、

自分から挨拶をすることで、相手に思いを伝えることができる”というこ

とを児童が実感し、クラスでも元気に自分から挨拶をする児童が増えてき

た」という声を聞いている。 

今後、プロジェクトを成功させるために、「あいさつ運動」の継続、強

化（具体的には、低中学年から「あいさつサポーター」を募集し、運営委

員と一緒に「あいさつ運動」を行うといったもの）を考えている。また、

そうした取り組みの成果を「児童会だより」で全校児童や保護者に知らせ

たり、「挨拶に関しての動画」による啓発を行ったりといった活動を計画

している。 

２ 保健委員会「メディアと上手につきあおうプロジェクト」について  

保健委員会では、新型コロナウイルス感染症    

対策として、ポスター作成や手洗い動画の作成 

をし、全校児童に呼びかけてきた。また、コロナ 

の影響で家で過ごすことが多くなったこともあ 

り、メディアに関するトラブルも増えてきたの 

で、メディアというテーマをとり上げて活動を 

行った。使い過ぎると生活にも影響が出るとい 

うことから、日頃の生活についても振り返り、上手な使い方について今年 

の学校保健委員会でも「どう付き合う？メディアと健康」というテーマ 

のもと、インターネットの使い方を考えた。学校保健委員会で学んだこと 

を、１～５年生へ伝えるために、リモート集会では、３つの目標①正しい知 

識を学ぶこと②直接顔を見て、目を見て会話を充実させること③使用する 

ときにルールを決めることを提案した。 

その後、全校児童にチャレンジシートを配り、メディアと関わる時間を４ 

日間意識して過ごさせた。使う時間を減らそうと意識することで、時間を決

めてゲームをやめたり、その分の時間を友達や家族と遊ぶ時間にしたりと効

果が表れている児童がいた。 

 

Ⅲ まとめ 

 児童会の児童は、今までのように集会で直接呼びかけることはできなかった

が、リモート集会で伝えたり、各クラスに直接伝えに行ったりと、今自分たちに

できることを考え全校に働きかけることができた。活動を通して、直接相手の

顔を見て、目を見て挨拶したり話したりすることで、友達や家族がどんな表情

でどんな思いで生活しているのか、相手の思いに気づき、相手を思いやること

を少しずつ意識できるようになってきた。今後も、今できることをみんなで話

し合い、協力し合い、今後の活動に取り組んでいきたい。 



みんなでチャレンジ！～笑顔輝く岡本小～ 

岡本小学校 

Ⅰ はじめに 

岡本小学校では、今年度の学校目標（昨年度までの児童会目標）を「みんな

でチャレンジ！～笑顔輝く岡本小～」とした。例年は、運営委員会が中心とな

って目標を決めていたが、今年度は学校運営の中心である６年生全員で考え、

決定した。そのことにより全員がそれぞれの活動のゴールを意識しながら、委

員会活動やその他の学校生活を送っていくことができると考えた。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ 岡小あいさつタイム 

昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から他学年との関

わりが制限されていた。それも要因の１つとなっているのか、他学年との

あいさつに課題があるということが運営委員会の調査で明らかとなった。

そこで他学年の教室に行き、あいさつをする「岡小あいさつタイム」を実

施した。１週間のうちに全学年と関われるように設定したので、普段関わ

っていない学年ともあいさつができた。朝元気よくあいさつすることは、

１日を楽しく過ごすことにつながる。学校目標の笑顔輝く岡本小に近づく

きっかけになったと感じる。地域の方からも、岡本小学校のあいさつがよ

いとお褒めの言葉をいただいている。この良き伝統を継続していきたい。 

  

 ２ １年生おむかえ集会 

昨年度は、行えなかった１年生おむかえ集会を、①   

１年生が学校の楽しさを感じる②１年生と２～６年生   

が互いのことを知るというねらいで行った。まず代表 

委員会をひらき、１年生のためにどんなことができる 

かを全学年から吸い上げ、それをもとに６年生が企画・運営した。リモー 

トによる「学校クイズ」と２～５年生に協力してもらいながら「スタンプ 

ラリー」を行った。６年生だけでなく、全校が１年生と触れ合うことがで 

き、笑顔あふれる活動とす 

ることができた。 



 ３ なかよし班活動（縦割りの活動） 

  （１） なかよし班遊び 

     １回目は６年生主催、２回目は５年生主催 

    （６年生はアドバイザー）で行った。特に   

２回目は５年生が企画したものを６年生が 

確認し、アドバイスをすることで、当日は 

５、６年生が協力して運営する姿が見られ 

た。そのため１～４年生も遊びをより楽し 

むことができた。 

 

  （２） 折り鶴づくり 

平和の願いを込めた折り鶴を広島、長崎の平  

和記念式典へ送るために、折り鶴づくりをなか 

よし班で行った。５、６年生が協力して１～４ 

年生に作り方を伝え、千羽鶴をつくった。 

  

（３） なかよし班種目（体育フェスティバル） 

    今年度は体育フェスティバルの中に、なかよ 

し班の種目を入れた。種目は、玉入れ、綱引 

き、大玉転がしの３つから代表委員会を通し  

て、１つに絞った。なかよし班種目のねらい 

は、①他の学年と協力できる②自分たちで作 

戦を考えたり、練習したりすることができる 

であり、この２つに合うものを話し合い、最終的には、綱引きに決定し 

た。決定した後は、なかよし班会議を設定して、高学年がリーダーシッ 

プをとりながら班ごとに作戦を考えたり練習をしたりした。勝っても負 

けても、みんなが楽しめ、充実感のある時間とすることができた。 

 

Ⅲ まとめ 

今年度は、学校目標「みんなでチャレンジ！～笑顔輝く岡本小～」を達成す

るために、縦割り班で活動する機会を多く作った。昨年度は、清掃でさえ他学

年と関われなかったため、子どもたちにとっては他学年と充実した関わりを持

てた１年になったように思う。また縦割り班の活動が再開したことで、改めて

異学年交流の良さを感じることができた。それは「存在感」「承認」「貢献」と

いう自己有用感を高めるための三要素を子どもたちが実感することができたこ

とである。縦割り班の活動が学級や学年とは別の新たな居場所として機能し、

自分は必要な存在なのだと実感し、学校が楽しいと思えることにつながった。 

コロナ禍でさまざまなものが制限されているが、その中には子どもたちにと

って必要だったものもあるにちがいない。それに改めて気づくことができたこ

とも大きな収穫であった。 



たくさん協力し合い、絆の深い学校にしよう 

岩原小学校 

I はじめに 

 本校の児童会テーマは「たくさん協力し合い、絆の深い学校にしよう」であ

る。新しい生活様式が定着しつつある中で、全校児童が様々な場面で力を合わ

せ、絆を強めていきたいという願いが込められている。 

 本校は明るく活発で、進んであいさつができる児童が多い。しかし、新しい

生活様式の中で、全校が一つのことに取り組む機会が少なくなり、児童同士の

関わりが薄くなっていることを課題に感じていた。そこで児童会では、定着し

つつある新しい生活様式を引き続き意識しながら、全校児童が同じ目標に向か

ってできる活動を考え、取り組んできた。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

１ 新しい生活様式の見直し 

昨年度から定着しつつある新しい生活様式に慣れてきた今だからこそ、

改めて自分たちの生活を見直し、仲間と協力し合えることについて考えて

いくことにした。そのため、「感染症対策のために心がけていること」をテ

ーマにアンケートを行った。 

回収したアンケートからは、「給食中はしゃべらない」、「マスクを正しく

つける」、「手洗い、うがい」、「消毒」など、児童が気をつけていることが

分かった。そのアンケート結果を児童会コーナーに掲示し、全校児童に見

えるようにしている。これまで取り組んできた新しい生活様式を視覚化す

ることで、引き続き意識して過ごせるようになった。 

 

２ 「岩小ハッピー言葉キャンペーン」 

（１） 言葉遣いについて考える呼びかけをする場面 

友だちと協力し合い、気持ちよく過ご

すための取り組みとして、「言葉」に焦点

を当てることにした。昨年度は、全校児

童から「友だちに言われてうれしい言

葉」を集めて校内に掲示していた。昨年

度の活動とつながりをもたせつつ、今年

度は各クラスに児童会の児童が行き、言

葉の大切さを考えられるような取り組みを行った。１、２年生は友だ

ちと仲よくなれる言葉と嫌な気持ちにさせてしまう言葉を集めた。３

～６年生は学校生活の中で言葉の使い方を間違えてしまう場面や無意

識のうちに友だちを傷つけてしまう場面をロールプレイで見せ、「こん

な時どんな言葉を使ったらよいだろう」ということを考えさせた。ま

た、活動の最後に全学年共通で友だちと仲よくできる言葉を集めた。



集めた言葉を教室に掲示することで、常に言葉遣いを意識できるよう

にした。 

この活動において、児童会の児童の問いかけに対して、他の児童は

真剣に考えていた。１、２年生は学校生活での様々な場面を振り返り

ながら、言われて嬉しい言葉を見つけていた。３～６年生は、ロール

プレイで提示した状況を「確かに、あるある」と言いながら、自分が

その場面に立ち会ったことを想定して考える様子がみられた。そし

て、嫌な気持ちになってしまった方の気持ちに思いを巡らせながら、

適切な話し方を考えていた。 

 

（２） 呼びかけ後、重点的に取り組む場面 

 呼びかけ後の１週間を重点的な取り組み期間と

し、帰りの会に各クラスで「１日言葉遣いを意識し

て過ごせたか」を振り返り、人数を集計した。言葉

遣いについての意識調査は児童会の児童が呼びかけ

に行く前にも一度行っていたのだが、呼びかけ後の

方が言葉遣いを意識して生活している児童が多かっ

た。また、日を重ねるごとに、友だちと仲よくする

言葉を使えるよう心掛けている児童が増えたことが分かった。 

 また、１週間後に取り組みを通して意識し

たことやこれから心掛けていきたいことを振

り返る時間を各クラスでとった。１週間取り

組んで気づいたこととして、「無意識でハッピ

ーな言葉を使えるようになった」、「ハッピー

な言葉を使うと、友だちも優しくしてくれ

る」といった振り返りがあった。心掛けたいことは、「考えてから発言

する」、「仲よくできる言葉を使っていきたい」という意見が出た。ま

た、「言われて嬉しかったから、ハッピーな言葉で岩原小がいっぱいに

なるといいな」、「自分から話しかけて、もっと相手のことを知りた

い」など、これからの学校生活への願いも振り返りにみられた。 

 児童会の児童は、これらの振り返りを受け、再度各クラスに「岩小

ハッピー言葉キャンペーン報告書」を書いた。そこでは、クラスのよ

かったところと他のクラスから出た振り返りを踏まえてこれから頑張

ってほしいことを書き、今後も継続できるような働きかけをした。 

 

Ⅲ まとめ 

児童会の取り組みにより、新しい生活様式を改めて見直したり、相手の気持

ちを考えて言葉を使うよさを知ったりする機会をつくることができた。言葉遣

いに気をつけようとする児童も見られている。今後も学校全体で、岩原小学校

がより魅力的な学校になるよう努めていく。 



コロナ禍における異学年交流の工夫 

向田小学校 

Ⅰ はじめに 

 今年度も、昨年度に続き新型コロナウイルス感染症の流行で、学校行事や集

会は、従来の方法を見直し、新しい在り方を探りながら行っている。 

今年度の児童会目標は、「仲間を大切にし 笑顔あふれる 向田小学校をつく

ろう」である。この目標には、友達に優しく接したり、友達のよさを見つけて伝

え合ったりして仲間を大切にすることや、コロナ禍で他学年や地域の人々との

関わりが少なくなっているからこそ、あいさつを広めて笑顔あふれる向田小学

校を創ろうという思いが込められている。そこで、児童会目標の達成に向けて、

それぞれの学年や委員会で新たな取り組みをすることにした。 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ 運動会における、５・６年生の取り組み 

   10 月に開催された運動会では、感染症対策のため、１部と２部で出場す

る学年を分けて行ったが、５、６年生は全員が係の仕事をもち、１部と２部

の運営にそれぞれ携わった。 

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するなど、高

学年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を

制限することとなった。そのよう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。当日までの朝の時間には、スポ

ーツ委員会の児童が作成した手本動画を見ながら全校児童が各教室でラジ

オ体操の練習に取り組んだ。当日は、決勝審判を担当した児童が、下級生に

優しく声をかけながら等賞旗がある位置に連れて行く姿が見られた。また、

応援を担当した児童は、声を出さないように太鼓や手拍子による応援方法を

考え、下級生に丁寧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、「高学年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。」といった感想がたくさん出された。体育的行事を通して全校児

童が交流することで、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、高学年としての自覚を高めることができた。 



 ２ 総合的な学習の時間の取り組み（６年生） 

本来なら、６年生は、１年生と入学式で手をつないで入場したり、給食の

配膳を一緒に行ったりするなど、４月から深く関わる場面が多くあった。し

かし、今年度はそのような場面が限られてしまった。そのような中でも、６

年生は最上級生として、１年生に、「向田小学校について知ってほしい」「上

級生と関わる楽しさを感じてほしい」という思いをもっており、１年生との

交流を行うことにした。自分たちが１年生のときに上級生にしてもらったこ

とを思い出して活動内容を決めていく中で、まず、学校のことを知ってほし

いという思いから、校歌と向田小学校の歌である「笑顔の丘」を教えること

にした。目の前で歌うのではなく、タブレットを活用して動画を作ったり、

歌詞カードを作って配ったりした。掲示用の歌詞カードは、歌詞の一部を隠

してクイズのように楽しめる工夫をするなど、１年生のことを考えながら活

動することができた。また、一緒に遊んで楽しませたいという思いから、少

人数グループで、ジェスチャーゲームや伝言ゲームなど接触の少ない遊びを

した。交流が終わって教室に戻るときには、名残惜しさから６年生と離れら

れない１年生や、また遊ぼうと互いに笑顔で話す児童の姿が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

   また、運営委員会では、話し合いの中で、他学年とあいさつを交わすこと

ができていないという課題が挙がった。このことについて、１年生と６年

生以外の異学年交流が実施できないことも原因の一つではないかという意

見が出た。そのため、１月の児童代表委員会では、あいさつのよさを伝え、

各クラスで振り返りを行うだけでなく、タブレットの meet 機能を使った２

学年間の異学年交流を提案することにした。２月に実施できるように現在

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 

 年間の活動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

流は少なくとも、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

う思いをもち、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、いじめ防止につながると考えられる。今後も様々

な活動を通して、誰かを笑顔にできる喜びを児童に経験させていきたい。 



認め合い助け合える仲間づくり 

～お互いの良さに目を向けて～ 
南足柄中学校 

Ⅰ はじめに 

令和３年度の本校の学校スローガンは、「チーム南中～For others（他の人

のために）～」である。そこで、生徒会はお互いが「誰かのために」活動する

ことで、あたたかい学校をつくっていくことを目指し、生徒会スローガンを決

定した。令和３年度の生徒会スローガンに「昇華～小さな花にも意識を向け

て」を掲げ、各委員会の特色を生かしながら活動している。 

コロナ禍において、各委員会活動は、以前から行ってきた活動を同様に実施

することが難しくなっている。しかし、活動の実施を中止するのではなく、コ

ロナ禍に対応した新しい方法で実施している。さらに、学校生活の中で見えた

仲間の良い所を取り上げ、「他の人のために」役立つ喜びが実感でき、それを

認め合える集団をつくっていこうと取り組んでいる。 

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のために、生徒

会本部の活動をサポートする「生徒会事務局」がある。また、生徒会本部や各

専門委員会が開催するイベントには、友人同士で声を掛け合って大勢の生徒が

参加している。このように、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。 

しかし、他学年の仲間と協力したり話したりしている姿は、コロナ禍では多

く見られない。全校が一堂に会し、活動する取り組みが難しい今、学年を越え

たつながりが希薄化している。そこで、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 ゴミゼロプロジェクト 

生徒会本部が主催するこの活動は、お世 

話になっている地域をきれいにしようと、 

校地外に出かけて行う美化活動である。各 

クラスからボランティアを募り、南足柄市 

役所の中庭や市営総合グラウンドの雑草を 

抜いたりゴミを拾ったりした。 

生徒会本部と生徒会事務局が参加した 

生徒をまとめ、指示を出して円滑に運営 

した。他学年の仲間とも会話しながら、    

協力してゴミ袋に落ち葉を詰めるなど、楽 

しみながら清掃する生徒の姿が各地で見ら 

れた。 



 ２ 全校レクリエーション 

コロナ禍のため、全校生徒を集めてレクリエ 

ーションを行うことが難しいため、生徒会本部 

がオンラインで開催した。運営する生徒会本部 

と各クラスとを Google meet で繋ぐことで、密 

を避けながら全校生徒が参加できた。 

内容は、提示される画像の名称を、生徒自身 

の chromebook のインターネット検索を利用 

して探し当てるというものである。生徒は、提 

示される摩訶不思議な画像に驚きつつも、様々 

なキーワードを、仲間と相談して打ち込んでい 

た。正解にたどり着くと歓声が上がり、大いに 

盛り上がり、コロナ禍での貴重なコミュニケー 

ションの機会となった。 

 

 ３ 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。行事やイベントごとに、それに関連 

したデザインの型紙を生徒に配った。そ 

して、体育祭をとおして気付いた仲間の 

良い所や、生徒会本部主催のイベントの 

際の仲間のよかった所を記入して掲示し 

た。また、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。 

仲間の良さや頑張りを可視化すること  

で、お互いの良さを認め合える雰囲気をつ 

くっている。 

 

Ⅲ まとめ 

全校生徒が交流できる取り組みにより、生徒は普段関わらない人とも話す機

会が増え、楽しみながら友人や他学年の生徒との仲を深めている。また、各活

動をとおしてお互いの良さを認め合うことで、多くの生徒が前向きに活動して

いると感じられる。 

今後は、新型コロナウイルス感染症への対策を講じながら、ICT 機器等を活

用したり実施方法を工夫したりすることで、学年を超えた仲間づくりを一層進

めていきたい。また、「他の人のために」活動することの喜びが実感できる活

動をさらに増やしていきたい。 

 



Ｉ．Ａ．Ｏ ～意見あふれる岡本中～を目指して 

～互いに認め合い尊重し合う学校を創るために～ 

岡本中学校 

Ⅰ はじめに 

昨年度、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活動した。その目標を達成するためには、意見を活発に出

し合い、互いの考えを認め合うことが大切だと考えた。そこで、今年度は「Ｉ．

Ａ．Ｏ（意見・あふれる・岡本中）」を生徒会活動のテーマに設定した。生徒会

活動をとおしてめざしたことは、生徒が自治活動を行い、お互いに個性を尊重

しつつ触れ合える雰囲気づくりである。そのために、生徒同士が自分の意見を

活発に伝えあい、互いに支え合うことができる活動を生徒会本部役員とともに

模索してきた。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

 １ 全校生徒による掲示物の制作 

 （１） 一人ひとりの個性を折り紙で表現 

前期の生徒会活動では、「一人の個性（はな）をみんなで花束に」をテー

マに、全校生徒一人ひとりが個性を発揮して、互いがその個性を認め合う雰

囲気をつくる実践を行った。 

折り紙で、全校生徒一人ひとりが一輪の花を作成し、それを組み合わせて

花束にすることで、生徒会活動のテーマを表す全校制作をつくる活動を行っ

た。生徒会本部役員が Googlemeet を利用して、各クラスのスクリーンに折

り紙の折り方を映しながら説明し、全校生徒での制作を試みた。なかなか折

り方がわからず、苦労している生徒もいたが、そのうち、近くにいる生徒同

士で折り方を教え合う姿が見られた。また、友達が折った折り紙を見て、「ち

ゃんと折れているね」「上手だね」など褒め合う声かけが見られた。生徒同

士で教え合う中で、自然と笑顔があふれ、互いに協力し、支え合う活動を行

うことができた。 

 

 

 

 

 

 



 （２） 『階段アート』 

昨年度より、全校生徒が通る階段に『階段アート』を設置してきた。今

年度は、いじめ防止につながる標語をデザインに入れこみ、掲示すること

で、自分を大切にして、相手も大切にする雰囲気づくりをめざした。 

階段アートの制作は、全校生徒にボランティアを募集して、色塗りなど

を協力して行った。 

 

 ２ 奉仕活動『キレイにし隊』 

昨年度より、ボランティアを募り、奉

仕活動を継続して行ってきた。校内の美

化活動のみではなく、掲示物の制作や企

画の準備を行った。学年を問わず、全校生

徒と交流することで、意見を出しやすい

環境をつくることができた。 

 

 ３ 劇～思いやりのある言葉とは～ 

意見を出しやすい雰囲気をつくるためには、思いやりのある言葉かけも必

要だと考えた。そこで、文化活動発表会で生徒会本部役員を中心に制作した

劇の上映を企画した。劇を見て、その場面でどんな言葉をかければよいか、

一人ひとりが考えることで、相手を思いやって言葉をかけようという意識づ

けを行うことができた。 

 

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。生徒会で行っている話し合い活動や様々な企画の中で、生徒同士が互

いに認め合う活動を通して、自分の意見を伝えることができる環境づくりがで

きた。 

今後も、生徒の心と心の距離を近づけるような企画を実施して、互いに認め

合い、尊重し合える温かい学校をつくっていきたい。 

 



コロナ禍でもできる仲間とのつながりを深めること 

～生徒会活動を軸として～ 

足柄台中学校 

Ⅰ はじめに 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、学校現場の環境は大きく変化

した。タブレット端末が導入され、一時は人とのコミュニケーションが制限さ

れる中で、仲間とのつながりをつくっていくことが求められた。また、マスクで

表情が見えない中、相手の気持ちを理解することの難しさがあり、心のすれ違

いからいじめに発展してしまうケースも少なくない。そこで、本校では生徒会

本部役員の生徒を中心に、ＩＣＴ機器を積極的に活用し、仲間とのつながりを

深めるための取り組みを行った。 

 

Ⅱ 重点的な取り組み 

１ 全校レクリエーションによる仲間づくり 

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実施してい

る。生徒の間では、「全校レク」という愛称で親しまれ、学年を越えたつな

がりを深めることを目的とした取り組みである。本年度は、写真のとおり、

各学年の生徒が所属する小グループを結成し、各教室に分散してタブレット

端末のミーティングとアンケート集計機能を使ったクイズ大会を実施した。

生徒会本部役員の発案により、各学年にちなんだ問題を出題し、意図的に他

学年との交流が生まれるような場面を設定した。各所で、最高学年である３

年生の明るいリードにより、楽しい雰囲気の中、学年を越えたコミュニケー

ションが活発に行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 文化活動発表会におけるいじめ防止を訴える発表 

   昨年 12 月に実施した校内文化活動発表会において、生徒会本部が作成し

た、いじめ防止短編映画「Ｎｏｔ！いじめレボリューション！」を上映し

た。内容は、いじめの加害者側の視点、いじめの被害者側の視点で、いじめ

の怖さ、それぞれの立場がどんな心境なのかを再現した。また、実際に生徒

が経験した過去の出来事を交えて、いじめに発展しないために普段から意

識することを語りかけながら発表するなど、様々な手法で全校に向けてい

じめ防止の啓発に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ まとめ 

12 月に取った生徒へのアンケートでは、「いじめはどんな理由があってもいけ

ないことだと思いますか」の問いに対して 94％が肯定的な回答をしており、昨

年度より意識の向上が見られた。 

今年度、仲間づくりやいじめ防止の活動を行う際、「自分たちで学校生活をよ

りよいものにしたい」という生徒会本部役員の熱意がとても強く、年間を通し

て生徒主体の活動を継続することができた。その結果、コロナ禍でも、人と人と

のつながりの大切さを考える機会が数多く生まれ、生徒たちは落ち着いた雰囲

気で学校生活を過ごせたのではないかと考える。 

生徒が自らいじめについて考え、いじめ防止を訴えていく活動は、大人が指

導する何倍もの影響力があり、深く心に響いているように感じる。日常の生活

の中でも、生徒から自然と人権を意識した声掛けが見られるようになってきて

いる。今後も生徒の自主性や主体性を育みながら、誰もが仲間とのつながりを

大切にできる学校をつくっていきたい。 

 

 


