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そこで、当研究所では、アンケート調査により、

活用の周知
・当研究所ウェブページへの掲載

指定校における各活動の成果と課題を把握し、
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おいて紹介
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る課題と解決に向けたヒントのリーフレットを
作成した。
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今後に向けて
「いじめの未然防止に関する研究」については、

平成28年度で終了するが、これまで作成してき
たリーフレットや研修パッケージを研修講座等

２

指定校における「いじめ未然防止モデルプロ

グラム」の各活動の成果のリーフレットについ
て
指定校における各活動の成果を、活動の種類
ごとにリーフレットとしてまとめた。本リーフ

で活用し、今後も「いじめ未然防止モデルプログ
ラム」の普及を図ることとしている。
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縦割り班による活動を通して、リーダーシップやフォロワーシッ
プを培うことができました
浦河町立浦河小学校
活動名：いじめについて考える集会

→Ｐ．99
・事前の活動から反省まで、異年齢集団による活動として行うことにより、上級生が優しい気持ち
をもったり、下級生が上級生を頼もしく感じたりすることにつながった。
・年間を通じて、意図的計画的に、異年齢集団による交流を位置付けたことにより、学年全体の絆
を深めることができた。

美深町立美深小学校
活動名：縦割り班活動

→Ｐ．102
・異年齢集団による集会活動や清掃活動を通して、優しさや思いやりの心を育むことができた。
・活動を通して、自己の役割意識を高め、責任感を培うことができた。
・互いに学び、高め合うとともに、豊かな人間性を育むことができた。

枝幸町立枝幸小学校
活動名：異年齢活動の取組

→Ｐ．104
・年間を通した縦割り班での活動を行うことで、高学年が低学年を意識して一生懸命取り組んだり、
掃除の仕方を優しく教えたりする姿が見られるようになった。
・縦割り清掃活動での交流が普段の学校生活でも生かされ、第１学年と第６学年が、一緒に遊ぶよ
うになってきた。

北広島市立西の里中学校
活動名：体育祭におけるチーム会議

→Ｐ．113
・体育祭において異学年によるチーム編成を行うことにより、上級生が、下級生の前で頑張り、手
本を見せることができた。
・下級生が、上級生から、一生懸命にやることの尊さなど、いろいろなことを学ぶことができた。
・様々な競技を通して、助け合いの精神を学ぶことができた。
・お互いの個性、得手不得手等を超えて結束する中で、多くのことを学び合うことができた。

標茶町立標茶中学校
活動名：体育祭での縦割り団活動

→Ｐ．127
・体育祭に関連する活動で生徒会が中心となり、縦割り班による異学年交流を行うことができた。
・結団式や練習、応援合戦、競技を通して、各班の上級生がリーダー性を発揮し、自己有用感を高
めるとともに、下級生を思いやる心情を育むことができた。
○ 集会活動や清掃活動、行事の事前準備などを縦割り班で行うことにより、異学年
による交流が進み、上級生には責任感や優しさなどのリーダーシップを、下級生に
は上級生を敬う気持ちなどのフォロワーシップを培うことができています。

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 29 年３月版】における主な活動（概要）
のページに対応しています。
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児童会・生徒会活動を通して、児童生徒がより主体的に活動を進
めることができました
美唄市立峰延小学校
活動名：児童集会（前期・後期）

→Ｐ．94
・児童会書記局を中心として、各専門委員会（生活、文化、保体）で、様々な活動を年間を通して
行うことがで、生徒の主体的な活動とすることができた。
・グループでの様々な活動を通して、児童間の異学年のつながりが構築され、幅広い人間関係を通
して、児童相互の理解を深めることができた。

登別市立幌別東小学校
活動名：いじめ防止に関する取組

→Ｐ．98
・継続した取組として行うことで、児童が主体的に「いじめ未然防止」＝「全校みんなが仲良くな
る取組」を行うことができるようになってきた。
・児童会の取組としたことにより、児童の主体的な「いじめ未然防止」の意識が高まった。

上ノ国町立上ノ国中学校
活動名：体育祭活動 →Ｐ．120
・体育祭に関連する活動において、生徒が主体的に活動を進めることで、自分たちが考えて行動す
る生徒が増えた。
・異学年との取組を通して、先輩の行動に尊敬の念を抱く生徒や学年を越えて協力し合うことの大
切さを理解することができた。

小平町立小平中学校
活動名：「生徒会企画：全校交流会」

→Ｐ．122
・生徒会が中心となり、３日間連続で昼休みに全学年対象の交流会を行うことにより、部活動や生
徒会、行事などで普段は関わりのない生徒同士が交流するよい機会となった。

北海道岩見沢西高等学校
活動名：「岩見沢高等養護学校とのスポーツ交流会」（生徒会）

→Ｐ．130
・市内の高等学校４校と高等養護学校の生徒がスポーツ交流を通じて、他者を思いやる心を育てる
ことができた。
・各校の生徒の代表者が事前打合せで内容を決めていくことにより、生徒の企画力を養うことがで
きた。
○ 児童会・生徒会が中心となり行事の事前準備や集会活動等を行うことにより、児
童生徒の主体性を培うとともに、生徒同士の交流や相互理解を行うことができてい
ます。

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 29 年３月版】における主な活動（概要）
のページに対応しています。
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集会活動により、いじめを未然に防止する意識が高まりました

江別市立野幌若葉小学校
活動名：ふれあい集会

→Ｐ．96
・いじめにつながりかねないより身近な例を挙げ、考えていくことにより、自分たちの言動を振り
返ることができた。
・毎年、いじめ防止標語に全員が取り組むことにより、
「いじめは絶対にいけない」という意識を
もつことができた。

せたな町立北檜山小学校
活動名：折り鶴集会 →Ｐ．101
・全校児童が平和について考え、協力して作成した折り鶴を広島へ送る活動を通して、児童一人一
人が相手を思いやる優しい言葉遣いに配慮するようになった。
・活動を縦割り班で行うことにより、上級生が積極的に下級生のお世話をするようになった。

登別市立幌別中学校
活動名：ありがとう集会・ありがとうの木作成

→Ｐ．116
・日常の自分を支えてくれる人たちの思いや行動を集会活動等で振り返ることにより、思いやりの
気持ちをもって人に感謝し、いじめのないよりよい学校生活を送ろうと考える機会とすることが
できた。

木古内町立木古内中学校
活動名：生徒会による絆づくり全校集会

→Ｐ．119
・継続した集会活動とすることにより、先輩に教わったことを自分たちが引き継ぎ、さらに後輩に
伝えて、よき伝統として集会を続けていくという思いが高めることができた。
・集会活動の取組の初年度に第１学年だった生徒が、今年度第３学年となり、企画や運営などを非
常に円滑に進められるようになった。
・

北海道上ノ国高等学校
活動名：いじめ根絶討論会

→Ｐ．137
・生徒会が企画・運営して、縦割り班によるワークショップ形式のいじめ根絶に向けた全校討論会
を行うことにより、生徒の学校での人間関係の満足度が高まったり、生徒のコミュニケーション
スキルを育成したりすることができた。
・多数のグループリーダーを割り当てることにより、リーダーシップを育成することができた。

○

集会活動をいじめ未然防止の視点で工夫して行うことにより、児童生徒がいじめ
を未然に防止するという意識を培うことができています。

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 29 年３月版】における主な活動（概要）
のページに対応しています。
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地域との交流を通して、自己有用感を高めることができました
幕別町立古舞小学校
活動名：食と農（総合的な学習の時間・生活科）

→Ｐ．107
・地域の方々にお手伝いや指導、授業参観をしてもらう機会を通して、地域の一員としての自覚と
ともに、自分たちは地域の住民みんなに見守られているという思いが深まった。
・縦割り班による栽培学習や加工学習を通して、上級生は下級生への思いやりの心が、下級生は上
級生を敬う気持ちが育ち、異学年の相互理解が深まった。

北竜町立北竜中学校
活動名：「永楽園」（老人ホーム）訪問

→Ｐ．112
・高齢者の方々との交流を通して、自己に内在する思いやりの心や自然にわき起こる敬意について
気付くとともに、他者と触れ合い、理解することの大切さについて考えることができた。
・他者に喜んでもらうためには、相手の立場を理解し、自分がどのような行動をとるのが適切であ
るかを考え、他者の喜びが自分の喜びとなることを実感することができた。

小樽市立長橋中学校
活動名：地域と「歌でつながるプロジェクト」

→Ｐ．115
・生徒の出身小学校や地域の老人施設等を訪問し、合唱を披露し、歓迎や感謝の言葉等を聞くこと
により、生徒一人一人が自己有用感を高めることができた。
・活動を通して、学年の枠を越えて練習や準備、本番を行うことにより、生徒同士の共感的理解を
深めることができた。

枝幸町立枝幸中学校
活動名：食育指導

→Ｐ．124
・地域の方を講師として地産地消と関連させた調理実習を行うことにより、自分の住む地域の素晴
らしさを実感し、郷土愛の心を育てることができた。
・地域の方や仲間との協働作業においてコミュニケーションを大切にすることができた。

北海道札幌東豊高等学校
活動名：地域行事への積極的な参加～さっぽろ雪まつりつどーむ会場ボランティア～

→Ｐ．132
・さっぽろ雪まつりつどーむ会場のボランテイア活動を通して、幅広い年代の人々と交流すること
により、人との関わりの大切さを実感し、豊かな人間性を育成することにつながった。
・ボランティア活動への参加することが、自他を尊重する態度の育成や、自らの学校生活をよりよ
いものにしようとする意識の形成につながった。

北海道遠別農業高等学校
活動名：農業体験を通じた幼児センター等との交流学習会の実施

→Ｐ．140
・農業体験を通して、生徒が幼児や小学生と触れ合うことで、年少者に対し優しく接する態度や自
己有用感を育むことができた。
・活動後の学校生活においても、仲間同士で思いやりの心をもって接することができるようになっ
た。
○

地域の行事に参加したり、地域の方と連携したりする活動を行うことにより、自
己有用感を感じることやコミュニケーション能力を育成することができています。

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 29 年３月版】における主な活動（概要）
のページに対応しています。
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指定校における「いじめ未然防止モデルプログラム」の各活動の成果

コミュニケーションスキルトレーニング等を通して、人間関係を
円滑にすることができました
根室市立花咲小学校
活動名：「構成的グループエンカウンター：戦いを終えて」

→Ｐ．110
・運動会の活動において構成的グループエンカウンターを取り入れることにより、教室内に受容的
な雰囲気が広がり、児童の所属意識や、自己有用感が高まった。
・運動会の取組を振り返り、より学級の団結力が高まることで、肯定的な声掛けが多くなった。
・活動後の行事においても、児童の意欲が高まり主体的に行動するようになった。

根室市立光洋中学校
活動名：全校構成的グループエンカウンター（光中ゲーム） →Ｐ．128
・継続的に集会で構成的グループエンカウンターを行うことにより、生徒会を中心とした絆づくり
が深まり、他の生徒会活動にも生徒が一層協力して取り組むようになった。

北海道倶知安農業高等学校
活動名：コミュニケーションスキルトレーニング（LHR）

→Ｐ．133
・いじめの調査、
「ほっと」
、教育相談で課題となったことを取り上げ、アンガーマネジメント等の
演習を行うことにより、コミュニュケーションの取り方や感情の扱い方について生徒の理解が進
み、実践できるようになった。
・生徒指導上の問題が起きた時には言動を振り返らせ、どの段階でどのようなことができたかにつ
いて指導することにより、コミュニケーションスキルを向上させることができた。

北海道富川高等学校
活動名：コミュニケーションスキルの向上

→Ｐ．135
・スクールカウンセラーと連携して、定期的にコミュニケーションスキルのトレーニングを行うこ
とにより、他者に対する配慮や他者の気持ちを理解しようとする生徒、周囲の状況を判断して行
動できる生徒が増えた。

北海道函館中部高等学校（定時制）
活動名：ソーシャルスキルトレーニング

→Ｐ．136
・スクールカウンセラーと連携して年間を通して意図的、計画的に構成的グループエンカウンター
を取り入れた活動を行ったことにより、ねらいとするコミュニケーションスキルを生徒に身に付
けさせることができた。
・入学当初はクラスがよそよそしい雰囲気だったが、活動を重ねるごとによい雰囲気となり、授業
においても協力して取り組む姿勢が見られるようになった。

北海道枝幸高等学校
活動名：コミュニケーション・トレーニング

→Ｐ．141
・入学後から学校祭の実施に向けて、集中的にコミュニケーショントレーニングを実施することに
より、生徒の相互理解が深まり、コミュニケーション能力の向上を図りながら、思いやりのある
良好な人間関係を構築することができた。
○

意図的、計画的にコミュニケーション能力を育成する活動を行うことにより、児
童生徒同士の相互理解や、よりよい人間関係の育成ができています。

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 29 年３月版】における主な活動（概要）
のページに対応しています。
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指定校における「いじめ未然防止モデルプログラム」の各活動の成果

情報モラル教育を通して、ネットトラブルに対する危機意識を高
めることができました
日高町立門別中学校
活動名：全校道徳「スマホ・ネットとあなたの未来」

→Ｐ．118
・外部講師を招聘することにより、社会全体がスマートフォンやインターネットに係る問題を抱え
ているという危機意識をもつことができた。
・外部講師の講話の内容を家庭に周知することにより、情報モラル教育の内容や重要性について、
学校と家庭の共通理解を図ることができた。

美深町立美深中学校
活動名：ネットモラル講習会

→Ｐ．121
・ルールやマナーを守ってインターネット、スマートフォン、ゲームを使うことの大切さを学ぶと
ともに、事故や問題行動の事案について理解したことから、スマートフォン等との付き合い方を
考える貴重な機会とすることができた。
・講師が全国的な取組や状況について熟知しているので、質問に対して明確な回答を得ることがで
きた。

北海道北見工業高等学校
活動名：携帯電話安全教室

→Ｐ．142
・携帯電話やスマートフォンの正しい使用方法について、クラス内で話し合いを行ったり、外部講
師の講演を聞いたりすることで、休み時間に、携帯電話やスマートフォンの使用方法について、
生徒同士で話し合う場面が見られるようになり、使用に関する問題意識が高まった。
・校内外において、歩きながらや自転車に乗りながらスマートフォン等を操作する生徒が減少した。
○

外部講師を活用するとともに、話し合い活動や家庭への周知を行うことで、スマ
ートフォン等の使用に関して全体で考える活動にすることができています。

入学後のオリエンテーション等を通して、学校生活に対する不安
を解消することができました
北海道釧路東高等学校
活動名：宿泊研修 →Ｐ．144
・高校生活のオリエンテーションや学級開き、レクリエーションを入学後すぐの宿泊研修で行うこ
とで、学校生活に対しての肯定的な感情を育成するとともに、入学から早い段階で、高校生活へ
の順応を促すことができた。

北海道根室西高等学校
活動名：正装運動 →Ｐ．145
・活動を通して、高校生活についての理解を深め、学年・学級へ所属している意識が芽生えた。
・仲間と協力する場面によって、他者を尊重する心や協力して取り組む態度が養われた。
・地域の酪農業を体験することによって、地元への愛情や命の大切さへの理解が深まった。
○

オリエンテーションやレクリエーションを効果的に実施することで、今後の学校
生活への不安解消や、人間関係の構築を促すことができています。

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 29 年３月版】における主な活動（概要）
のページに対応しています。
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指定校における「いじめ未然防止モデルプログラム」の各活動の成果

学校の特徴ある活動が、いじめの未然防止につながることがわか
りました。
小樽市立潮見台小学校
活動名：「いのちの学習」の推進

→Ｐ．97
・学級担任と養護教諭が連携し、心と体を育み、自他を大切にする「いのちの学習」を実施するこ
とにより、友だちの体や心に目を向け、自分の周りの人を大切にする児童が増加した。
・いじめは絶対に許されないことだと思うと回答した児童が昨年度と比較して増加した。

木古内町立木古内小学校
活動名：いじめ根絶スローガン・標語づくり

→Ｐ．100
・児童会運営委員会や生活委員会が中心となっていじめ根絶の標語を募集し、校内に掲示する活動
を通して、いじめ根絶に向けた取組や活動についての意見を自主的に述べるなど、いじめ根絶に
向けた意識を高めることができた。

天塩町立天塩小学校
活動名：「チャレンジデー(放課後タイム)の充実」

→Ｐ．103
・放課後の１５分間において、児童の学習サポートに全教職員で取り組む活動を通して、児童が意
欲的に学習に取り組む様子が見られた。
・教職員から「個別の対応ができるメリットがある」「子どもたちの頑張りが見られてよい」とい
う意見があがった。
・教職員全員で各学級に入るので、複数の目で児童の様子を見ることができた。

網走市立中央小学校
活動名：ありがとうカード

→Ｐ．106
・全校児童が、ありがとうのメッセージをカードに記載し、そのカードを校内に掲示したり、相手
に届けたりする活動を通して、笑顔や児童が相互に認め合う姿や多く見られるようになった。
・学校運営会議や分掌部会において、児童の自己有用感の高まりが感じられるという意見が多くな
った。

標茶町立標茶小学校
活動名：ありがとうボックス →Ｐ．108
・児童会が中心となり、全校児童から募集した「ありがとうメッセージ」の紹介や掲示を行う「あ
りがとうボックス」の活動を通して、児童が感謝の気持ちを伝え合うことの必要感を感じ、実
践意欲が向上した。
・平成 28 年度全国学力・学習状況調査における児童質問紙調査の結果から、自尊感情の高まり
が見られた。
・
「ありがとうボックス」などの学校の取組について保護者アンケートを行ったことにより、学校
の取組について共通理解を図ることができた。

網走市立第二中学校
活動名：相談したい教職員を選べる「教育相談」

→Ｐ．125
・全教職員で教育相談を実施したことで、生徒が相談しやすい環境をつくるとともに、複数の教職
員で生徒を見守る体制が整備できた。
・教職員が生徒の様子について、学年をこえて伝え合うことが多く見られ、情報共有が進むととも
に、教職員の連帯感の醸成につながった。
（次ページにつづく）

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 29 年３月版】における主な活動（概要）
のページに対応しています。
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指定校における「いじめ未然防止モデルプログラム」の各活動の成果

清水町立清水中学校
活動名：自分たちにできる地域貢献『被災した自分たちの町に元気を取り戻すボランティア活動』 →Ｐ．126
・地域の台風被害を受けて、生徒が自らヘドロの除去などの活動に参加することができた。
・学校全体でも生徒全員が給水活動や清掃活動に従事することができた。
・この活動を通して、地域の一員であるという意識や自己有用感が高まった。

北海道登別青嶺高等学校
活動名：教育相談 →Ｐ．134
・
「ほっと」や「Ｑ－Ｕ」の活用により、生徒一人一人や集団としての特性及び傾向を把握し、生
徒が安心して学ぶことのできる環境づくりができた。
・生徒同士及び生徒と教職員間の信頼関係を深めることで、居場所づくりや絆づくりを充実するこ
とにつなげることができた。

北海道旭川工業高等学校（定時制）
活動名：食の感謝祭 →Ｐ．138
・生徒全員が協力して野外炊事の準備や片付けを行うことで、互いの信頼関係を深めるとともに、
自己有用感を高めることができた。
・生徒全員で役割を分担して活動を行うことで、クラスの団結を深めたり、生徒一人一人が生徒会
の一員であることの自覚を深めたりすることができた。

北海道幌加内高等学校
活動名：幌高商店会の経営（六次産業化教育）

→Ｐ．139
・生徒が主体的に商店を経営する活動を通して、自分たちのお店を成功させるために、自分に課せ
られる役割を実感させることができた。
・教師からの指示待ち状態になることなく、自分から積極的にコミュニケーションを取ることがで
きるようになった。
・経営を通して、商店会での販売商品や接遇の質が向上するとともに、達成感や自己有用感を得る
ことができた。

北海道新得高等学校
活動名：高等支援学校との行事を通した交流

→Ｐ．143
・生徒会行事を中心とした各種行事を通して、高等支援学校との交流を図ることで、お互いに自然
に挨拶などができるようになり、規範意識の向上につながった。
・年間を通して交流を進めることで、他者を思いやり、尊重する態度が見られるようになった。

○

各学校の特色を生かした活動などを、いじめ未然防止の視点で捉え直し、意図的、
計画的に実施することで、児童生徒の相互理解や自己有用感の向上など、居場所づ
くりや絆づくり、環境づくりの活動にすることができています。

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 29 年３月版】における主な活動（概要）
のページに対応しています。
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北海道立教育研究所
研究・相談部

課題
道徳教育の全体計画と「活動のマトリクス」との関連を図りたい
です。
○課題の概要
いじめの根絶に向け、道徳教育を充実させるために、道徳教育の全体計画と「活動のマトリクス」を
効果的に関連付けたい。

課題解決に向けたヒント
○学校として重点的に指導したい道徳の内容項目とモデルプログラムの３観
点（居場所づくり、絆づくり、環境づくり）の関連を整理しましょう。
○「活動のマトリクス」と「年間の取組計画」に道徳教育に関連する内容を位
置付け、意図的、計画的に実施しましょう。
○いじめについて、直接、考え、議論できる場としての道徳の授業を充実させ
ましょう。その際、体験的な学習などを取り入れる観点から、「活動のマト
リクス」や「年間の取組計画」で位置付けられた教育活動を効果的に関連付
けましょう。
○道徳教育の全体計画の別葉と、いじめ未然防止モデルプログラムの「年間の
○道徳教育といじめの未然防止を関連させた活動例
取組計画」との整合性を図りましょう。
小学校活動例Ｊ「道徳教育の充実」→Ｐ．26

課題
子ども理解支援ツール「ほっと」を効果的に活用したいです。
○課題の概要
「ほっと」を年３回実施し、その結果を担任を中心に分析しているが、分析結果を全教職員で共有し
効果的に活用することができていない。

課題解決に向けたヒント
○「子ども理解支援ツール『ほっと』の手引【活用編】
『ほっと』を使おう ! 」
を活用して、分析後の生徒指導の改善充実に向けた具体的な方策の検討を
行いましょう。
○分析結果とともに今後の生徒指導の改善方針を職員会議において全教職員
で共有しましょう。
○教育相談での児童生徒との面談に分析結果を積極的に活用しましょう。
○教育相談担当の教諭が研修講座などで「ほっと」の活用方法について理解
し、研修した内容を基に校内研修を実施するなどして、効果的な活用に向
けた体制を整備しましょう。
○「ほっと」を効果的に活用した活動例
北海道倶知安農業高等学校「コミュニケーションスキルトレーニング」→ Ｐ．203
北海道登別青嶺高等学校「教育相談」→ Ｐ．204
※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 28 年３月版】における主な活動（概
要）のページに対応しています。
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「いじめ未然防止モデルプログラム」の各活動における課題と解決に向けたヒント

課題
小学校の縦割り活動において中学年の役割を明確にしたいです。
○課題の概要
異年齢集団による交流の際に、高学年と低学年の児童は意欲的に取り組むが、中学年の児童が主体的
に取り組むことができていない。

課題解決に向けたヒント
○１・６学年、２・４学年、３・５学年の組み合わせにするなど、チーム編成
を工夫しましょう。
○全ての児童に発達の段階に応じたねらいを理解させるとともに、役割を与え
ることに心掛けましょう。
○活動の内容に応じて、「学年別チーム」と「縦割りチーム」の２種類で対応
しましょう。
○学校内だけではなく、地域や異校種で行う異年齢集団との取組を通して､他
者との関わり方の幅を広げましょう。
○縦割り班を効果的に活用している活動例や異年齢集団による活動例
江別市立野幌若葉小学校 「ふれあい集会」 → Ｐ．161
美深町立美深小学校 「縦割り班活動」 → Ｐ．169
枝幸町立枝幸小学校「地域とふれあう活動（ハマナス大学との交流）
」→Ｐ．172
北海道遠別農業高等学校「農業体験を通した幼児児童センター等との交流会等の実施」 →Ｐ．211

課題
「いじめは絶対に許されない」という意識を更に向上させたいです。
○課題の概要
生徒が中心となって行ういじめの根絶に向けた集会において、
「いじめはいけない」という強い意識
は見られるが、
友だちが誰かをいじめているのを見つけたらやめさせるという具体的な行動につなが
らない。

課題解決に向けたヒント
○学校の教育活動全体を通して、いじめに加担したり傍観したりすることが
許されない行為であることを児童生徒が理解できるよう、
「活動のマトリク
ス」と「年間の取組計画」で位置付けられている活動のねらいなどを明確
にするとともに、各活動の関連を図りましょう。
○いじめの根絶に向けたスローガンや取組の話合いについては、自分たちの
言葉や取組として意識できるように工夫するとともに、作成したスローガ
ン等は様々な教育活動で活用することにより、児童生徒自身の活動が生か
されていることを実感させましょう。
○「いじめは絶対に許されない」という児童生徒の意識が高まるよう、いじ
めに対する教師の考え方や指導内容などを校内で統一しましょう。
○児童生徒の意識の向上を図る活動例
根室市立花咲小学校「いじめゼロ集会」 →Ｐ．179
網走市立第二中学校「
『誓い』の啓発」 →Ｐ．195
北海道上ノ国高等学校「いじめ根絶討論会」 →Ｐ．208
※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 28 年３月版】における主な活動（概
要）のページに対応しています。
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「いじめ未然防止モデルプログラム」の各活動における課題と解決に向けたヒント

課題
児童生徒の主体的な委員会活動を、役員が変わっても継続させて
いきたいです。
○課題の概要
委員会活動が一部の児童生徒を中心として運営していることから、その児童生徒がいなくなると、よ
い活動が継続されない。

課題解決に向けたヒント
○全ての児童生徒に活動のねらいを理解させた上で、活動ごとに振り返りを
行い、その活動の価値に気付いたり、達成感を味わったりする場を設定し
ましょう。
○年間計画に振り返りの内容を記入して、改善点等も次年度へ引き継ぎまし
ょう。
○活動の内容に応じて、縦割りのグループを編成し、学年間の交流を図りま
しょう。
○児童会・生徒会の役員が各種委員会の運営に参加して連携を図ることによ
り、児童会・生徒会全体が組織的に機能するようにしましょう。
○児童会・生徒会が主体となった活動例
登別市立幌別東小学校「いじめ防止に関する取組：児童会」→Ｐ．163
美深町立美深小学校「縦割り班活動」→Ｐ．169
高等学校活動例Ｃ「全校一斉清掃」事例→Ｐ．64

課題
地域の「いじめ根絶会議」に参加した成果を、学校での活動に生かし
たいです。
○課題の概要
地域で開かれている「いじめ根絶会議」に児童会・生徒会の役員数名が参加しているが、その成果が
学校での活動に生かされていない。

課題解決に向けたヒント
○会議において、他校の実践の中で自校の取組に生かせそうなことをメモする
など、自校での実践につなげることを意識して参加できるような働きかけを
しましょう。
○全校集会での報告会や、掲示物の作成、児童会・生徒会だよりの発行などに
より、会議の内容を全校児童生徒及び保護者に伝える工夫をしましょう。
○会議の内容を受けて、自校に必要な今後の取組について話し合う場を設けま
しょう。

○いじめに関する会議に児童生徒の代表者が参加する活動例
中学校活動例 E「全町いじめ根絶会議への参加」 →P．35
高等学校活動例 E「
『どさんこ☆子ども全道サミット』等に関わる取組」 →P．49
※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 28 年３月版】における主な活動（概
要）のページに対応しています。
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「いじめ未然防止モデルプログラム」の各活動における課題と解決に向けたヒント

課題
ネットトラブルに対する保護者の危機感を高めたいです。
○課題の概要
情報モラルの指導において、家庭での指導も不可欠であるが、子どもと保護者の認識にもギャップが
あり、家庭において子どもたちを危険から守るためのルールづくりができていない。

課題解決に向けたヒント
○参観日や学校行事の際に、保護者向けのネットトラブルについての講演会を
開催しましょう。
○ネットトラブル事例集等のリーフレットを配布して、未然防止と早期発見、
早期対応に関する積極的な情報提供をしましょう。
○学校と家庭が連携して、子どもと保護者が一緒に情報モラルやルールについ
て学ぶ場や考える場をつくりましょう。

○情報モラル教育に関する活動例
日高町立門別中学校 「情報モラル教室」 → Ｐ．187
美深町立美深中学校 「ネットモラル講習会」 → Ｐ．190

課題
児童生徒から情報発信する活動を充実させたいです。
○課題の概要
自己表現を苦手としている児童生徒が多く、児童会・生徒会だよりなどの情報発信に主体的に取り組
むことができない。

課題解決に向けたヒント
○児童生徒が活動を通して自分の役割を理解したり、自分にできることを考え
たりするなどの、自己有用感が高まるような工夫をしましょう。
○アサーショントレーニングなどの自己表現やコミュニケーション能力を高
める活動を取り入れましょう。
○児童会・生徒会便りを校内だけでなく、地域住民に向けても発信し、活動に
対して広く評価を得る機会を設定しましょう。
○コミュニケーション能力を育成する活動例や学校外に情報発信する活動例
北海道新得高等学校「コミュニケーションスキル・トレーニング」→P．215
根室市立光洋中学校「全校構成的グループエンカウンター」→P．198
北海道北見工業高等学校「北工フェスティバルの実施」→P．213
中学校活動例Ⅰ「地域とともに行う環境づくり」→P．40
※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 28 年３月版】における主な活動（概
要）のページに対応しています。
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課題
福祉施設への訪問活動と、他の教育活動をいじめ未然防止の観点
で効果的に関連付けたいです。
○課題の概要
福祉施設への訪問は、キャリア教育や道徳教育等にも活用できるため、指導のねらいが不明確になる
おそれがある。

課題解決に向けたヒント
○事前指導において、必要とされていることの大切さや喜びを感じることがで
きるなどの活動のねらいを、生徒にしっかりと提示しましょう。
○活動のねらいと道徳の時間や特別活動等との関連付けを生徒に意識させま
しょう。
○訪問した福祉施設の方を学校祭等の学校行事に招待したり、地域のゴミ拾い
活動を一緒に行ったりして、他の活動と関連付けましょう。
○活動を通して、学校に対する地域の方の関心を高め、地域との絆づくりを進
めることにより、いじめが起こりにくい環境を作りましょう。
○福祉施設への訪問と他の教育活動の関連を図った活動例
小樽市立長橋中学校「歌でつながるプロジェクト」 →Ｐ．183
幕別町立古舞小学校「春・秋のクリーン作戦」 →Ｐ．175

課題
ボランティア活動に対する児童生徒の意欲を持続させたいです。
○課題の概要
ペットボトルキャップ等の使用済み物品の収集は、
ボランティア活動の成果が表れるまで時間がかか
るため、児童生徒の意欲を持続させることが難しい。

課題解決に向けたヒント
○児童生徒がリサイクルの意義や現状をより理解するよう、事前学習等を充実
させましょう。
○使用済み物品を収集する期間を、短期間にして複数回設けるなど、活動にメ
リハリを付ける工夫をしてみましょう。
○リサイクル活動に関する課題を設定した課題解決学習を年間計画に位置付
けて実施しましょう。
○ボランティア活動に関する活動例
せたな町立北檜山小学校「折り鶴集会」 →Ｐ．168

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 28 年３月版】における主な活動（概
要）のページに対応しています。
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課題
全校児童生徒が、目標を意識して各活動に取り組めるようにした
いです。
○課題の概要
児童会・生徒会を中心に、先輩が制定した目標（生徒憲章等）を定期的に啓発したり、学校行事への
時に意識させたりする活動を行っているが、成果が目に見えにくく取組が形骸化してきている。

課題解決に向けたヒント
○目標（生徒憲章等）を大切にすることにより、学校生活がよりよくなること
を、生徒が実感できるようにしましょう。
○学校行事等において、目標（生徒憲章等）を踏まえた行事等での具体的な目
標を示すとともに、事後に目標の達成状況を振り返らせることにより、成果
が目に見えるようにしましょう。
○PDCA サイクルに基づき、目標（生徒憲章等）に照らして定期的に学校生
活を振り返らせるとともに、課題を改善するための具体的な取組について話
し合わせる場を設けましょう。
○目標等を活用した活動例
小樽市立長橋中学校 「毎月６の付く日は生徒憲章の日」→ Ｐ．184
網走市立第二中学校 「
『誓い』の啓発」 → Ｐ．195

課題
児童生徒によりよい挨拶の習慣を付けさせたいです。
○課題の概要
児童会・生徒会を中心に、よりよい挨拶を心掛ける取組を行ってきたが、児童生徒の意識の差が大き
く取組が形骸化してきている。

課題解決に向けたヒント
○児童会・生徒会だけでなく、委員会や部活動等と協力して、校門や玄関ホー
ルなど様々な場所で行うなど、挨拶運動の活動を広げましょう。
○授業等で挨拶の意味や語源などを説明し、子どもと教師が「挨拶」に対する
共通意識をもてるようにしましょう。
○学校や家庭、地域が連携して、子どもの見守りを兼ねた挨拶運動を行いまし
ょう。

○挨拶運動に関する活動例
北海道岩見沢西高等学校 「交通安全指導（挨拶運動）
」

→ Ｐ．199

※活動名に示したページは、いじめ未然防止モデルプログラム【平成 28 年３月版】における主な活動（概
要）のページに対応しています。
-6-

共同研究者
北海道立教育研究所
平 田 嘉 宏（研究・相談部長）
城 戸 和 彦（研究・相談部研究主幹）
福 本 正 規（研究・相談部主査）
秋 里 泰 紀（研究・相談部研究研修主事）
西 埜 聡 明（研究・相談部研究研修主事）
上 野 昌 生（研究・相談部研究研修主事）
篠 原 弥 智（研究・相談部研究研修主事）
潟 沼 史 朗（企画・研修部研究研修主事）
松 永 祐 子（企画・研修部研究研修主事）
笹 子
学（企画・研修部研究研修主事）
八 丁 正 樹（附属情報処理教育センター研究研修主事）
佐 藤
大（附属理科教育センター研究研修主事）
赤 塚 恒 太（前研究･相談部主査･現登別市立若草小学校教頭）

「指定校における『いじめ未然防止モデルプログラム』の各活動の成果」
「『いじめ未然防止モデルプログラム』の各活動における課題と解決に向けたヒント」
編集・発行
発 行 者

発

北海道立教育研究所
所長 秋 山 雅 行
北海道江別市文京台東町 42 番地
電話 011-386-4511
行 平成２９年３月

