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Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景

平成25年９月28日の「いじめ防止対策推進法」の施行を受け，全ての学校で「学校基本

方針」が策定されました。その「学校基本方針」では，「早期発見」（いじめの兆候を見逃

さない・見過ごさないための手立て等）や「いじめに対する措置」（発見したいじめに対

する対処）と同様に，「いじめの防止」（未然防止のための取組等）が重視されています。

いじめの問題のみならず生徒指導上の問題行動を未然に防ぐには，全教職員が「予防的

対応」について共通理解を深め，児童生徒に対して事前に働きかけることが合理的で有効

です。

平成25年度のセンター研究３「合意形成を重視した生徒指導に関わる校内研修の手法の

開発」も，この未然防止の共通実践を効果的に進めるという意図をもって進められたもの

です。しかし，その校内研修会の具体的な取組を考える段階において，教員から出される

アイデアは，自分がこれまでに経験した範囲に限られ，広がりに欠ける傾向があることが

分かってきました。

そこで，これまで県内各学校において，地域性や実情に合わせて進めてきた実践事例を

収集し，実践手法なども含めて分析して，その成果や課題について情報提供することは，

県内各学校の問題行動等の未然防止の教育活動をより効果的なものにすると考えます。

２ 研究のねらい

県内各学校が行っている，問題行動等の未然防止に効果のある実践事例を収集し，実践

手法なども含めて成果と課題を分析します。その上で，各校種や学校規模等に応じた有効

な取組について，過年度の研究と関連させた情報を提供することで，県内各学校の取組を

より有効なものにすることに寄与します。

３ 研究の内容

(1) ２年間の見通し

本研究は２年間の研究とし，１年次（平成26年度）は県内各学校の実践事例の収集及び

分析を中心とします。２年次（平成27年度）は，更に実践事例を幅広く収集し，総合教育

センターの過年度の研究との関連を図った上で，情報発信します。

関連する過年度の研究は，以下のとおりです。

平成22年度 「新『いじめ 学校自己診断表』を活用した校内指導体制の在り方」

平成25年度 「合意形成を重視した生徒指導に関わる校内研修の手法の開発」
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(2) １年次の計画

①情報収集

毎年，７月と12月に行われる「不登校児童生徒実態調査」の平成23年以降のデータ分

析によるピックアップや各課所生徒指導担当からの情報，さらに，生徒指導に関わる総

合教育センター研修講座の受講者からの情報を受け，問題行動等の未然防止に効果のあ

る積極的な生徒指導を展開していると思われる県内各学校へアンケート調査を依頼し，

情報収集を図ります。

②分析

県内各学校の取組を校種や学校規模等に応じて分類・整理し，実践手法なども含めて，

成果や課題を分析します。

- 36 -

秋田県総合教育センター　平成26年度　研究紀要



Ⅱ 研究の実際

１ 県内各学校の取組把握

(1) 問題行動等の未然防止の教育活動についてのアンケート調査

県内の小・中学校から問題行動等の未然防止の教育活動として，「居場所づくり」「絆づく

り」の取組と共通実践する上での留意点について情報を提供していただき，内容を分析した

上で，必要な追加取材を実施しました。

アンケートを依頼した学校は，45校（小学校29校，中学校16校）です。

(2) 研修講座における情報収集

新任生徒指導主事研修講座のⅠ期において，平成25年度センター研究３「合意形成を重

視した生徒指導に関わる校内研修の手法の開発」を紹介し，問題行動等の未然防止に向け

た共通実践の重要性について取り上げました。Ⅱ期では，演習を通して，校内研修会を体

験した上で，各学校の取組について改めて洗い出す時間を確保し，その情報を収集しまし

た。

情報収集した学校は，49校（小学校29校，中学校９校，高等学校11校）です。

(3) 取組の分析状況

収集した各学校の取組について，「生徒指導の機能を生かし，問題行動等を未然に防ぐ

教育活動」にまとめました。その際，各校種の「居場所づくり」「絆づくり」について，

学校規模等に分けて整理し，取組を進める上でのポイントを分析しました。

※「居場所づくり」とは

教職員が，学級や学年，学校を児童生徒の居場所になるようにしていくことです。様

々な危険から児童生徒を守る安全はもとより，そこにいることに不安を感じたり，落ち

着かない感じをもったりしないという安心感も重要です。

「絆づくり」とは

教職員がきちんと「居場所づくり」を進めているという前提のもとで，児童生徒自ら

が主体的に取り組む活動の中で，互いのことを認め合ったり，心のつながりを感じたり

できることです。
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２ 実践事例「生徒指導の機能を生かし，問題行動等を未然に防ぐ教育活動」

以下に，各学校の取組をまとめた「生徒指導の機能を生かし，問題行動等を未然に防ぐ

教育活動」の内容を紹介します。

〔 目 次 〕

□Ⅰ 「居場所づくり」の教育活動

１ 小学校における「居場所づくり」の教育活動

(1) 全校児童数 100人未満の学校の取組

①プロジェクトＡ（６つのＡいさつ）・・・・・・・・・・・・・ 41
あ

②ありがとうの花束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

③感謝の日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

④小中連携での「思いやり宣言集会」 ・・・・・・・・・・・・ 42

⑤生活のみとり表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

⑥月目標とその振り返りに肯定的な言葉をもらうノート ・・・・ 43

⑦「夢カード」を活用した認め合い ・・・・・・・・・・・・・ 43

⑧「言われてうれしい言葉」「心があったかくなる言葉」・・・・・ 44

(2) 全校児童数 100人以上200人未満の学校の取組

①発言を大切にするための反応の仕方の統一 ・・・・・・・・・ 44

②欠席児童のコーナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

③学級教育目標を数値化して評価する児童総会 ・・・・・・・・ 44

④寛容な学び合いの雰囲気づくり ・・・・・・・・・・・・・・ 44

⑤見守りファイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

⑥全校で取り組む当たり前の共通事項 ・・・・・・・・・・・・ 45

⑦ふれあい運動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

(3) 全校児童数 200人以上300人未満の学校の取組

①友達のよさを共有する「班ノート」・・・・・・・・・・・・・ 45

②おしゃべりタイム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

③学級活動の進め方の統一 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

(4) 全校児童数 300人以上400人未満の学校の取組

①放課後子ども教室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

②児童会主体の「いじめ防止９か条」・・・・・・・・・・・・・ 46

③「授業のユニバーサルデザイン」の視点を大切にした支援 ・・ 46

④お誕生日カードプレゼント ・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

⑤道徳あったかコーナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

⑥校長室の相談室的機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

⑦行事や研修等が担当者中心にならない配慮 ・・・・・・・・・ 47
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①あいさつ名人・殿堂入り ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

②月目標に合わせたソーシャルスキルトレーニングの情報提供 ・ 47

③学年通信で一人一人の活躍を紹介 ・・・・・・・・・・・・・ 48

④全校集会での学級自慢の発表 ・・・・・・・・・・・・・・・ 48

⑤高学年での一人一役（行事の実行委員）・・・・・・・・・・・ 48

⑥いじめ防止標語コンクール ・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

⑦いじめゼロ宣言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

⑧まちがってもいいキャンペーン ・・・・・・・・・・・・・・ 48

⑨楽しいうれしいニュース放送 ・・・・・・・・・・・・・・・ 48

２ 中学校における「居場所づくり」の教育活動

(1) 全校生徒数 200人未満の学校の取組

①全校の教職員による教育相談 ・・・・・・・・・・・・・・・ 49

②給食時の「学級担任会」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

③振り返りを生かした認め合い ・・・・・・・・・・・・・・・ 49

(2) 全校生徒数 200人以上300人未満の学校の取組

①全校縦割り清掃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

②生徒指導の三機能を生かした配慮事項・安全管理 ・・・・・・ 50

(3) 全校生徒数 300人以上の学校の取組

①「温かい聴き方」「やさしい話し方」・・・・・・・・・・・・・ 50

②「学校生活あいうえお」の推進・・・・・・・・・・・・・・・ 50

３ 高等学校における「居場所づくり」の教育活動

(1) 普通高校の取組

①生徒全員が委員会所属・部活動入部・・・・・・・・・・・・・ 51

②活躍した場面での称賛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

③いじめしない宣言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

④ゆるキャラ募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

⑤教職員からの言葉かけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

(2) 専門高校の取組

①集会でのメモ活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

②欠課状況のパソコンによる一元管理・・・・・・・・・・・・・ 52

□Ⅱ「絆づくり」の教育活動
１ 小学校における「絆づくり」の教育活動

(1) 全校児童数 100人未満の学校の取組

①ＰＴＡと連携した活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

②地域と連携した活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

③ボランティアサービス活動・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

④小中合同の地域清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

- 39 -

秋田県総合教育センター　平成26年度　研究紀要



⑤小・中学校の交流活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

⑥パフォーマンス集会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

(2) 全校児童数 100人以上200人未満の学校の取組

①自主的な活動の企画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

②異学年での触れ合いの時間・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

③全校遊ぼうデー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

④学習指導のミニ先生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

⑤ひまわり運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

(3) 全校児童数 200人以上300人未満の学校の取組

①「ふれあい」を主とした計画的取組・・・・・・・・・・・・・ 55

②学校と地域を結び付ける地域行事の活用・・・・・・・・・・・ 55

(4) 全校児童数 300人以上400人未満の学校の取組

①地域触れ合いクラブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

②段階的に進める異学年活動・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

(5) 全校児童数 400人以上の学校の取組

①全校イベント集会（学校行事）・・・・・・・・・・・・・・・ 56

②異学年での自由遊び・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

③毎月の異学年活動による「遊び」の時間・・・・・・・・・・・ 56

④自発的ボランティア活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

２ 中学校における「絆づくり」の教育活動

(1) 全校生徒数 200人未満の学校の取組

①地域活動への参加を通した「地域との絆づくり」・・・・・・・ 56

②地区生徒会を通したボランティア活動・・・・・・・・・・・・ 56

③学校行事での異学年活動の充実・・・・・・・・・・・・・・・ 57

(2) 全校生徒数 200人以上300人未満の学校の取組

①「ソーラン節」の踊りを通した異学年活動・・・・・・・・・・ 57

②本の紹介を通した異学年活動・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

(3) 全校生徒数 300人以上の学校の取組

①３年生としての自覚を育てる異学年活動・・・・・・・・・・・ 57

３ 高等学校における「絆づくり」の教育活動

(1) 普通高校の取組

①中高６年間の振り返り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

②「思いやりの心」の実践・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

③ふれあいボランティアパスポート・・・・・・・・・・・・・・ 58

(2) 専門高校の取組

①生徒運営の学校行事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

- 40 -

秋田県総合教育センター　平成26年度　研究紀要



□Ⅰ 「居場所づくり」の教育活動

１ 小学校における「居場所づくり」の教育活動

(1) 全校児童数 100人未満の学校の取組

①プロジェクトＡ（６つのＡいさつ）
あ

・毎朝，スクールバスが到着するのに合わ

せて，全教職員が児童を明るいあいさつ

で迎える。帰りもスクールバスが時間差

で出発するので，それを全教職員が見送

る。また，児童会が主体となって年間継

続して全校児童が当番制であいさつ運動

を行う。強化期間を設け，３～６年生が

所属する委員会主体で実施し，帰りの会

で各自が振り返る。

・全校児童が少ないので，全教職員が児童

のことを知っている。朝の出迎え時など，普段と違う様子があればすぐに対応の仕方

を確認して，活動に臨むようにする。

②ありがとうの花束

・毎年11月（年１回），勤労感謝の日に関連させて実施する。児童会がポスターを作成

し，学級へカードを配布する。１枚目は各学級で時間を設定して記述し，それ以降は，

個々に何枚でも書いてよいルールである。台紙をコーナーに掲示しておき，そこへ貼

り付ける。

図２ カードを貼る児童 図３ ありがとうの花束

図１ スクールバスを迎える教職員・児童
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③感謝の日

・毎月３日（休みなら９日：サンキュー）に，家族や友達，先生へのありがとうの気持

ちをメッセージカードに書いて伝える。カードは各学級で準備する。感謝を伝える対

象も，学年ごとに行事や学習活動等を踏まえて，タイムリーな相手を児童と相談して

決める。原則としてカードの掲示はしないが，下級生から上級生への感謝のメッセー

ジなど，公開してよいものがあれば学級対応で掲示する。

④小中連携での「思いやり宣言集会」

・小学校と中学校でそれぞれ「思いやり宣言」を児童生徒が作成し，それを集会で紹介

し合う。宣言は高学年児童が話し合って作成した。継続して学校の宣言として活用し

ていく。

⑤生活のみとり表

・毎月末に学級担任がチェックして記録する。チェック項目として学習面10項目，生活

面10項目があり，当てはまる児童がいると氏名を書き，文章記述もする。記載後，校

長，教頭，養護教諭，生徒指導主事，各学級担任と回覧され，児童への接し方の温度

差がないように活用する。

図６ 生活のみとり表

図４ 思いやり宣言集会

図５ 思いやり宣言
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⑥月目標とその振り返りに肯定的な言葉をもらうノート

・学級目標に沿って児童一人一人が月目標を立てる。立てる目標の大枠は学級ごとに示

される。月末に振り返りを書いたら，学級で友達とノートを交換して肯定的なコメン

トを書き合う。学級担任はもちろん，長期休業時には，学年だより等で家庭に協力を

依頼し，持ち帰って家族からも肯定的な言葉をもらう。ノートは１年間継続して使用

する。

⑦「夢カード」を活用した認め合い

・将来の夢や希望を達成するための計画を児童一人一人が

カードに記入し，生活や学習への意欲付けを図る。

・「夢を語る会」を年３回，全校縦割り班で実施している。

個人の「夢カード」を活用しながら，生活や学習の取組

を振り返ったり，友達のがんばりを認め合ったりしてい

る。また，「夢カード」を校長室前の特設コーナーに掲

示し，できるだけ多くの目に触れられるようにする。

図８ ノートの表紙図７ 年度初めの目標

図10 夢を語る会(1) 図11 夢を語る会(2)

図９ 「夢カード」の掲示
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⑧ 「言われてうれしい言葉」「心があったかくなる言葉」

・代表委員会が全校に呼びかけたり学級で話し合ったりして言葉を募集する。集まった

言葉を代表委員会が取りまとめて校内に掲示する。また，「今日の言葉」として代表

委員が毎日一つの言葉を決めて朝の放送で呼びかけたり，児童玄関に掲示したりする。

さらに，各学級の日直が黒板に記入する。

(2) 全校児童数 100人以上200人未満の学校の取組

①発言を大切にするための反応の仕方の統一

・授業中に，児童の発言を大切にするために，発言に対し

て周りの児童が必ず反応を示す，反応の仕方・ハンドサ

インを全校で統一する。

②欠席児童のコーナー

・毎日，欠席者の氏名と理由を記載するコーナーを，職員室のホワイトボードに準備す

る。朝の健康観察簿が養護教諭に戻った段階で，養護教諭が全校分を記載する。

③学級教育目標を数値化して評価する児童総会

・児童総会を４月末に実施し，学級教育目標の３つのポイント（なかよく，かしこく，

すこやかに）について，全学年が具体的にがんばることを発表する。発表する内容は

各学年で学級会で話し合って決める。２月末に児童総会を実施し，自分たちの取組を

点数で評価する。点数については各学年が学級会で話し合って決める。満点にならな

い項目については，進学・進級するまでに，具体的に取り組む内容を発表する。この

児童総会は運営委員会が進行する。なお，発表する場はないが，前期終了時点などに，

中間評価を各学年で行う。

④寛容な学び合いの雰囲気づくり

・学習指導部からの「学習の約束」

の中に，間違えた発表に対する

反応の仕方を示し，各学級にお

いて具体的に指導する。

図15 学習の約束

図14 ハンドサイン

図12 言われてうれしい言葉（校内掲示） 図13 今日の言われてうれしい言葉（玄関掲示）
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⑤見守りファイル

・学期に２回程度，学級担任が児童の気になる行動や

知ってほしい情報をシートに記入し，全校分のシー

トを１冊のファイルにまとめる。期間を決めて全教

職員で回覧し，補足する情報があれば学級担任以外

の教職員も記載する。ファイルは職員室の棚に置い

てあり，教職員は自由に見られるが，持ち出し禁止

としている。過年度の内容も見られるようにしてい

る。

⑥全校で取り組む当たり前の共通事項

・学校教育目標を踏まえて，４月に２年生から６年生の児童に，当たり前にできるよう

になりたいことをアンケート調査する。多かった内容を五つ（早寝，早起き，挨拶，

準備，後始末）にまとめる。これを「早ね，早おき，元気にあいさつ，しっかりじゅ

んび，あとしまつ」というキャッチフレーズにする。アンケート調査で見られた各学

年の特徴は，六つ目の内容として付け足す。

⑦ふれあい運動

・学校の校務分掌の中に「ふれあい推進委員会」を設定している。毎月の職員会議で全

教職員へ委員会から重点事項を提案している。「児童一人一人に声をかけよう」「児童

全員の名前を覚えよう」など児童一人一人を大事にする指導を行うことにより，安心

できる居場所を目指す。

(3) 全校児童数 200人以上300人未満の学校の取組

①友達のよさを共有する「班ノート」

・生活班ごとに１冊ずつ「班ノート」を準備し，毎日一人が自分，友達，学級全体のが

んばりを記入する。書く時間はいつでもよいが，学校で書いて帰りに学級担任に提出

する。学級担任がコメントを入れて，翌日次の人へ返却する。否定的なことを書かな

いルールで，席替えをしても「班ノート」は使用し続けるので，他の人が以前に書い

た内容も見ることができる。

②おしゃべりタイム

・月１回の生活状況アンケートや普段の生活状況観察，家庭学習ノートの日記欄等から

気になる児童をピックアップして，体育の後や休み時間などちょっとした時間に空き

教室を使用してカウンセリングを行う。個人面談のように構えないで，児童と教職員

が気軽に話せる時間とする。

③学級活動の進め方の統一

・進級して学級担任が交替しても，児童が迷わず話合いを進められるように，全校で学

級活動の進め方や司会進行表，シートなどを統一する。国立教育政策研究所の「楽し

く豊かな学級・学校生活をつくる特別活動」の内容を基盤として，低・中・高学年の

発達の段階に合わせて取り入れる。

図16 見守りファイルが置かれた棚
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(4) 全校児童数 300人以上400人未満の学校の取組

①放課後子ども教室

・空き教室を「放課後子ども教室」として開放

し，教職員だけでなく学校評議員や地域のボ

ランティア等が来校して，スポーツ少年団の

活動が始まる時間まで活動する。

②児童会主体の「いじめ防止９か条」

・代表委員会が主体となって，３年生以上の学

級で「こんな学校にしたい」という案を募集

する。集まった案を計画委員会でまとめて９

か条に絞り込む。９月の全校集会で発表し，

各教室や廊下等に掲示し，学習発表会などの

学校行事では大きく掲示する。計画委員会が

始業式や終業式で，条文についての寸劇をし

て全校児童に呼びかける。

③「授業のユニバーサルデザイン」の視点を大切にした支援

・特別支援教育の視点を通常学級の授業づくりに生

かし，どの児童にも「分かる・できる」授業にな

るように，外部講師を招いた校内研修会を実施す

る。教室環境づくりや「学習の約束」にも，その

視点を生かす。

図20 学習の約束（５・６年生）

図18 掲示された「いじめ防止９か条」

図19 教科書と同じに分割した教材文

図17 放課後子ども教室の様子
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④お誕生日カードプレゼント

・月末に，当月に誕生日を迎えた児童へ学級全

員から誕生日カードをプレゼントする。友達

のよいところやがんばっているところをメッ

セージとして書いている。贈られた本人は家

族にも見せているようで，家族から連絡帳を

通じてお礼が寄せられる。

⑤道徳あったかコーナー

・各学級にコルクボードを置き，授業で使ったシー

トや絵，道徳の時間に使った教材，児童の「いい

とこ発見カード」などをコピーして掲示する。

⑥校長室の相談室的機能

・保健室登校していた児童が，他の保健室利用児童と重ならないように校長室を使った

ことがきっかけで始めた。その児童は登校したらいつも校長室から教室へ向かうよう

になった。校長が代わっても継続している。また，休み時間は校長室を開放し，児童

が気軽に来室できるような雰囲気になっている。

⑦行事や研修等が担当者中心にならない配慮

・各行事等で，担当者だけが外部との連携や運営をするのではなく，教頭が窓口となっ

て学校支援コーディネーターと連携しながら計画・運営する。教頭のリーダーシップ

やコーディネート力により，初めての担当者でもスムーズに運営されるようにする。

(5) 全校児童数 400人以上の学校の取組

①あいさつ名人・殿堂入り

・あいさつのよい児童を「あいさつ名人」として昼

の放送で全校に紹介し，５回紹介された児童は，「殿

堂入り」してホールに顔写真を掲示する。

②月目標に合わせたソーシャルスキルトレーニングの情報提供

・指導者を要請して，全体研修会で教職員がソーシャルスキルトレーニングについて学

ぶ。その上で，毎月の月目標に合わせて生徒指導主事が資料を提供する。各学級で日

常的に活用し，職員会議の中の児童を語る会において，ソーシャルスキルトレーニン

グの取組の様子について報告し共有する。

図23 あいさつの殿堂入り

図22 教室背面のコルクボード

図21 お誕生日カード
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③学年通信で一人一人の活躍を紹介

・学年通信で，全児童が学期に１回，年間で３回は紹介されるように配慮する。

④全校集会での学級自慢の発表

・全校集会で学級目標や学級自慢の発表を実施する。

⑤高学年での一人一役（行事の実行委員）

・学校・学年行事等の実行委員を年間必ず１回以上担当し，個性を生かし，伸ばす機会

とする。

⑥いじめ防止標語コンクール

・児童会の計画委員会が企画し，パンフレットを作成する。全校児童が作成した標語の

中から計画委員会で賞を選び，昼の校内テレビ放送を利用して発表する。受賞した標

語は，玄関ホールに掲示する。

⑦いじめゼロ宣言

・児童会の計画委員会でスローガンを手書き

したものを作成し，各教室に掲示する。

⑧まちがってもいいキャンペーン

・計画委員（４年生各学級男女２名ずつ，５・６年生各学

級の計画委員４名ずつで構成）が企画する。計画委員が

作成した，発表したら色塗りをするカードを活用して，

全校一斉で１週間継続して実施する。６年生が昼の放送

でＰＲ活動も行う。カードは学級担任が毎日チェックし，

計画委員が回収する。これを年２回実施する。

⑨楽しいうれしいニュース放送

・月１回の学級代表委員会にうれしいニュースや楽しいニュースを持ち寄る（３年生以

上）。その中で，全校に知らせたいものをピックアップして，週１回昼休みに全校放

送する。内容は，「スポ少での活躍」や「あいさつがよくできた」「家庭学習ノートが

10冊を越えた」など身近な話題でバラエティに富んでいる。

図24 教室に掲示された「いじめゼロ宣言」

図25 キャンペーンポスター
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２ 中学校における「居場所づくり」の教育活動

(1) 全校生徒数 200人未満の学校の取組

①全校の教職員による教育相談

・定期教育相談を年２回実施する。１回目は「学習相談」という形式で，教科担当の教

員と学習上の悩みを中心に行う。２回目は，学級担任との教育相談の後に，生徒が希

望する教職員と面談を実施する。

②給食時の「学級担任会」

・週１回副担任が給食指導を行う日に，学級担任同士が一緒に昼食を食べながら情報交

換を行う。行事を控えている場合は，企画内容や活動の段取りなどを確認し，特に議

題がない場合は生徒に関する情報交換を行う。

③振り返りを生かした認め合い

・活動後は必ずシートを用いて振り返りをする。シートに

は自己の振り返りだけでなくがんばった友達の姿を記入

したり，「ありがとう」と感謝を伝えたい友達の取組を記

入したりする。記入内容は学年集会等で生徒同士がお互

いに直接伝えたり，掲示したりする。さらに，教職員が

通信で紹介する。

(2) 全校生徒数 200人以上300人未満の学校の取組

①全校縦割り清掃

・年間を通して全校縦割り班（36班）を編成して清掃する。班の人数は６～８人で，男

女比がほぼ均等になるようにする。生徒間の人間関係づくりや上級生のリーダーとし

ての自覚の醸成に有効である。全校生徒を全教職員で育てるという意識で行う。

図26 振り返り用紙

図27 縦割り清掃実施の仕方
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②生徒指導の三機能を生かした配慮事項・安全管理

・「生徒指導の三機能を生かす日常の配慮事

項・安全管理」を基に，学校生活におけ

る生徒への関わりのポイントや安全面の

配慮について共通理解を図る。

(3) 全校生徒数 300人以上の学校の取組

①「温かい聴き方」「やさしい話し方」

・受容的な学級・学年集団づくりの基盤は，受容的な態度

や共感的態度，他者の尊重によってもたらされる教室の

中の安心感であると捉え，「聴く」ことを最も重要なポ

イントにしている。「温かい聴き方」は，話し手を見て

反応し，自分の考えと比べながら聴くこと，「やさしい

話し方」は，聞き手を見回して，はっきりと言うことと

全校で共通理解している。また，実践に関連する月別目

標を学年ごとに学年委員の生徒が決めて掲示する。

②「学校生活あいうえお」の推進

・安心して集団生活を送る上での学校の姿を「あいさつができる学校」「いじめのない

学校」「うつくしい学校・歌声が響く学校」「えがおのある学校」「おたがいを認め合

う学校」とし，「学校生活あいうえお」をスローガンに設定している。実践に当たっ

ては，生徒の具体的な姿と教職員の具体的な姿を月ごとに教職員間で確認する。また，

生徒が学年委員会で毎月の目標を具体的な行動目標として考え，自発的な実践につな

げる。

図31 教職員間の確認資料

図28 共通理解のポイント（一部）

図29 月別実践目標（２年生）

図30 生徒が決めた行動目標
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３ 高等学校における「居場所づくり」の教育活動

(1) 普通高校の取組

①生徒全員が委員会所属・部活動入部

・生徒は各学級において必ず何らかの委員会に所属することになっていて，学級での役

割がある。また，部活動への入部も積極的に勧める。

②活躍した場面での称賛

・生徒の取組やがんばりにはスポットライトを当てる。普段の評価にかかわらず生徒が

活躍した場面があれば躊躇なく褒める。どんな状況の生徒でも，よいものはよいと正

当に評価する。

③いじめしない宣言

・仲間意識を高め仲間を大切にするため，生徒会が中心とな

り生徒総会で会長からの提案により，生徒一人一人が「い

じめしない宣言」に署名をしてそれを全校掲示する。

④ゆるキャラ募集

・生徒指導部が生徒会と話し合って，年間の生活重点テーマを決め

る。そのテーマを全校生徒に周知するために，テーマにちなんだ

ゆるキャラを全校生徒から募集する。ゆるキャラを見ると生活重

点テーマが連想されるようなものを選び，校内各所に掲示する。

普段は文面だけで形骸化してしまう生活重点テーマを，ゆるキャ

ラを通して生徒の連想・意識付けに役立てている。

⑤教職員からの言葉かけ

・教職員が休み時間や昼休みなどにもさりげなく教室にいたり，廊下ですれ違った生徒

にできるだけ言葉かけをしたりする。特に用事がなくても，普段声をあまりかけても

らえない生徒や自分から進んで会話できない生徒に，あえて声をかける。

図33 宣言書図32 宣言書の掲示

図34 ゆるキャラ
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(2) 専門高校の取組

①集会でのメモ活用

・社会に出たときのために身に付けさせたいスキルとして，学

年集会や全校集会ではメモ用紙を配布し，内容を要約するな

どメモを取らせている。話す側もそれを意識して話すように

する。生徒のメモは提出させ，管理職や主任が検印して返却

し，生徒はファイルに保存する。

②欠課状況のパソコンによる一元管理

・全生徒の欠課状況（公欠・病欠・保健室利用等）を共有するために，パソコンで一元

管理し，全教職員が閲覧できるようなシステムにしている。

図35 メモ用紙
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□Ⅱ 「絆づくり」の教育活動

１ 小学校における「絆づくり」の教育活動

(1) 全校児童数 100人未満の学校の取組

①ＰＴＡと連携した活動

・ＰＴＡと連携した活動として，「わくわくふれあいラン

ド」と「全校登山」を行う。「わくわくふれあいランド」

は親子で行ういろいろな分野のカルチャースクールで，

「全校登山」と同様にＰＴＡが主体となって計画・運営

する。

②地域と連携した活動

・地域との連携では，「子ども見守り隊」を地域の方々に

委嘱し結成している。「秋のふれあいだまこ会」は保護

者だけでなく，児童の祖父母や地域の方々を招待して行

う。

③ボランティアサービス活動

・地域に呼びかけて空き缶を回収し，地域の福祉施設に車いすを贈る活動である。単年

の活動ではなく，継続した取組で，回収量が車いすに交換できるくらいに達したら，

施設の希望を聞いて贈る。

④小中合同の地域清掃

・ＪＲの駅や海水浴場の清掃を小中合同で行う。海開きの時期に合わせて年１回実施す

る。中学校の班長会議で具体的な活動の流れを考え，中学生がリーダーシップを発揮

する。小学校の縦割り班に中学生が加わったグループを編成して活動する。

⑤小・中学校の交流活動

・小中併設校の特色を生かし，運動会や学校祭，地

域クリーンアップ，宿泊研修（小５と中１）など

を合同で行う。

図36 全校登山の様子

図37 秋のふれあいだまこ会

図38 小中合同の宿泊研修
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⑥パフォーマンス集会

・パフォーマンス集会を企画する委員会は，希望者

で特別に組織する。この委員会が企画して，プロ

グラムなども作成する。全校集会として１単位時

間を確保し，歌，ダンスなどを体育館で披露し合

う。出場者も希望者を募り，教職員も参加する。

(2) 全校児童数 100人以上200人未満の学校の取組

①自主的な活動の企画

・各種委員会の特性を生かしつつ，「みんなの役に立つ」「学校をよくしていく」ための

活動を企画する。企画がまとまった段階で，声かけや賞賛も含めて教職員に協力を依

頼する。

②異学年での触れ合いの時間

・出会いの会を設定し，その後，休み時間に高学年児童が低学年児童を誘って，自由に

遊ぶことができるようにする。

③全校遊ぼうデー

・縦割り班での昼清掃が終わった後の昼休みに，そのまま縦割り班で遊ぶ。遊びの企画

は６年生がする。原則として道具を使わない遊びを考え，毎月第２・４木曜日に実施

する。

④学習指導のミニ先生

・４年生以上の全ての児童が年下の学年のミニ先

生として，算数を教える。15分間の読書タイム

に，年３～４回，主に長期休業前に実施する。

学年の組合せは，学習指導部から出ている年間

計画に従ってその都度組み替えるが，同じ縦割

り班の年下の児童に教えることが原則になって

いる。そのため，１人が複数の人に教えること

もある。

図39 パフォーマンス集会

図40 ミニ先生の様子
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⑤ひまわり運動

・高校跡地にひまわり100万本を植えることを目標に種を蒔

いている。ひまわりフェスタは地域の保育園から高校生ま

でが参加する地域密着の祭りで，ひまわり油の販売を６年

生が担当する。

(3) 全校児童数 200人以上300人未満の学校の取組

①「ふれあい」を主とした計画的取組

・「ふれあい」を大事にする以下の取組を順次実施し，自尊感情や自己有用感を育てる。

1) あいさつ運動（高学年児童が先頭に立って行う）

2) あったかハート運動（児童同士がお互いのがんばっているところを紹介し合う）

3) きらきらキャンペーン（自分のがんばりを他者へ紹介する）

②学校と地域を結び付ける地域行事の活用

・「ヤートセ秋田祭り」「竿燈祭り」等へ希望者を募って参加する。「ヤートセ秋田祭り」

では，教職員を朝練習の指導に割り当てる。また，「竿燈祭り」では，夜の町内練習

を学校で行い，教職員も参加して，地域と協力して児童を育てる。

(4) 全校児童数 300人以上400人未満の学校の取組

①地域触れ合いクラブ

・地域人材を活用したクラブ活動（生け花，茶道，巫女舞，竿燈等）を実施する。

②段階的に進める異学年活動

・全校縦割り班活動で，年３回の縦割り給食や班単位の

あいさつ運動の他に，全校オリエンテーリングを２回

実施する。１回目は教員主導の活動だが，２回目は６

年生がリーダーとなりスタンプラリーやミニゲームな

どを主体的に実施する。

図43 縦割り班活動の様子

図41 植え付けの様子 図42 収穫の様子
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(5) 全校児童数 400人以上の学校の取組

①全校イベント集会（学校行事）

・全校イベント集会「◇◇オリンピック」は，各学級が楽しい遊びのお店を開き，前後

半それぞれ，全校児童が遊ぶ側と遊ばせる側に半分ずつ分かれて実施する。各学級で

はよく遊べた基準を設け，金・銀シールなどがもらえるようにする。土曜日に２単位

時間ほどかけて実施する。保護者や保育園にも参加を呼びかけている。実施日の数日

前には，１年生が近隣の３幼稚園を対象に，予行練習を兼ねて交流している。

②異学年での自由遊び

・縦割り班ごとにグラウンドを区分けして，休み時間に高学年児童が考えた内容で遊ぶ。

関わる人を広げられるように，縦割り班は前期・後期ごとに編成し直し，各期に１回

の遊ぶ時間を設ける。

③毎月の異学年活動による「遊び」の時間

・年間を通して行事を縦割り班（全校９班）で実施す

るだけでなく，月１回，班ごとに遊ぶ機会を設定す

る。活動（遊ぶ）場所は輪番制で割り当て，そこに

応じた遊びの内容を上級生が決める。

④自発的ボランティア活動

・５・６年生から交流を希望する児童を募って，学区

内にある福祉施設を年２回訪問する。障害のある人

や高齢者，乳幼児（０歳～６歳児）がいるが，主に

乳幼児との遊びやお世話を行う。訪問することで，

障害のある方や高齢者の存在も意識できる。

２ 中学校における「絆づくり」の教育活動

(1) 全校生徒数 200人未満の学校の取組

①地域活動への参加を通した「地域との絆づくり」

・夏季休業中を中心に，地域活動へ積極的に参加する。盆踊りで踊り手として地域の伝

統舞踊を継承したり，老人ホームでボランティア活動に取り組んだりする。また，地

域の歴史館を定期的に清掃することも続けている。活動形態は，可能な限り縦割りで

実施する。

②地区生徒会を通したボランティア活動

・生徒会活動の要として，季節ごとに「春の清掃活動」「夏の空き缶プルタブ回収」「秋

の景勝地クリーンアップ活動」「冬の除雪ボランティア活動」の４つのボランティア

活動を位置付けている。組織としては，校内での執行部とは別に，学区内の地区ごと

に生徒会を組織し，上級生がリーダーとなって活動する（縦割り活動）。活動日時や

場所，内容と役割分担は地区生徒会ごとに話合いをして決める。

図45 乳幼児との交流

図44 縦割り「遊び」の様子
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③学校行事での異学年活動の充実

・保育園から中学校まで同一集団で過ごしてくるという生徒の実態を踏まえ，体育祭や

学校祭などの学校行事だけでなく，委員会などでも可能な限り学年の枠を取り払い，

縦割りで活動する機会を設定する。

(2) 全校生徒数 200人以上300人未満の学校の取組

①「ソーラン節」の踊りを通した異学年活動

・伝統として踊り継がれている「ソーラン節」を，３年生が新入生（１年生）に模範演

技や手ほどきをすることを通して異学年交流をする。全校での発表だけでなく，異学

年の班ごとに踊りを発表する機会を設定する。

②本の紹介を通した異学年活動

・秋に３年生が自分の読んだ本を基にして内容や感想を１年生に紹介する。10班編成で

３年生が司会進行を務めながら10会場（教室）で実施する。３年生の発表に対して１

年生が感想を述べる。年間を通して実施している朝読書への意欲付けにもつなげる。

(3) 全校生徒数 300人以上の学校の取組

①３年生としての自覚を育てる異学年活動

・春の運動会や秋の文化祭を全校縦割り班を基本として実施する。練習や準備などを通

して３年生には全校のリーダーとしての自覚を育てる。全校のリーダーとしての自覚

は特定の生徒ではなく，３年生全員にもたせるように配慮する。そのため，３年生へ

の事前オリエンテーションを丁寧に実施する。また，事後の振り返りも個人としてだ

けではなく，学年集会で集団としても行う。縦割り班の指導の中心は３年部の教員が

担当するが，１・２年部の教員も積極的に３年生へ関わる。

３ 高等学校における「絆づくり」の教育活動

(1) 普通高校の取組

①中高６年間の振り返り

・中高一貫校で，中１から高３までの６学年の生徒をグループ分けして，合同の体育祭

や百人一首大会等を行っている。また，「表現科」という教科を設け，外部講師によ

るダンスや陶芸，外国語などカルチャースクール的な活動を行う。その中で，高校３

年生はリーダーとして下級生をまとめるなど，中高６年間の仲間・絆づくりの集大成

の場として位置付ける。
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②「思いやりの心」の実践

・全てを生徒任せにするのではなく，教員が適切に関わり，自ら行動を起こす糸口を与

える。その上で，学校全体で「一日一善・豊かな心の日」を設定し，特定の生徒だけ

が行う取組ではなく，些細なことから生徒一人一人が周りの人や自分の心を豊かにす

る活動に取り組むことにより，生徒のよさを伸ばしたり，「思いやりの心」を育てた

りすることにつなげる。

③ふれあいボランティアパスポート

・ボランティア活動を行った際に，このパスポートを活用することにより，協賛企業の

寄付先を生徒自身が選択できる仕組みになっている。また，生徒の「個」の活動から

「校内連携」や「地域連携」へと発展することで，自らの活動と社会とのつながりを

実感できるようにする。

(2) 専門高校の取組

①生徒運営の学校行事

・専門高校のため学年や学級によって男女比が違うが，球技大会や運動会の参加種目が

異なっても，生徒会が中心となって互いの様々な違いを受け入れて取り組んでいる。

また，教職員も１チームとして参加して行事を盛り上げたり，学級の試合は学級担任

や副担任のいるところで行うなどの配慮をしたりする。

図46 ボランティア清掃の様子 図47 一日一善・豊かな心の日の様子

図49 ボランティアパスポート

図48 ボランティアの様子
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Ⅲ 研究のまとめ

県内各学校の取組を整理し，実践手法なども含めて，成果や課題を以下のように分析し

てまとめました。これらの分析を踏まえて，平成27年度の研究を進めていく予定です。

１ 小学校の教育活動について

(1) 「居場所づくり」の教育活動

① 全校児童数が少ない学校では，各学級の児童数が少人数であるため，学級担任の目

が行き届きやすいというメリットがあります。

効果的な取組を進めている学校では，少人数というメリットに安心せず，あえて全

児童の情報を全教職員で共有し，共通の認識・意図をもって指導に当たることができ

るシステムを整えています。（例えば，「(1)①プロジェクトＡ」，「（1)⑤生活のみとり

表」「(2)②欠席児童コーナー」「(2)⑤見守りファイル」）

取り組む際のポイントは，学級担任以外の教職員の児童の見取りを生かすという点

です。児童を多くの目で捉え，情報を共有することで対応が適切なものになります。

② 人は自分の行ったことを他人から認めてもらったり，自分が相手にした働きかけを

相手から評価されたりしたときに「自己有用感」を感じます。日常の豊かな関わりの

中で自然にそれができることが望ましいのですが，今の児童の生活環境では，このよ

うな機会を意図的に設けなければ，なかなか経験できない状況があります。

効果的な取組を進めている学校では，全ての児童の行為等をきめ細かく見取り，他

人から認められたり，評価されたりする機会を意図的に設けています。（例えば，「(1)

②ありがとうの花束」，「(1)③感謝の日」，「(1)⑥月目標とその振り返りに肯定的な言

葉をもらうノート」，「(1)⑦『夢カード』を活用した認め合い」，「(3)①友達のよさを

共有する『班ノート』」，「(5)①あいさつ名人・殿堂入り」，「(5)③学年通信で一人一

人の活躍を紹介」）

取り組む際のポイントは，全ての児童が認められ，評価されるという点と，その事

実を他者に広めるシステムになっている点です。意識的に見付けるという発想が求め

られます。

③ 「いじめ追跡調査2010-2012」（国立教育政策研究所）等でも明らかなように，児童

のいじめ加害経験に強く関わってくるのがストレスであり，その要因に，勉強，友人

関係，教員，家庭に関する出来事があります。

効果的な取組を進めている学校では，児童が最も多くの時間を過ごす授業において，

失敗体験を過度に恐れストレスを強めることがないようにルールが示されています。

そして，一人一人の意見等が認められ，学習における価値を感じられるように，全校

どの学年・学級でも指導しています。（例えば，「(2)①発言を大切にするための反応

の仕方の統一」，「(2)④寛容な学び合いの雰囲気づくり」，「(5)⑧まちがってもいいキ
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ャンペーン」）

取り組む際のポイントは，全ての学年・学級での統一された指導という点と，児童

間の「横の関わり」という点です。つまり，過度の競争意識によってストレスを強め

ることを防ぎ，緩和する友人や教職員からの支援ということです。

④ 生徒指導の三機能の一つである「共感的人間関係」を育成する上では，小学生とい

う発達の段階を考慮し，学習時間以外の時間を含めた幅広い取組を進める必要があり

ます。

効果的な取組を進めている学校では，児童が幅広く温かな人間関係を感じられるよ

うに，休み時間や放課後等の時間を活用しています。（例えば，「(3)②おしゃべりタ

イム」，「(4)①放課後子ども教室」，「(4)④お誕生日カードプレゼント」，「(5)⑨楽し

いうれしいニュース放送」）

取り組む際のポイントは，児童が評価される立場から離れ，ゆったりした時間の中

で他者と関われる場を活用している点です。

⑤ 「居場所づくり」は教職員が主体となって取り組むものです。ただ，実践を進める

際に，児童が全くの受け身の立場ではなく，教職員が示した適切な枠組みの範囲で，

主体的に活動ができるように配慮することが必要です。

効果的な取組を進めている学校では，児童が関わる部分をできるだけ広げ，教職員

からの一方的な指導にならないように工夫しています。（例えば，「(1)④小中連携で

の『思いやり宣言集会』」，「(2)③学級教育目標を数値化して評価する児童総会」，「(2)

⑥全校で取り組む当たり前の共通事項」，「(4)②児童会主体の『いじめ防止９か条』」，

「(5)⑥いじめ防止標語コンクール」，「(5)⑦いじめゼロ宣言」）

取り組む際のポイントは，取組を進める全教職員が，活動の目的と目指す児童の姿

等をしっかり理解し，児童が主体的に関われる枠組みを適切に示すという点です。つ

まり，児童の発達段階を適切に踏まえた，過度にならない教職員のサポートが求めら

れます。

(2) 「絆づくり」の教育活動

① 毎日のように放課後に予定が入り，地域の中で様々な大人たちや自然，施設等と関

わりながら過ごす時間が少なくなっているのが，今の児童の状況です。関わる他者の

範囲が狭いということは，限られた関係性のみで児童の世界が築かれるという危険を

はらんでいます。

効果的な取組を進めている学校では，地域の方々を含め，幅広く触れ合える機会を

設定しています。様々な他者との交流は，幅広い価値観に触れるということでもあり

ます。（例えば，「(1)①ＰＴＡと連携した活動」，「(1)②地域と連携した活動」，「(1)

③ボランティアサービス活動」，「(1)④小中合同の地域清掃」，「(2)⑤ひまわり運動」，

「(3)②学校と地域を結び付ける地域行事の活用」，「(4)①地域触れ合いクラブ」，「(5)

④自発的ボランティア活動」）

取り組む際のポイントは，教職員も共に地域と触れ合うという点と，児童が主体的

に関われる役割をもたせるという点です。

② 「人と関わりたい」という，人間の根元的な欲求とも言える部分が，今の児童に育
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ちにくくなっています。この「人と関わりたい」という思いは，自らの体験によって

のみ獲得されるものです。遊びなどの中で「人と関わることは楽しい」「人と関わる

ことは苦痛なことではない」と感じることが，社会性の基礎を形づくっていくことに

つながります。

効果的な取組を進めている学校では，異学年の児童が一緒に遊びを通して交流でき

る場が設けられています。（例えば，「(2)②異学年での触れ合いの時間」，「(2)③全校

遊ぼうデー」，「(5)②異学年での自由遊び」，「(5)③毎月の異学年活動による『遊び』

の時間」）

取り組む際のポイントは，年長者を中心にした自由度の高い活動であるという点と，

休み時間等も有効に活用するという点です。その際，教職員が「やらせたい」活動で

はなく，児童が「やりたい」活動にする必要があります。つまり，年長者である６年

生が仕事をさせられていると感じるような負担が大き過ぎる活動にならないよう，児

童の思いを大切にした配慮が求められているということです。

◎異学年（異年齢）活動を行う上での留意点

異年齢の集団で様々な活動を行うということは，集団の一員としての自覚が促さ

れるという側面があります。みんなが楽しく活動をするためには，約束を守ること

や，力の弱い者をかばうことなどが必要です。このようなことが年少から年長へと

育っていく中で，役割の推移という形で学ばれるのです。これは一部の児童だけで

なく，誰もがお世話される側からお世話をする側になり，お世話された経験を生か

してお世話する体験を積むことになるのです。

効果的な取組を進めている学校では，異学年交流や縦割り班活動などが，同じス

タイルで長年にわたって継続されています。長く継続されるという点が，児童の成

長という視点からは重要なポイントなのです。

２ 中学校の教育活動について

(1) 「居場所づくり」の教育活動

① 定期教育相談の目的は「問題解決」ではなく「予防」にあります。特に，５・６月

頃に設定されている１回目の相談では「何かあったときは悩みを相談できるんだ」と

いう安心感と信頼関係を生徒と教職員の間に構築することが大切です。

効果的な取組を進めている学校では，学級担任との信頼関係づくりを基盤にしなが

らも，全教職員による教育相談をシステム化しています。「全教職員で生徒に関わる」

「全教職員で生徒を育てる」という教職員の合意が得られています。（例えば，「(1)

①全校の教職員による教育相談」）

取り組む際のポイントは，情報の取扱いに配慮し，生徒との信頼関係を大切にしな

がら，全教職員で情報を共有して指導に当たるという点です。

② 生徒が相互に認め合い，支え合い，高め合う望ましい人間関係の土台となるのは温
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かい学級（集団）の雰囲気であり，そのような学級（集団）づくりを目指すことが求

められます。

効果的な取組を進めている学校では，仲間のよさを認めて広げたり，お互いを大切

にし合う関わりを心掛けたりしています。（例えば，「(1)③振り返りを生かした認め

合い」，「(3)①『温かい聴き方』『やさしい話し方』」）

取り組む際のポイントは，全生徒が認められ，評価されるという点と，その事実を

他者に広める手立てがシステム化されている点です。特定の活動や機会だけでなく，

学校生活全体を通して取り組むことが求められます。

③ 当番活動は学校・学級生活を送る上で，なくてはならない日々の計画的な活動であ

り，清掃当番や給食当番，日直などがあります。「与えられた役割を果たす」という

消極的な捉えではなく，生徒がその意義を実感することで，より自主的，自発的な当

番活動へとつながります。

効果的な取組を進めている学校では，上級生が下級生を指導し，自らが見本となる

ことで，役割を果たす責任感と上級生としての自覚を育んでいます。（例えば，「(2)

①全校縦割り清掃」）

取り組む際のポイントは，「生徒は全教職員で育てる」という取組の意義を教職員

が理解し，全校指導体制の基で，点検・評価などの見届けに責任をもつ点です。また，

人員を適切かつ計画的に割り振り，情報共有をシステム化する点も不可欠です。

④ 生徒指導の取組における実効性を高めるためには，教職員間の共通理解と決められ

た内容を手順に沿って実行する共通実践が重要です。

効果的な取組を進めている学校では，指導のための最低限の基準を「見える化」し

て活用しています。（例えば，「(2)②生徒指導の三機能を生かした配慮事項・安全管

理」）

取り組む際のポイントは，個々の教職員が自分の判断で解釈を変えたり，安易にや

り方を変えたりしないという点です。もし，取組の内容や手順に不具合があると感じ

た場合には，「組織」に諮って見直しを行い，全教職員が納得して実行できるように

することが求められます。

⑤ 「居場所づくり」は教職員が主体となって取り組むものです。実践を進める際には，

学校や学級の実態に応じて教職員が方針を確認し，その枠組みの範囲で生徒が主体的

に活動できるように配慮することが必要です。

効果的な取組を進めている学校では，全校が一丸となって取り組めるスローガンを

掲げ，生徒が関わる部分をできるだけ設けることで，教職員側の一方的な指導になら

ないように工夫しています。（例えば，「(3)②『学校生活あいうえお』の推進」）

取り組む際のポイントは，全教職員が生徒の実態把握を基に，取組の目的や目指す

姿等を具体的に理解し，生徒が主体的に関われる枠組みを適切に示すという点です。

つまり，生徒の発達の段階を適切に踏まえた教職員のサポートが求められます。

(2) 「絆づくり」の教育活動

① 放課後や土・日曜日は部活動に取り組み，地域などの様々な他者と関わる時間や機

会が少なくなっているのが今の生徒の状況です。関わる他者の範囲が限定されるとい
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うことは，限られた関係性のみで生徒の世界が築かれる危険をはらんでいます。この

ような生活経験不足や対人関係の希薄さ等が，生徒の社会性の未熟・未発達に影響を

与えています。

効果的な取組を進めている学校では，地域の人との触れ合いを通した活動内容にな

るような企画をしています。様々な他者との交流は，対人関係を豊かにし，幅広い価

値観に触れるということでもあります。（例えば，「(1)①地域活動への参加を通した

『地域との絆づくり』」，「(1)②地区生徒会を通したボランティア活動」）

取り組む際のポイントは，生徒が主体的に関われるように，事前に他者と関わるこ

とへの意欲や関心を高める点と役割分担を適切に行うという点，さらに，教職員も共

に地域と触れ合うという点です。

② 他者から認められている，他者の役に立っているという「自己有用感」は，生徒指

導上の諸問題を未然に防止する上で大切です。全生徒が「自己有用感」を獲得するた

めには，同年齢・同学年の活動だけでは限界があります。年長者が自分の責任を自覚

し，年少者に気を配りながら活動を遂行していく中で，より実感を伴った「自己有用

感」を獲得することができます。

効果的な取組を進めている学校では，全ての年長者が活躍できる場面が設けられて

います。（例えば，「(1)③学校行事での異学年活動の充実」，「(2)①『ソーラン節』の

踊りを通した異学年活動」，「(2)②本の紹介を通した異学年活動」，「(3)①３年生とし

ての自覚を育てる異学年活動」）

取り組む際のポイントは，教職員が学年の枠を超えて連携するという点です。年長

者との事前打合せなど，活動をサポートする適切な姿勢が求められます。

３ 高等学校の教育活動について

(1) 「居場所づくり」の教育活動

① 高等学校における「居場所づくり」では「(1)①生徒全員が委員会所属・部活動入

部」のように，「生徒主体の活動」を基本としており，これは普通高校も専門高校で

も同じです。

効果的な取組を進めている学校では，生徒会が学校行事等の企画・運営で主体的に

活動した場面を捉え，その活動の様子を掲示したり全校集会で表彰したりしています。

（例えば，「(1)③いじめしない宣言」，「(1)④ゆるキャラ募集」）

取り組む際のポイントは，生徒の活動を目に見える形で学校全体に周知させ，達成

感をもたせるとともに活動意欲を継続させる点です。

② 普通高校では学年が，専門高校では学科の連携が強く，学校生活の母体となってい

ることが多いと思われます。教職員から生徒への称賛や言葉かけなどの働きかけもそ

の範囲で行われることが多いでしょう。

効果的な取組を進めている学校では，教職員からの働きかけが，学級や学年，学科

の枠を超えた生徒全員を対象に行われています。そのために，学校新聞や各通信，学

校ホームページ掲載等で生徒が活躍している情報を学校内外に発信したり，気になる

生徒の出欠情報を全教職員が閲覧できるようにしたりしています。（例えば，「(1)②
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活躍した場面での称賛」，「(1)⑤教職員からの言葉かけ」，「(2)②欠課状況のパソコン

による一元管理」）

取り組む際のポイントは，自校生徒の生活状況を全教職員が情報共有し，スピード

感のある個別の指導や支援に生かせるシステムをつくる点です。

③ 専門高校では，社会に出たときに役立つ実践的なスキルが生徒に身に付くようにす

るなど，キャリア教育と関連させた取組を進めていくことが求められます。

効果的な取組を進めている学校では，日常の学校生活で適切な場面を利用し，スキ

ル定着のための取組を重ねています。回数を重ねるごとに話を聞くポイントが分かる

ようになり，要約の仕方が上達していくなど，成長の過程を生徒自身が実感できる取

組となっています。（例えば，「(2)①集会でのメモ活用」）

取り組む際のポイントは，話す側の教職員がポイントを押さえた話し方を意識する

点と，進路指導に生かすという点です。生徒のスキル向上の姿が直に確認できるため，

教職員の意識の向上にもつながっています。

(2) 「絆づくり」の教育活動

① スマートフォンや携帯電話の所持率が100％に近くなり，対面でのコミュニケーシ

ョンが不得手で人間関係づくりが難しいと感じる生徒が増えてきています。この状況

において，生徒同士による「絆づくり」の取組は重要度を増しています。

効果的な取組を進めている学校では，中高一貫校等の自校のメリットを生かし，学

校設定教科で幅広い分野の活動を進めるとともに，中高６学年という幅広い異学年交

流をすることで，高校３年生に最上級生としての自覚やリーダーシップにつながるよ

うにしています。また，下級生は各自の役割を果たすことで，集団の一員としての自

覚が育まれています。（例えば，「(1)①中高６年間の振り返り」）

取り組む際のポイントは，多様な価値観に触れられる機会を中高６年間継続して行

うという点です。

② 「絆づくり」の取組として多くの高等学校で行われているものにボランティア活動

が挙げられます。

効果的な取組を進めている学校では，教員の適切な関わりによって生徒の行動を促

し，生徒一人一人の「思いやりの心」を育てることにつなげたり，「ボランティアパ

スポート」を活用することで社会とのつながりを実感できるようにしたりしています。

（例えば，「(1)②『思いやりの心』の実践」，「(1)③ふれあいボランティアパスポー

ト」）

取り組む際のポイントは，些細なことでも全生徒が取り組んでいる点や，生徒のも

っている「思いやりの心」が取組によって喚起され，「他者への思いやりの行動」に

つながるように意識付けしていく点です。また，ややもすると活動するだけで終わっ

てしまうボランティア活動を，他者や地域，社会とのつながりを目に見えるようにす

ることで，より実感を伴う活動にしている点もポイントです。

③ 学校行事の中には生徒が主体的に企画・運営に関わることが可能なものがありま

す。

効果的な取組を進めている学校では，自校の特徴に応じた対応が必要なことを理解
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した上で，多様な価値観を大切にしながら企画・運営を進める機会として学校行事を

活用しています。（例えば，「(2)①生徒運営の学校行事」）

取り組む際のポイントは，生徒同士が一体感や所属感を実感できることが目的であ

ることを理解した教職員のサポートです。違いを乗り越えて学級が一致団結できるよ

うに，教職員も共に学校行事を盛り上げることが求められます。

＜引用・参考文献＞

秋田県総合教育センター（2004）「教育活動全体に機能する生徒指導の在り方」

秋田県総合教育センター（2005）「教育活動全体に機能する生徒指導の在り方 -『パワー

アップシート』を活用したやる気を引き出す生徒指導-」

秋田県総合教育センター（2011）「新『いじめ 学校自己診断表』を活用した校内指導体制

の在り方」

秋田県総合教育センター（2014）「合意形成を重視した生徒指導に関わる校内研修の手法

の開発」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2011）「校区ではぐくむ子どもの力 いじめ

・不登校を減らすヒント」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2012）「子どもの社会性が育つ『異年齢の交

流活動』」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2012）「生徒指導リーフ/Leaf２ 『絆づくり』

と『居場所づくり』」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2012）「生徒指導リーフ/Leaf５ 『教育的予

防』と『治療的予防』」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2012）「生徒指導リーフ/Leaf７ いじめの理

解」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2012）「生徒指導リーフ/Leaf８ いじめの未

然防止Ⅰ」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2012）「生徒指導リーフ/Leaf９ いじめの未

然防止Ⅱ」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2013）「生徒指導リーフ増刊号 いじめのな

い学校づくり」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2013）「いじめ追跡調査2010-2012 いじめＱ

＆Ａ」

国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2013）「いじめについて，正しく知り，正し

く考え，正しく行動する。」

文部科学省（2010）『生徒指導提要』

- 65 -

秋田県総合教育センター　平成26年度　研究紀要



資料 第29回教育研究発表会プレゼンテーション資料

○いじめの防止等のための学校における

基本的なポイントとして，早期発見や

適切な措置はもちろんですが，最も合

理的で最も有効な対策として，未然防

止の取組が重要視されています。

○なぜ未然防止が合理的かつ有効なので

しょう。例えば，いじめであれば，小

学校第４学年から中学校第３学年の６

年間で，「仲間はずれ・無視・陰口」

の被害・加害の経験がなかったのは全

体の１割程度でしかなかったことが調

査から明らかになっています。
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○不登校であれば，不登校になってしま

った後の働きかけよりも，事前の働き

かけが重要であり，事前の働きかけの

中でも，休みそうな，休み始めた児童

生徒への初期対応よりも，全ての児童

生徒への学校を休みたいと思わせない

ような取組が重要であることは，自明

の理です。

○未然防止のためには，生徒指導の機能

を生かした「居場所づくり」と「絆づ

くり」を正しく理解して取り組む必要

があります。

○共通理解した上で共通実践すること

で，児童生徒の学校生活が充実し，適

応力を高め，自己有用感を高めていけ

るようにしていかなければなりませ

ん。

○当センターが平成24・25年度に取り組

んだ「合意形成を重視した生徒指導に

関わる校内研修の手法の開発」は，正

にそのような考え方で行われたもので

す。
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○未然防止を目指して，全員参加で話し

合い，方針や具体的な取組を決めるこ

とで，教員の決定への責任と主体的参

画を促す校内研修を提案しました。

○提案した手法では，客観的な指標とな

るアンケート調査を活用した，教員の

分析や思い，児童生徒の実態や思いを

基にして，具体的な取組を考えること

になります。

○小・中・高の各協力校と研究実践を進

める中で，多くの学校の取組を参考に

した上で，自校に合った取組を考える，

つまり，よい取組を学ぶ必要があるこ

とを実感しました。

○そこで，本研究で，秋田県内各学校の

問題行動等を未然に防ぐ教育活動を収

集し，整理・分析し，過年度の当セン

ターの研究と関連付けて，発信するこ

とに取り組むことにしました。平成26

年度は，情報収集を主に行い，平成27

年度まで継続して行います。
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○平成26年度は，小学校58校，中学校25

校，高等学校11校から情報を収集して

います。

○小学校の「居場所づくり」の具体的な

取組を紹介します。

○「ありがとうの花束」「『夢カード』を

活用した認め合い」等の取組に共通す

るのは，他者から認められ，自己有用

感を高める場を意識的につくりだして

いる点です。

○「まちがってもいいキャンペーン」等

の取組に共通するのは，学習のストレ

スの緩和という点です。一部ではなく，

全ての学年・学級で統一して指導され

ることが重要なポイントです。
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○小規模な学校のメリットは，学級担任

の目が行き届く点です。

○「プロジェクトＡ」「見守りファイル」

「生活みとり表」等の取組に共通する

のは，目が行き届くメリットに安心せ

ず，全児童の情報を共有する点です。

その際，学級担任以外の見取りを生か

すことがポイントです。

○中学校の「居場所づくり」の具体的な

取組を紹介します。

○「全校縦割り清掃」「全校の教職員に

よる教育相談」等の取組に共通するの

は，全生徒を全教職員で育てる意識と

いう点です。
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○高等学校の「居場所づくり」の具体的

な取組を紹介します。「集会でのメモ

活用」等の取組でポイントとなるのは，

進路指導と結び付け，教職員も意識し

て行動する点です。

○小学校の「絆づくり」の具体的な取組

を紹介します。「毎月の異学年活動に

よる『遊び』の時間」「全校遊ぼうデ

ー」等の取組に共通するのは，小学校

の発達の段階を踏まえて，遊びを通し

た交流が設けられているという点で

す。

○中学校の「絆づくり」の具体的な取組

を紹介します。「地域活動への参加を

通した『地域との絆づくり』」「地区生

徒会を通したボランティア活動」等の

取組でポイントとなるのは，地域の方

など様々な他者との交流によって，幅

広い価値観に触れるという点です。

○高等学校の「絆づくり」の具体的な取

組を紹介します。「『思いやりの心』の

実践」「ふれあいボランティアパスポ

ート」等の取組でポイントとなるのは，

生徒任せにせず，教員が適切に関わる

点と，自らの活動と社会とのつながり

を実感させる配慮という点です。
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○各学校の取組を分析してみると，効果

的な取組と，取り組む際のポイントが

見えてきます。

○小・中・高ともに，「居場所づくり」

は，教員が進めるものではあるものの，

児童生徒が関わり，主体的に取り組む

活動となるような配慮をすることは重

要であることが分かります。

○小・中・高ともに，「絆づくり」では，

様々な他者との交流を通して，多様な

価値観に触れる機会を提供している点

が共通しています。また，発達の段階

を踏まえて，小学校では「遊び」，中

学校では「年長者の自覚」，高等学校

では「社会とのつながり」といったポ

イントがあります。

- 72 -

秋田県総合教育センター　平成26年度　研究紀要



○平成27年度は，情報収集を継続し，整

理・分析をした上で，過年度のセンタ

ー研究との関連付けを図り，情報を発

信する予定です。関連付けるものとし

ては，平成22年度の「いじめ 学校自

己診断表」と，平成25年度の「合意形

成を重視した校内研修の手法」を考え

ています。

○「いじめ 学校自己診断表」との関連

付けをどのように進めるか説明しま

す。「いじめ 学校自己診断表」はアン

ケート調査の結果を，小学校第４学年

から高等学校第３学年まで学年ごとの

集計シートに入力すると，自動集計し

てグラフ化されるようになっていま

す。これによって，県の数値と比較し

て，自校の実態を把握することができ

るものです。

○また，把握した児童生徒の実態とハン

ドブックを照らし合わせて，どのよう

な取組を進めるとよいか具体的に知る

ことができます。このハンドブックに，

今回の収集した各学校の取組を取り入

れ，未然防止の観点から具体的な取組

の提案ができるようにするのです。

○次に「合意形成を重視した校内研修の

手法」との関連付けをどのように進め

るか説明します。取組の中の「２ 具

体的な取組の立案」「４ 共通実践の

分析及び軌道修正」では，教員が具体

的な取組について話合いをすることに

なります。
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○この具体的な取組を決める話合いにお

いて，今回の収集した各学校の取組を

実践事例集にまとめ，参考にできるよ

うにするのです。

○１年次の研究成果を支援班児童生徒支

援担当のW e b ページ上へ掲載し，平

成27年度の研修講座での活用の仕方を

検討します。同時に，継続する情報収

集の計画も具体化していく予定です。
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センター研究 ３ 

生徒指導の機能を生かし， 
 問題行動を未然に防ぐ教育活動の充実に向けて 
- 県内各学校の効果的な実践事例の収集と分析 - 

（１年次）  
 

主幹 (兼 )班長 

指 導 主 事  

支援班 児童生徒支援担当 

髙 橋 保 子 

加 藤 智 子 

堀 川   修 

小 林 正 人 

野 呂 謙 一 
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