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特集

いじめを生まない・見逃さない学校づくりの取組…２～３P

キラキラ新潟っ子
仲間意識を育てるスマイリー活動の充実

スマイリー班でのボランティア清掃

新潟市立丸山小学校（江南区）

丸山小学校では，
「学び合い，認め合い，元気に伸びる子」を今年度の重点目標
に掲げ，
『かかわり合い』に着目した教育活動を行っています。また青少年赤十字新
潟市地区事務局校でもあることから，
「気づき，考え，実行する」という態度目標の
もと，ボランティア活動も大切にしてきました。
今年度は，従来の縦割り班活動を『かかわり合い』の視点で見直し，年間を通し
たスマイリー活動として，毎週木曜の昼休み（15分間）に計画的に実施しています。
「計画・実践・振り返り」をサイクルとして，テーマ・ねらい・活動を明確にした計画
に基づき，41回の活動を行います。
回を重ねる毎に，子どもたちの絆が豊かになっています。今後の活動が楽しみです。

中学校区「いじめ根絶スクール集会」

新潟市立白根第一中学校（南区）

白根第一中学校では，地域や小学校との交流を通した生徒の自治的な活動に
よる社会性の育成に取り組んでいます。
毎年11月には，白根第一中学校区の小学校２校の６年生と，民生児童委員やス
クールガードリーダーなど地域の方々から参加していただいて，
「いじめ根絶ス
クール集会」を開催しています。春に各学校でいじめをなくすための目標を立て，
秋に取組の成果やいじめ根絶のために大切なことやできることを話し合っていま
す。スクール集会当日は，小・中異学年による話し合い活動を中学生が進めなが
ら，いじめ根絶に向けたスローガンを作成します。昨年度は「イジメた事実と心の
傷は気づいた時にはもう消せない」となり，みんなでいじめを生まない地域づくりに取り組みました。
これからも白根第一中学校は，地域や小学校と連携し，一体となって子どもたちの育成を推進していきます。

キラキラ新潟っ子応援団
白根図書館

ボランティアグループ

「しろね・おはなしかご」

平成12年６月に発足した「しろね・おはなしかご」は，子どもたちに質の良い本やお
はなしを届け，楽しみと夢，知恵や生きる力を育むことを使命とし，絵本の読み聞かせ
やストーリーテリングを行っています。また，月に２回勉強会を実施し，本の内容や読み
方，語り方などを互いに述べ合って質を高めています。白根図書館の「おはなしのじか
ん」のほか，近隣の小学校や放課後児童クラブでの活動が認められ，平成28年度には
優良読書グループとして読書推進運動協議会から全国表彰されました。
「子どもたちの心に感性の種を蒔く」「子どもと本との『架け橋人』になろう」とい
う思いを胸に灯し続け，活動しています。

特集

いじめを生まない・見逃さない
学校づくりの取組について

新潟市は，
「新潟市いじめの防止等のための基本的な方針」を平成26年４月に策定しました。この策定
から３年が経ち，平成29年度には内容の充実を図り，実効性をより高めるために見直しを行いました。新潟
市いじめ防止基本方針に改めて魂を込め，いじめの防止等に向けた決意を新たにして，いじめのない社会の
実現を目指して取組を進めていきます。
ここでは，新潟市が進めているいじめ防止についての取組をお知らせします。
＜問合せ先

新潟市教育委員会

学校支援課

TEL 025-226-3299 ＞

そのためには…児童生徒・保護者・地域との
信頼関係づくりが大切です
子どもと教師の厚い信頼関係を築く基盤は，子どもたちのことをより深く理解
することです。そのために，すべての子どもに関心をもち，良いところに目を向け
て，子どもたちと積極的に関わります。
児童生徒理解

信頼関係
○子どもをよく見る

○子どもと関わる

保護者・地域への情報提供と

○子どもの話を聴く

○１日１回，笑顔で話し掛ける

説明責任

○子どもに寄り添う

○いじめや差別につながる言動を見逃さない

新潟市は，いじめを生まない・見逃さない学校づくりの取組を，大きく次の２つの柱で進めます。

１

互いに認め合い，支え合い，高め合う温かな人間関係づくり

≪新潟市いじめの防止等のための基本的な方針

①子ども同士の温かい人間関係を築く授業の展開
いじめを生まない学校にするためには，学校生活の全てで温かな人間関係づくりを行う必要
があります。特に，学校生活の多くの時間を占める，授業の時間は重要な場面です。子どもが，生
き生きと自己表現して，
「できた！」「分かった！」と充実感を得られる授業を展開します。

改定のポイント≫

市立小・中・高・中等教育学校・特別支援学校では，いじめを積極的に発見し，いじめに対処する
システムを明確化するために，
「新潟市いじめの防止等のための基本的な方針」を具体的に次のよ
うに改定しました。

１い
 じめや，いじめにつながる事案に対して，校内いじめ対応ミーティングを必ず実施し，全
校体制で組織的に取り組みます。

②学級会・生徒会活動・行事等の充実と学級づくり
子どもたちが，よりよい集団活動ができるように，一人一人の思いや願いを生か
した活動を行います。互いのよさを認め合いながら，全ての子どもが個性や能力
を発揮し，協力して課題を解決する活動を展開します。

２い
 じめを見逃さないためのアンケート実施の際は，即日に複数人によるチェックを行い，
早期発見・早期対応を行います。
３い
 じめの対処の結果，いじめが解消したように見られる場合でも，安易に「いじめは解消し
た」と判断せず，３か月を目安に継続的に丁寧な指導を行い，再発防止に取り組みます。

２

４ 教職員は，自分の言動や行動がいじめの助長につながらないように指導に当たります。

いじめの早期発見・早期対応

①いじめの早期発見
子どもたちの行動を観察したり，こまめに記録を積み重ねたり，アンケート調査等を活
用したりして，日常の子どもの様子をしっかり把握します。そして，一人一人のことばに耳
を傾けて，いじめの早期発見に努めます。
いじめの早期発見は，一人の力では困難です。教職員・保護者・地域がチームとなり，子
どもたちの様子を見取り，情報を収集し，共有できる組織づくりを行います。
②いじめの早期対応
いじめを発見したら，一部の教職員で抱え込むことなく，
「校内いじめ対応ミーティング」を実施し，迅
速かつ組織的に実効性のあるいじめの対応に努めます。
いじめを受けた子どもには，気持ちにより添いながら「絶対に守る」という姿勢を示して心のケアに努
めます。
いじめを行った子どもに対しては，相手の心の痛みを理解させ，自身の行為の問題点についての自覚を
促し，
「十分な反省」を引き出す指導を行います。

新潟市いじめ防止市民フォーラム
「いじめ防止支援対策プロジェクト（ＢＰプロジェクト）」
【講演会】 講師

上越教育大学准教授

高橋

知己

先生

１

主

催

新潟市いじめ防止市民連絡協議会（事務担当：新潟市教育委員会学校支援課）

２

共

催

新潟市教育委員会

３

日

時

平成29年９月23日（土・祝）

４

会

場

新潟市江南区文化会館

５

参加者

上越教育大学
午後１時30分～午後４時00分（受付：午後１時～）

一般市民 学校・地域・保護者（申し込みは，別途案内参照）

健やか地域づくり

新しいことへのチャレンジと伝 統の両立

東青山小学校ふれあいスクール「東青山楽園キッズ☆」
東青山楽園キッズは，毎週月・水・土曜日に開催しています。季節のイベント（ハロウィ
ンのお面作り，クリスマスカード作りなど）の他に，年間１～２回は新しいイベント（昨年
度はハーブ石けんづくりやバウンドテニス体験会）にも挑戦しています。
その中でも，
「東青山ふれあい祭り」は，子ども，保護者，地域の方々と一緒に作る手
作りのお祭りで，今年で12回目を迎えます。手作りのおみこしが町内をねり歩き，グラウ
ンドではやぐらを中心にいろいろな出店が出ます。転出入の多い地区なので，転校・卒業
しても心に残るお祭りになることを目指しています。

日
地域と学校ウエルカム参観

手作りおみこしのねり歩き

地 域と学校が 協 働する姿をご覧ください

新潟市では，
「地域と共に歩む学校づくり」が着実に進んでいます。
○ 学校を核とした児童生徒の地域交流，地域貢献活動，地域づくり
○ 地域の教育財産（自然・文化・歴史・産業など）にふれる体験活動
○ 社会教育施設（公民館・図書館など）との協働事業
などの特色ある取組が，各学校で行われています。
今年度は小学校32校，中学校13校が「地域と学校ドリームプロジェクト支援事業」の指定を受け，地域と連携した
取組を「地域と学校ウエルカム参観日」で公開します。皆様，ぜひご参観ください。

ウエルカム参観日７月～10月上旬までの予定
開催校

実施日

参加者の範囲

東山の下小学校（東区） ７月８日（土） 中学校区内
上所小学校（中央区） ８月19日（土） 中学校区内
根岸小学校①（南区） ９月６日（水） 南区内
横越小学校（江南区） ９月12日（火） 市内全域
赤塚小学校（西区）
９月21日（木） 中学校区内
※
※
※

〈問合せ先 地域教育推進課 TEL 025-226-3277〉

開催校

実施日

参加者の範囲

豊栄南小学校
（北区） ９月24日
（日） 市内全域
桜が丘小学校（中央区） ９月27日
（水） 中学校区内
笠木小学校（西区）
９月29日
（金） 中学校区内
内野中学校（西区）
９月29日
（金） 中学校区内
根岸小学校②
（南区） 10月１日
（日） 南区内

赤塚小学校は雨天の場合，９月22日（金）に延期になります。
10月中旬以降の予定は，次回のにいがた共育通信でお知らせします。
ウエルカム参観日実施校の活動内容や活動時間は，右のＱＲコードまたは下のＵＲＬからご覧いただくことができます。
http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/f_index/gakushamin.files/29kaisainaiyou.pdf

教 育 委 員 会 情 報
市立図書館からのお知らせ
館

名

ほんぽーと中央図書館
豊栄図書館
松浜図書館
生涯学習センター図書館
亀田図書館
新津図書館
白根図書館

下記以外のイベントも計画しております。詳細については，図書館のチラシやホームページなどでご確認ください。

事業名
ほんぽーと子どもシアター
わくわく体験夏まつり
一日子ども図書館員
外国語の絵本の読み聞かせ

開催日時

対象・申し込み方法等

７月23日（日）午前10時15分～ 11時15分
７月23日（日）午前10時～午後２時
８月４日（金）午前９時～ 11時30分
８月９日（水）午前11時～ 11時40分

乳幼児から 直接会場へ
どなたでも 直接会場へ
小学４～６年生 ７月中旬から電話または窓口で
親子10組程度 直接会場へ
小学４～６年生各回４名 ７月18日（火）
体験しよう！図書館のしごと ８月８日（火）①午前９時30分～②午後１時30分～
午前10時から電話または窓口で
夏休み子ども映写会
７月27日（木），７月31日（月），８月１日（火）午前11時～12時 3 歳～小学生 直接会場へ
７月29日（土）①午前11時～②午前11時30分～
夏のスペシャルおはなし会
乳幼児・小学生・保護者 直接会場へ
③午後２時～④午後２時30分～

教育委員会定例会・臨時会の概要
３月定例会
４月定例会
５月定例会
６月定例会

新潟市教育委員会組織規則の一部改正について，新潟市いじめの防止等のための基本的な方針の改定について
平成30年度使用教科用図書採択に関する基本方針について ほか
新潟市地域と学校パートナーシップ事業 平成28年度の総括と平成29年度の取組について ほか
新潟市立小中学校児童生徒・学級数推計について ほか

ほか

