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校 長 渡 辺 安 治

朝夕の冷え込みや冷たい雨に、季節の変化を感じ

る頃となりました。五頭の山々も雪をかぶり、いよ

いよ冬の到来です。寒さに負けず、明るく元気に過

ごしたいものです。

11月28日、当校体育館において「あがの子ども未

来フォーラムin京ヶ瀬」が開催されました。京ヶ瀬

小学校の５・６年生、当校の生徒、先生方、圓山教

育委員様はじめ、保護者の皆様、総勢340名が集ま

りました。小中学校の子どもたちがお互いに学習の

成果を発表することで、大人たちも地域に愛着をも

ち京ヶ瀬地区の未来を創造する子どもたちの成長を

願う気持ちが一層強くなりました。

未来フォーラムの前半は、小学校6年生から地域探検や京ヶ瀬地区に伝わる伝説や伝統

芸能の紹介、稲作体験の報告、コスモス祭に参加した感想発表がありました。地域の大人

から教えていただいたり、すでに芸能を受け継いでいる友達から教えてもらったりした伝

説や神楽を大切に守っていくという決意が述べられました。中学生からは、総合的な学習

の時間で行った職場体験活動の発表がありました。医療機関での体験では、毎日の仕事が

社会貢献につながることや自らの将来に向けての目標や具体的な職業選択についてなど、

将来の生活に向けて、学習に一生懸命取り組むことを再確認していました。後半は、自ら

いじめを解決するためにいじめを自分の問題として考え、どう行動したらよいかという視

点で、「いじめ見逃し０スクール集会」を実施しました。「スマホを使ったいじめ」という

生徒が演じる劇を見て、いじめの解決に向けグループを作り、意見を交換しました。その

ことから、自分と向き合い、自分の考えを広げたり、深めたりすることができました。こ

のことは、3ページに概要を掲載しました。保護者や地域の皆様もいじめの解決について、

ご一緒にお考えいただきますようお願いします。

今学期は秋桜祭や合唱コンクール・70周年記念式典という大きな行事で、地域の方々か

ら大変お世話になっています。これらの準備や当日の運営などを通して、京中同窓生の皆

様や京ヶ瀬地区の皆様が旧京ヶ瀬村の頃からの京ヶ瀬中学校を大切にしている様子、母校

にお寄せくださる期待や熱い想いを強く感じております。誠にありがたいことです。

これからも京ヶ瀬中学校の発展に尽力いたしますので、皆様からご理解とご協力をお願

いたします。
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いじめ見逃し０スクール集会

スマートフォン（ＳＮＳ）を介してのいじめ ～人間関係図～

隣のクラス 同じクラス

ライン仲間（浩と仲 良しのグループ）

勉 麻美 明彦 望美 亜希子

× ラインブロック 勝 之 純 一

いじめ ・悪口・ 浩を仲間はずし

俺
（浩）

サッカー部で１年のレギュラー

ラインブロック ×
ライン仲間 （サッ カー部）

陽 介 大 輔 稔 渉

※ 学校では問題なく生活しているように見えても、スマートフォンやゲーム機によ

る通信手段でやり取りして、上図のようないじめがあり、仲間はずし、悪口、無視

など様々な問題があります。そして、これらが表面化しないことも多くあります。

これらは、今日どこの学校でもありうることです。
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全校道徳の指導計画（全6時間）

・10月24日 いじめ見逃しゼロ生徒実行委員会の開催

・11月 1日 全校道徳①

(6限) ・学級で資料を読み、まず自分で最初に誰が行動すべきかを考え、その

根拠を持ち、ワークシートに記入する。

・11月 8日 全校道徳②

（5限） ・同じ主張のグループごとに分かれて、自分たちの主張の根拠をまとめ

る。さらに、他のグループの予想される根拠と反論を考える。

・11月14日 全校道徳③

（6限） ・自分たちのグループに寄せられた主張に返す意見をまとめる。その

後、まとめたものを学級内と学年廊下に掲示する。

・11月20日 全校道徳④全校集会

（6限） ・グループごとに分かれて主張を再確認し、当日に備える。

・当日小学生を交えた集会を想定して発表練習をする。

自グループの主張と根拠、発表者とグループリーダーの確認

・11月28日 あがの子ども未来フォーラムin京ヶ瀬 (13:10～13:50)

いじめ見逃し０スクール集会 (14:05～15:55)

会 場：京ヶ瀬中学校体育館

参加者：京ヶ瀬小学校5・6年生、京ヶ瀬中学校生徒、小中職員、教育委

員、学校評議員、民生委員、保護者 合計約340名

第１部

・ いじめを考えるための生徒による劇

第２部 全校討論会（６限）

・ 解決策別グループの主張とその根拠

６年生を交えたグループ同士の討議、５年生からの意見発表

・ 質疑応答

・ 出演者の感想と振り返り

・ 全体を振り返り、自分の感想や意見を記入する。

Ⅰグループ

主張 浩が、陽介に電話して陽介・亜希子・望美を味方につけること。

根拠ア 浩に保育園からの一緒の陽介が心配して電話をかけてくれたから安心。

根拠イ 陽介に声をかけると心配してくれた亜希子や望美も味方に付けられるから。

根拠ウ 長い付き合いの3人を味方に付けることで安心できるから。

Ⅱ①グループ

主張 稔が浩に電話して謝り、サッカー部の人たちと話をしようと誘う。

根拠ア 同じサッカー部員、男同士で話しやすい。

①’グループ

主張 渉が最初に浩に電話で話する。

根拠ア 渉は浩を助けたいと言っていたから。

根拠イ 電話なら他の人にやり取りしているのがわからないから。

根拠ウ 電話で1対1の方が話しやすい。
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Ⅱ②グループ

主 張 稔・渉・大輔が最初に浩に謝りに行く。

根拠ア 3人とも浩と同じクラスで状況を分かっている。

根拠イ ラインでブロックしてしまったことを謝るべきだから。

Ⅲグループ

主 張 明彦が浩の家に行って謝る。そして、稔・大輔・渉を呼んで浩をフォローする。

根拠ア トイレでの一件があるので、浩は明彦のことを味方だと思ってくれる可能性。

根拠イ 明彦はサッカー部の3人組と仲が良いので働きかけをしやすい。

Ⅳグループ

主 張 亜希子・麻美・望美らが勝之・純一にラインで相談にのってあげる。浩には

ラインをしたり、家に行って謝り相談にのってあげたりする。

根拠ア 浩と亜希子は小学校時代から仲が良く、相談事を気兼ねなくしている。

根拠イ 亜希子たちは浩に謝ろうとしていたから。

根拠ウ 亜希子は勝之・純一とも仲が良く、一番良いラインで話ができるから。

Ⅴ①グループ

主 張 陽介が浩の心を開けるように、亜希子と望美を連れて浩に謝りに行く。

根拠ア 陽介は幼なじみで一番心を開いているから。

根拠イ 陽介は浩に話しかけたり電話したりいているから。

根拠ウ 陽介は浩に接しやすいから。

Ⅴ②グループ

主 張 陽介が稔・渉・大輔に今後のことについて話し合いを持つ。

根拠ア いじめの理由をはっきりさせ、浩の味方を増やすこと。

根拠イ 稔・渉・大輔は主犯格でないし、きちんと話し合えば味方になってくれる。

根拠ウ 味方を増やして次のステップに移ることが有効である。

Ⅵグループ

主 張 勝之が浩に自分の非を認めて、純一と一緒に謝りに行く。

根拠ア 浩が４日も休んだり、先生と話したりしていることを友だちから聞いて、や

ばいと思ったから。

Ⅶグループ

主 張 純一が浩に反省していることを伝え、学校に来やすい雰囲気をつくる。

根拠ア もともと浩と仲が良かったから。

根拠イ 浩のいじめに一番早く気づいたから。

根拠ウ いじめの中心の人がまず、反省すべきだから。

Ⅷグループ

主 張 勉がまず、勝之・純一にいじめをやめ、ラインのブロックを解除しようとい

う。次にラインのブロックを解除し浩を助けてやろうという。そして、浩の

悩みを聴いたり、慰めたりする。

根拠ア 勝之・純一は勉のいうことを聞いてくれそうだから。

根拠イ ライングループと協力することができるから。

根拠ウ 浩は行動できないし、浩自身が行動しても悪化するだけだから。
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Ⅸグループ

主 張 勝之と純一が浩に謝れるようにする。

根拠ア 浩が安心するためには形だけになっても、勝之と純一の謝罪は必要だから。

根拠イ クラスメートが浩の味方だという気持ちを伝われば、安心材料になるから。

根拠ウ 勝之と純一に行動させるためには、複数の仲間で働きかける。

京小5・6年生を交えた討論会

自分たちでいじめの問題を解決するには、「どう行動するか」を具体的に考えて、話し

合いました。グループごとに意見を発表し、質問やもっとこうすればよいという意見をも

らいました。クラスからいじめをなくすには、「クラスのみんなで動く」、「一人ぼっちで

いたら声をかける」、「その人の悪口を言わない」などの意見が出ました。また、感想とし

て「いじめられる側の気持ちをよく考える」、「いじめはやってはいけないことを改めて感

じた」などの発表があり、常に生活で気をつけなければならないことを確認しました。最

後に、京ヶ瀬小学校の児童にオレンジリボン（いじめをしない証）を贈りました。これを

胸に付けて、入学式を迎えてくれることでしょう。

生徒会役員による「いじめ劇」 小学生を交えた討論会 小学校5年生も意見を発表

全校道徳で学んだこと

私はこの活動を通して、改めていじめは見逃してはいけないとことだと感じました。実

際の活動では一人一人の考え方が違うことを学びました。話し合いの題材は一つしかない

のに、そこから出る意見はとてもたくさんありました。これからも意見が違うという理由

だけで人を決めつけず、思いやりを持って人と接していきます。 １年２組 出戸 大翔

この期間、いじめについてたくさん考えました。被害者の心の痛み、加害者がいじめを

する理由、何もできない傍観者の罪悪感など、いろいろな立場について考えました。そし

て、いじめで気分がよくなる人は誰もいないということです。自分の考えたことを全校道

徳で発表し合い、他学年の意見を聞き、いじめをなくすために考えを深めることができま

した。もし、いじめが起きたら、考えたことを思い出していじめのない学校にしたいと強

く思いました。 ２年１組 本間 鈴乃

私は全校道徳でいじめを解決することは、とても大変なことだと学びました。軽い気持

ちでやったいじめでも、だんだんとエスカレートしていき、自殺まで追い込んでしまうか

もしれません。いじめをなくすことは難しいですが、減らすことはできると思います。い

じめは人をとても苦しめること、なくすことがとても難しいことを改めて感じるよい機会

になりました。 ３年２組 原田 夢叶
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11 月の生徒の様子について
良かったこと

○「いじめをしない、させない、見逃さない」

全校生徒が真剣に全校道徳授業に参加し、小中

連携の集会では活発な意見交換がなされました。

○「学校のため、みんなのために」
朝、登校して廊下や教室の清掃をしてくれる人

がいます。ごみが落ちているとさっと拾ってごみ

箱に入れてくれる人がいます。いつもありがとう。

温かい心遣いが伝わってきます。

残念だったこと
△相手のことを考えないで嫌なことを言った。

（指導済み）

△ネットを介して小学生に嫌な書き込みをして怖が

らせる。 （指導済み）

△廊下から女子が着替えている教室にノックし、い

たずらしていた。 （指導済み）

重点期が変わりました。

いじめ見逃し０重点期の生活目標

「絆 深めて あったか京中」

・ 3 期テストを意識し、集中して学習に取組もう

・ 2 学期を反省し、充実した冬休みになるよう

生活設計を立てよう

お子様と下校時間の事前確認をお願いします

バスでの登下校が始まりました。
バスで登下校する生徒を対象に以下の点を指導し

ました。なお、市教委からの文書も配布いたしま

したので、ご確認ください。

・「挨拶・利用マナー向上の継続」

・バスで登下校する生徒は部活動の朝練習に

参加せず、バスで登下校すること。

・バス乗降に関わらず、防寒着を着ること。

AMBITION 生徒指導部より

生徒指導主事 齋藤 佑

ちょっくら京中！

「ようこそ先輩！」
～ミニ講演会のお知らせ～

第１回 平成 29 年 12 月 13 日（水）

講師：原 市男 様

「民謡日本一の歌声を中学生に」

第２回 平成 29 年 12 月 21 日（木）

講師：荻野 宏平 様（緑岡駐在所長）

「命の大切さを考える」

時間：両日 8：15 ～ 8：35

会場：京ヶ瀬中学校体育館

「先輩、ありがとう！」

素敵なプレゼントをいただきました
卒業生の酒井優香さん（新発田農業高校 2年生）か

ら高校で栽培した立派な白いシクラメンをいただきま

した。職員玄関に飾り、来校者にも披露しています。

ありがとうございました。

「セトモノとセトモノ」

4

「やわらかな心を」

やわらかい心には感受性があります。だから

小さな幸せでも感じることができるのではない

でしょうか。そして、しなやかな心は、しなや

かだからこそ、ちょっとしたことは軽く受け流

すことができるのではないでしょうか。

やわらかな心には受け入れようとする受容性

があります。だから、相手の全てを受け入れる

ことができる。だからぶつからなくて済む。

やわらかい心には成長があります。だから人

生をいい経験として成長していけます。

私自身、セトモノの心だと思います。ですか

ら割れないようにやわらかい心をもち、木の芽

のようにしなやかな心に自分からしたいもので

す。

木の芽がのびるのは、やわらかいから。

かすかな風にも、竹がそよぐのは、たけ

がやわらかいから。

セトモノとセトモノがぶつかりっこす

るとすぐこわれちゃう。どっちかが柔ら

かければ大丈夫。柔らかい心を持ちまし

ょう。 あいだ みつを


