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日置市立伊集院中学校 



日置市立伊集院中学校 今年の干支は 

込められた願いとは？ 



日置去年の市立伊集院中学校 

はじまり 

いち 

おわり 

しゅうりょう 



日置市立伊集院中学校 

はじまり おわり 

１ 何をするのか 
２ どうなりたいか  
３ そのためにどうするか 
 ※ 「見通し」を立てる 
  ※ 自分で考える 

「振り返る」 
・ 何が分かったか 
・ これからどうするか 
 ※ 自分で考える 



日置市立伊集院中学校 

 はじまり と 

       おわり を意識   

 「子年」のこの一年 
  すべてにおいて 
   



日置市立伊集院中学校 今年の干支は 

十二支の 
  ２番目の年 



日置市立伊集院中学校 

 昔、神様が元旦に挨拶に来た１２番目まで

の動物を順番に、一年間その年のリーダー

にしよう、というお触れを出します。 

 

牛は自分が歩くのが遅いことを知っていたの

で誰よりも早く、前の晩のまだ暗いうちに出

発するのですが、 



日置市立伊集院中学校 

 牛の背中に乗ってやってきたねず

みが神様の御殿の門が開いたとた

んに飛び降り１番に。残念ながら牛

は2番となり、干支の順番は２番目

になりました。 



日置市立伊集院中学校 



日置市立伊集院中学校 今年の干支は 

込められた願いとは？ 



日置市立伊集院中学校 
昨年の子年は 
１番目の年とは どんな年？ 

〇 新しい運気のサイクルの始まり 

〇 種子が成長に向かって膨らみ始める時期 

〇 未来への大いなる可能性を感じさせてくれる年 

のはずでしたが・・・ 
 コロナ禍で我慢の年でした。 



日置市立伊集院中学校 今年の干支は 
十二支の ２番目の年 

    子年に蒔いた種が芽を出して成長する時期 
   結果につながる道をコツコツと作っていく基礎を積み上げて

いく時期 

   丑の年は、黙々と目の前の自分のやるべきことをこなすことが

結果を「結ぶ」「つなぐ」、そして将来の成功につながる 

今年もコロナ禍は続きます！ 
だからこそ耐え忍び、工夫する年！ 



日置市立伊集院中学校 今年の干支は 
  牛は昔から食料としてだけでなく、農作業や物を運ぶときの労働力として、

人間の生活に欠かせない動物でした。 

 勤勉によく働く姿が「誠実さ」を象徴し、身近にいる縁起の良い動物

として十二支に加えられたようです。 

「ひも」という漢字 
に使われている。 

 「むすぶ」や「つかむ」と
いう願いが込められてい
ます。 



稲盛和夫さん（京セラ創業者） 

今年は「成功の方程式」に挑戦 

「人生や仕事の成功」 ＝ 

   「能力」×「熱意」×「考え方」 

どれか一つでも「０(ｾﾞﾛ)」だと 

   結果は＝「０」となる。 

今年は、特に 「考え方」 を「前向き」に 

 あきらめない「熱意」をもって、 

  能力を高められるよう努力しましょう！ 



３学期の合い言葉 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄプラス 

春に向け（次の学年） 

種をまく 



３学期の合い言葉 

大きな花（満足） 

を 
咲かせるために 



３学期の合い言葉 

そのために 
必要な種とは 
どんな種？ 



この冬休みに 

 一年を振り返り 
どんな種が必要か 

考えてきましたか 



３学期は 

０学期 

種をまく 

大切な時期 



そして、今日から 

   コロナ禍だからこそ 

あたりまえのことを、 
 コツコツと 
 努力を惜しまず 
  続ける！ 
  誠実・素直 （美しき魂） 



３学期のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

１００％の達成率 

なぜ？      

 あたりまえ 
   のことだから 



２学期の結果 

１年：－２３％ ２年：－３２．１％ ３年：－２４．３％ 

７０％ ６９％ ７３％ 



３学期のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 
あたりまえのこととは？ 
〇 時を守る･･･登校、授業開始 

〇 場を清める･･･掃除、空気を読む 

〇 礼を正す･･･あいさつ、身なり 



令和３年のスローガン 

Ａ：あたりまえのことを  

 Ｂ：ばかにせず 

  Ｃ：ちゃんと 

   Ｄ：できる人になる。 

+大人になっても 



日置市立伊集院中学校 

令和３年１月８日 ３学期始業式 

１ コロナ禍は続く、だからこそ 
  「目の前ことをコツコツと」⇒成功へ 
 
２「成功の方程式」に挑戦 
   「能力」×「熱意」×「考え方」  
 
３ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ + 大人になっても 
   



日置市立伊集院中学校

令和２年１２月２４日 ２学期末の終業式



１ 振り返り

校訓「美しき魂」

・人は生まれながらに真の心をもつ
・真の心とは、正しく、直く、潔いもの
・人は時に、醜き情がわき、名誉、利欲
が欲しくなって・・・

人としてあるまじき行いをしてしまう！



１ 振り返り

校訓「美しき魂」

それに気付いたら、
すぐに（振り返り）

元の姿に立ち返れ！



１ 振り返り

更

人は誰しも間違いを起こす

元の姿に立ち返る！

更によく生きる

生＋ 甦る
よみがえる





今年
まいた「種」は、

芽が出て、葉が出て、
つぼみなり、花が咲き、
実（身）になりましたか？

来年に向けての
「新たな種」とは



重点目標

正解のない問いに挑戦！

自分なりの答えを出すことに「も
がき苦しむ」中で、他の人と語り合
いながら「信じて進むべき道」を見
付け、その道を「自らの責任」で歩
んでいく正解のない問いに挑戦！



こんな時は！

何をやってもうまくいかない
時は、停滞ではなく変化の時

ただ今成長中！



こんな時は！

「どーせ無理」という
思いが出てきたら

だったら
こうしてみたら



こんな時は！

あきらめる理由をさがす

続ける理由をさがす。

無理⇒無理でない方法

だったらこうしてみよう！



コロナで無理！
でも「こんな時」こそ！

１ 前期生徒総会（生徒の３密を避ける）



コロナで無理！
でも「こんな時」こそ！

２ 体育大会（保護者の３密を避ける）



コロナで無理！
でも「こんな時」こそ！

３ 地域貢献（学校の中で できること）



これから先も 「どーせ無理」を

できる方法を見付ける！

「だったらこうしてみよう！」に

毎年２月に実施する「入学説明会」
親子で３５０人 「密」、３年生入試も近い！

さあ どうしましょう？
「どーせ無理？」「中止ですか？」



これから先も 「どーせ無理」を

できる方法を
見付けさせ、今、
まさに動いています！

「だったらこうしてみよう！」に

新生徒会！頑張れ！
自分たちの力で「一心創伊」



校長先生が
一番大切にしていること

「思いをめぐらす」こと

今学期、辛い思いをさ
せてしまった子に・・・

ごめんなさい！



計２２件のいじめを認知

〇 １年・・・・１２件
〇 ２年・・・・ ４件
〇 ３年・・・・ ６件
※昨年の２学期３３件



※ ４回連続の認知（いやな思い）

をした人が１人

どうか 思いをめぐらせてください。



心配なことがあります。
３ 嫌な思いをした場合の対応（いじめられたら自分
はどうする？）

ア 誰にも相談できず、どう
してよいかわからない。

イ 誰にも相談しないで、自分
分で解決していこうと思う。

ウ 相談できる人や、一緒に
考えてくれる人がいるので、
何とかなると思う。

エ 何とも思わない。 気にしない。

※ 誰でもいいです。相談機関でも
よいので、とにかく話してください。

１８人



校長先生が
一番大切にしていること

「思いをめぐらす」こと

今学期、辛い思いをさ
せてしまった子に・・・

ごめんなさい！



命の使い方



３学期の合い言葉

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄプラス

春に向け（次の学年）

種をまく



３学期の合い言葉

大きな花（満足）

を
咲かせるために



３学期の合い言葉

そのために
必要な種とは
どんな種？



この冬休み

一年を振り返り
どんな種が必要か

考えましょう



３学期は

０学期
種をまく
大切な時期



誰？

犠牲なき献身こそ真の奉仕

命

新型コロナウイルス感染症に苦しんだ一年！
でも一番「辛く苦しい思いをしているのは？」

ナイチンゲール」

思いをめぐらせてください。
感染症にかかってしまった患者さんやその家族、そして

今、献身的に看護している「医療関係者」です。



今年はコロナウイルス
感染症により多くの
人の「命」や「健康」
が奪われました。
事故・災害もありました。



かけがえのない
尊い命

一瞬にして消えて
なくなる
儚い命



「ありがたい」
と思い

「ありがとう」
と伝える



この命に
「ありがとう」

「命のうた」



来年こそ、

コロナウイルス感
染症が終息し、

穏やかな日々が
戻りますように



ここにある尊い命
５０７人の命に
ありがとう
よい年を

お迎えください。



日置市立伊集院中学校

令和２年 ２学期始業式



始業式の言葉

１ 今学期の重点目標

２ こんな時は
こう考えてみたら



重点目標

正解のない問いに挑戦！

自分なりの答えを出すことに「も
がき苦しむ」中で、他の人と語り合
いながら「信じて進むべき道」を見
付け、その道を「自らの責任」で歩
んでいく正解のない問いに挑戦！



こんな時は！

何をやってもうまくいかない
時は、停滞ではなく変化の時

ただ今成長中！



こんな時は！

「どーせ無理」という
思いが出てきたら

だったら
こうしてみたら



こんな時は！

あきらめる理由をさがす

続ける理由をさがす。

無理⇒無理でない方法

だったらこうしてみよう！





命の使い方



一人一人が元気で
笑顔が多い、
２学期でありますように



おしまい

令和２年９月１日（火）
残暑がきびしい

２学期のはじまりの日



日置市立伊集院中学校

令和２年 １学期終業式



校長先生としての責任

５０５命の

体と心
守り抜く



人は生まれながらにして、正しく、
直く、潔き真の心を具えている者な
り。此の真の心を常に失わず、偽ら
わず、真の心をもちすべてのことに
あたるを人の真の道という。されど、
人は時に醜き情わきて名誉、利欲を
欲し、人ととしてあるまじき行いを
なすことあり。この時、直ぐ潔きも
との姿にたちかえり、いつも春山に
今を盛りと美しく咲くたる桜の朝日
に照り輝くが如き”美（うるわ）し
き魂”になることこそ、誠の学問に
ほかならぬ。

～ 有馬新七先生「時体考」より ～



学校教育目標の意識化

思いをめぐらし、
自ら考え、判断し
他者と協働できる
たくましい生徒の育成



〇 令和２年度



終業式の言葉

１ いじめの認知について！
※ 全て対応しました。(報告）

２ 命を喜ばせる生き方とは
※ 命の授業を振り返る！



アンケート結果

この学年になってから（４月）から７月までに、いじめを受け
たと感じた人（いじめの訴えの件数）

全校生徒の中で、４８人が訴えています。

学級担任が、すべての生徒から聞き取りを
行い、本人と相談しながら対応しました。

アンケートの回答は、全て校
長室に保管してあります。



① 悪口やおどし
② 暴力（叩く、蹴る）
③ 仲間はずれ、無視
金品を隠す、盗まれる

いじめの態様

〇 あだなで呼ばれたり、からかいで名前を呼ばれ
たりする。
〇 肩を強く叩いてくる。（肩パン）
〇 自分だけ冷たくされる。無視されたりした。
〇 物がなくなった。隠された。 等



計５６件のいじめを認知

〇 １年・・・・32件28人
〇 ２年・・・・12件11人
〇 ３年・・・・12件9人

※昨年の1学期37件48人



※ ２回連続の認知（いやな思い）

をした人が８人
〇 １年・・・・３２件（4人）
〇 ２年・・・・１２件（1人）
〇 ３年・・・・１２件（3人）

どうか 思いをめぐらせてください。



心配なことがあります。
３ 嫌な思いをした場合の対応（いじめられたら自分
はどうする？）

ア 誰にも相談できず、どう
してよいかわからない。

イ 誰にも相談しないで、自分
分で解決していこうと思う。

ウ 相談できる人や、一緒に
考えてくれる人がいるので、
何とかなると思う。

エ 何とも思わない。 気にしない。

※ 誰でもいいです。相談機関でも
よいので、とにかく話してください。

4%
8%

74%

14%

９ 悩んだらどうする。

一人悩む

自分で解決

友達に相談

何とも思わない



グループＬＩＮＥによるトラブル

〇 本人自身によるトラブル
〇 本人に許可無く勝手に掲載

タイムＬＩＮＥのＵＰによるトラブル
ＴｉｋＴｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍによるトラブル





命の使い方とは・・・



命の使い方



命の使い方

出会いは「宝」 一期一会

幸せに生きるとは、自分の命も
周りの人の命も「喜ばせてあげること」



元気な姿、
たくましい姿、
そして、満足した姿で

会えることを
楽しみしています。



おしまい

令和２年７月３０日（木）
一番長かった「暑い暑い」１学期の最後の日

校長先生のさらに“熱い”お話



日置市立伊集院中学校

令和２年１月８日 ３学期始業式



日置市立伊集院中学校



日置市立伊集院中学校今年の干支は

漢字の意味！



日置市立伊集院中学校

はじまり

いち

おわり

しゅうりょう



日置市立伊集院中学校

はじまり おわり

１ 何をするのか
２ どうなりたいか
３ そのためにどうするか
※ 「見通し」を立てる
※ 自分で考える

「振り返る」
・ 何が分かったか
・ これからどうするか
※ 自分で考える



日置市立伊集院中学校

はじまり と

おわり を意識

「子年」のこの一年
すべてにおいて



日置市立伊集院中学校今年の干支は

十二支のはじまり



日置市立伊集院中学校今年の干支は
十二支のはじまり

〇 新しい運気のサイクルの始まり

〇 種子が成長に向かって膨ら
み始める時期
〇 未来への大いなる可能性を感じさ
せてくれる年

種と言えば・・・・・



３学期の合い言葉

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄプラス

春に向け（次の学年）

種をまく



３学期の合い言葉

大きな花（満足）

を
咲かせるために



３学期の合い言葉

そのために
必要な種とは
どんな種？



この冬休みに

一年を振り返り
どんな種が必要か

考えてきましたか



３学期は

０学期

種をまく

大切な時期



さぁ、今日から

夢・目標を達成す
るための

種をまきましょう



令和２年のスローガン

夢や目標という種をまき

努力という水をやり

愛（励まし）とい肥料を与え

満足という大きな

花を咲かせる



３学期の行動目標

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

あたりまえのことを

ばかにせず

ちゃんと

できる人になる



２学期の結果



３学期のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

１００％の達成率

なぜ？

あたりまえ
のことだから



３学期のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
あたりまえのこととは？
〇 時を守る･･･登校、授業開始

〇 場を清める･･･掃除、空気を読む

〇 礼を正す･･･あいさつ、身なり



美しき魂

旧スローガン

美魂（うるたま）検定（次回2月)

新スローガン



日置市立伊集院中学校

令和２年１月８日 ３学期始業式

１ 「はじまり」 と 「おわり」が大切
２ 「種」をまく
３ あたりまえのことを、ばかにせず、

ちゃんとできる。



日置市立伊集院中学校

令和元年１２月２４日 ２学期末の終業式



２学期の行動目標は？

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

あたりまえのことを

ばかにせず

ちゃんと

できる人になる



２学期の行動目標は？

できたのか？



１ スローガン

１０％



２ 学校教育目標
「夢や目標をもち 未来を切り拓く
心豊かで たくましい生徒の育成」

３％



２ 学校教育目標
「夢や目標をもち 未来を切り拓く
心豊かで たくましい生徒の育成」

５％



２ 学校教育目標
「夢や目標をもち 未来を切り拓く
心豊かで たくましい生徒の育成」

１％



２ 学校教育目標
「夢や目標をもち 未来を切り拓く
心豊かで たくましい生徒の育成」

８％



３ 目指す生徒像

１％



３ 目指す生徒像

２％



３ 目指す生徒像

２％



３ 目指す生徒像

１％



アンケート結果

この学年になってから９月から１１月末までに、いじめを受け
たと感じた人（いじめの訴えの件数）

全校生徒の中で３３人が訴えています。

学級担任が、すべての生徒から聞き取りを
行い、本人と相談しながら対応しました。

アンケートの回答は、全て校
長室に保管してあります。



① 悪口やおどし
② 仲間はずれ、無視
③ ものかくし
④ たたく ⑤ ネット悪口

いじめの態様

〇 あだなで呼ばれたり、からかいで名前を呼ばれ
たりする。
〇 足をけられたり
〇 自分だけ冷たくされる。無視されたりした。
〇 物がなくなった。隠された。 等



計３３件のいじめを認知

〇 １年・・・・１６件
〇 ２年・・・・１１件
〇 ３年・・・・ ６件
※昨年の２学期４３件



※ ４回連続の認知（いやな思い）

をした人が２人
※ ２学期２回連続

をした人が５人
どうか 思いをめぐらせてください。



心配なことがあります。
３ 嫌な思いをした場合の対応（いじめられたら自分
はどうする？）

ア 誰にも相談できず、どう
してよいかわからない。

イ 誰にも相談しないで、自分
分で解決していこうと思う。

ウ 相談できる人や、一緒に
考えてくれる人がいるので、
何とかなると思う。

エ 何とも思わない。 気にしない。

※ 誰でもいいです。相談機関でも
よいので、とにかく話してください。





グループＬＩＮＥによるトラブル

〇 本人自身によるトラブル
〇 本人に許可無く勝手に掲載

タイムＬＩＮＥのＵＰによるトラブル



１級合格者 なし
２級合格者 ８人



美しき魂

スローガン



学校目標



めざす生徒像



校歌



第２回目検定試験

来る
令和２年２月
に実施予定



３学期の合い言葉

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄプラス

春に向け（次の学年）

種をまく



３学期の合い言葉

大きな花（満足）

を
咲かせるために



３学期の合い言葉

そのために
必要な種とは
どんな種？



この冬休み

一年を振り返り
どんな種が必要か

考えましょう



３学期は

０学期
種をまく
大切な時期



次に

今年は災害の
多い年でした。

台風、水害、
事件や事故
多い年でした。



かけがえのない
尊い命

一瞬にして消えて
なくなる
儚い命



かけがえのない
尊い命

一瞬にして消えて
なくなる
儚い命



「ありがたい」
と思い

「ありがとう」
と伝える



この命に
「ありがとう」

「命のうた」



この命に
ありがとう
家族そろって
よい年を

お迎えください。



日置市立伊集院中学校

令和元年 １学期終業式



１ スローガン



２ 学校教育目標
「夢や目標をもち 未来を切り拓く
心豊かで たくましい生徒の育成」



２ 学校教育目標
「夢や目標をもち 未来を切り拓く
心豊かで たくましい生徒の育成」



２ 学校教育目標
「夢や目標をもち 未来を切り拓く
心豊かで たくましい生徒の育成」



２ 学校教育目標
「夢や目標をもち 未来を切り拓く
心豊かで たくましい生徒の育成」



３ 目指す生徒像



３ 目指す生徒像



３ 目指す生徒像



３ 目指す生徒像



明日の終業式の言葉

１ いじめの認知について！
※ 全て対応しました。(報告）

２ 命を大切に！

３ １学期を振り返り、
２学期に向けて（合い言葉）
「Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ」を目指すこと！



アンケート結果

この学年になってから（４月）から月６末までに、いじめを受
けたと感じた人（いじめの訴えの件数）

全校生徒の中で、３７人が訴えています。

学級担任が、すべての生徒から聞き取りを
行い、本人と相談しながら対応しました。

アンケートの回答は、全て校
長室に保管してあります。



① 悪口やおどし
② 叩く、蹴る
③ 仲間はずれ、無視
④ 金品を隠す、盗まれる

いじめの態様

〇 あだなで呼ばれたり、からかいで名前を呼ばれ
たりする。
〇 肩を強く叩いてくる。（肩パン）
〇 自分だけ冷たくされる。無視されたりした。
〇 物がなくなった。隠された。 等



計３７件のいじめを認知

〇 １年・・・・１６件
〇 ２年・・・・１５件
〇 ３年・・・・ ６件
※昨年の1学期４８件



※ ２回連続の認知（いやな思い）

をした人が６人
〇 １年・・・・１６件（３人）
〇 ２年・・・・１５件（３人）
〇 ３年・・・・ ６件（ － ）

どうか 思いをめぐらせてください。



心配なことがあります。
３ 嫌な思いをした場合の対応（いじめられたら自分
はどうする？）

ア 誰にも相談できず、どう
してよいかわからない。

イ 誰にも相談しないで、自分
分で解決していこうと思う。

ウ 相談できる人や、一緒に
考えてくれる人がいるので、
何とかなると思う。

エ 何とも思わない。 気にしない。

※ 誰でもいいです。相談機関でも
よいので、とにかく話してください。

5%
9%

72%

14%



グループＬＩＮＥによるトラブル

〇 本人自身によるトラブル
〇 本人に許可無く勝手に掲載

タイムＬＩＮＥのＵＰによるトラブル



２学期の合い言葉
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

あたりまえのことを

ばかにしないで

ちゃんと

できる人になれ



かごしま子供ＳＮＳ 窓口相談 通報



皆さんの悩み相談やいじめの目撃情報などを

LINEやWebからチャット形式で相談したり、

学校へ連絡できる窓口を開設しました。

「かごしま子供ＳＮＳ相談・通報窓口」とは



学校生活での悩み、進学や恋愛、家庭のことなど、

誰かに言えない悩みはありませんか？

自分がいじめられていて苦しい思いをしていませんか？

いじめられていて心配な友達・クラスメイトはいませんか？

この窓口ではそんな悩みを「匿名（名前を名乗らないこと）」

で相談したり、学校へ連絡したりすることができます。

「かごしま子供ＳＮＳ相談・通報窓口」でできること



チャット形式で悩みを匿名で相談をすることが出来ます。

相談の秘密は必ず守ります。安心して気軽に相談してください。

その子のことをうらやまし
く思っているのかな？

相談

同じクラスになんでもでき
る子がいてすぐ自分と比べ
てしまいます。

SNS相談窓口

「かごしま子供ＳＮＳ相談・通報窓口」でできること



いじめに関する情報などを学校に知らせることが出来ます。

自分のことだけでなく、友達のことも連絡できます。

預かったSOSはすべて学校へ届けます。もちろん匿名です。
通報

担任の先生から○○さんに
様子を聞いてみよう。

◯◯さんがいつもお昼ごは
んを1人で食べていて心配
だ‥

SNS通報窓口

「かごしま子供ＳＮＳ相談・通報窓口」でできること

※この窓口の「通報」とは警察への110番のようなものではなく、「学校への連絡」です。



「かごしま子供ＳＮＳ相談・通報窓口」の受付期間/時間

SNS相談

相談受付期間：7月18日～9月11日

相談受付時間：17時～21時

SNS通報

通報受付期間：7月18日～9月11日

通報受付時間：24時間

SNS通報は返事が返ってきません。
返事が欲しい場合はSNS相談を利
用してください。

7月20日～9月1日は15時～21時
で受け付けます。



上のQRコードを読み取って

「かごしま子供ＳＮＳ相談・通報窓口」

を友だち登録してください。

LINEで登録

LINEでの登録・利用方法



LINEを使っていない人やスマホを持っていない人で

も、パソコンやタブレット端末などからも利用可能で

す。上のQRコードを読み込むか、URLを入力して

アクセスしてください。そして、Webページをお気に

入りやホーム画面に登録してください。

Webで登録

Webでの登録・利用方法



相談・通報の流れ

LINE画面 Web画面

具体的な悩みに

ついて、文字を

入力

はじめてアクセスしたときに、性別・学校・学年の質問に回答します（２回目以降は質問し

ません）。メニューの「相談する」「学校に知らせる」「電話窓口を表示する」から、希望

のボタンをタップして進めていきます。

スクショな

どの画像

も送れる

メニュー



● 匿名で相談できます。相談の秘密は必ず守りますので、安心して相談してく

ださい。

● あなたの希望や同意が無い限り、相談内容やあなたの情報を誰かに伝えたり、

外部に公開したり、することはありません。

● ただ、あなたの身体や命に危険があると判断した時は、関係機関と連携して、

あなたの安全を確かめる場合があります。

相談の秘密について



注意項

● 相談が集中した場合など、相談員が他の人と相談中で、あなたの相談に対応

できない場合があります。

その場合は、しばらくしてからもう一度メッセージを送ってください。

● 一回の相談は一時間を目安にしています。

途中で相談を離れる場合はそのことをお知らせください。

相談を利用する時のお願い



注意事項

● 15分以上お返事がない場合は、相談を終了させていただく場合があります。

● 以下のような場合は、対応できないことがあります。

・違う人になりすますなど、嘘や事実と異なる内容

・いじめなどの悩みや相談・通報とは関係のない内容

・スタンプの連打など、いたずらと判断されるもの

相談を利用する時のお願い



悩みを誰かに相談することは、決して恥ずかしいことではありません。

相談することで、気分が楽になったり、自分なりに考えを整理することや、今ま

でと違った方法を見つけることができます。

あなたの悩みを聴いて、どうするのがあなたにとって一番良いのか、一緒に考え

ますので、気軽に相談してください。

※ 相談員は、臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士・心理カウンセラー

福祉職経験者など、性別や年代もさまざまです。

相談窓口より



いじめを見たけど、先生に相談すると、次にいじめられるかもしれない恐怖感

から、言えない。そんな人も多いと思います。

このかごしま子供ＳＮＳ相談・通報窓口では、連絡者の秘密は必ず守ります。

あなたの希望があれば、加害者や被害者には内容を伝えないようにすることも

できますので、安心して窓口を利用してください。

実際に、窓口に寄せられた通報でいじめや嫌がらせなどの早期発見・対応に至っ

たこともありました。

皆さんの通報がいじめ早期発見・解決につながります。気になることがあれば、

どんな些細なことでも構いませんので、いつでも連絡してください。

通報窓口より



かごしま子供ＳＮＳ相談・通報窓口では、皆さんからの相談と連絡をお

待ちしています。

人に言えないつらいことや苦しいことを誰かに聞いて欲しいけど、面と

向かって人には言えない時や、学校に心配な人がいて助けてあげたいけ

ど、自分から直接学校の先生には伝えにくい時など、どんな些細なこと

でもいいので、かごしま子供ＳＮＳ相談・通報窓口をぜひ活用してくだ

さい。

最後に



あけまして
おめでとう



記憶に残る年

年号が平成から

？？？？に

なぜ？



時代が変わる

自分も変わる

だからこそ

記憶に残る忘れない年に



今年のスローガン

とにかく「動く」

動く！

チェンジ



今年のスローガン

言うて聴かせて
してみせて

させてみる



そうでなければ

人は動かじ
（人は動かない）



自分が

してみせて

動いてもらいたい人に

だれが？誰に？



自分が

言うて聴かせて

動いてもらいたい人に

だれが？誰に？



自分が

させてみる

動いてもらいたい人に

だれが？誰に？



そうでなければ

人は動いてくれない

自分から進んで



例えば

言葉だけの指導では

後輩はついてこない。

部活動



例えば

注意・支持している

自分がしっかり

できているのか。

係活動



そうでなければ

人は動かじ
生徒、友達、後輩、保護
者、地域の人など

自分が動いてもらいたい人



してみせて、
言うて聴かせて、
させてみる、

そうでなければ、
人は動かじ



まず、
自分自身が
動く、

とにかく動く！



今年のスローガン

とにかく「動く」

動く！

自分も人もチェンジ



今年の目標

〇生き抜く力の育成

〇安心・安全な学校

美しき魂の育成



今年の目標

〇 今年一年の
美しき魂とは

美しき魂の育成

自分で行動目標を立てる



今年の目標
〇安心・安全な学校
〇 いじめのない学校

思いやりがある人に

〇 事故・怪我がない学校
危険予知“危ないかも”

と感じる人に



今年の目標
〇生き抜く力の育成

〇 知力････わかる、できる
〇 体力（耐力）･･･頑張り抜く
〇 徳力（心力）
※ 思いをめぐらす



新学期の目標
平成最後の年

チャンス・チャレンジ・チェンジ



日置市立伊集院中学校



いじめ防止のため９月の第１週に
いじめ問題を考える週間を実施

給食時間の放送を利用し、
絵本の朗読を行いました。



もしも 話す言葉が 目
に見えたらどんな形をして
いるだろう。たとえば、だ
れかを傷つけることばが、
針の形をしているとしたら
どうだろうはなすたびに、
とがった針が、口から発
射されて、相手の刺さる
のが見えるとしたら・・・続
きは、図書室にあるこの
本を読んでほしいと願い
ます。



全校生徒対象「いじめ実態調査」
アンケートの実施（１１月末）

その実態は



アンケート結果

２学期になってから１１月末までに、いじめを受けたと感じた
人（いじめの訴えの件数）

〇 １年生 ・・・２５人（男１４人、女子１１人）
〇 ２年生 ・・・ ８人（男 ５人、女子３人）
〇 ３年生 ・・・１０人（男 ５人、女子５人）

全校生徒の中で、４３人が訴えている。

学級担任が、すべての生徒から聞き取りを
行い、本人と相談しながら対応しました。

アンケートの回答は、全て校長室に保管してあります。



① 悪口やおどし
② 叩く、蹴る
③ ひどく叩く、蹴る
④ 仲間はずれ、無視

いじめの態様

〇 あだなで呼ばれたり、からかいで名前を呼ばれ
たりする。
〇 肩を強く叩いてくる。（肩パン）
〇 自分だけ冷たくされる。無視されたりした。
〇 物がなくなった。隠された。 等



アンケート結果

〇 ２学期にいじめに関わった（実人数） ・・・３９人
〇 ２学期にいじめに関わった（延べ人数） ・・・５４人

※ １人で５人の人に嫌な思いをさせている人もいました。

〇 １・２学期ともにいじめに関わった人・・・１２人
〇 同じ人に嫌な思いをさせた人 ・・・・・・・ ４人

全校生徒の中で、４３人が訴えている中で

学級担任が、すべての生徒から聞き取りを
行い、本人と相談しながら対応しました。

アンケートの回答は、全て校長室に保管してあります。

数字には見えない大きな問題！



心配なことがあります。
３ いじめ被害を受けた場合の対応（いじめられたら
自分はどうする？）

ア 誰にも相談できず、どう
してよいかわからない。

イ 誰にも相談しないで、自分
分で解決していこうと思う。

ウ 相談できる人や、一緒に
考えてくれる人がいるので、
何とかなると思う。

エ 何とも思わない。 気にしない。

※ 誰にも相談出来ない生徒を
しっかりとつかむことが大切



※１

※２

※３始業式
連休明け



心の叫びに気付いてあげるには？

どうしよう・・・・
つらい・・くるしい・・・

かけがえのない尊い命を守りましょう

消えてしましたい！



日置市立伊集院中学校



かけがえのない尊い命を守るために

１ 「事故や怪我」から身を守る

〇 安全指導（自転車の乗り方等） ５／１６
〇 熱中症対策（心肺蘇生：ＡＥＤの使い方） ６／１
〇 避難訓練（大阪府北部地震の週に実施） ６／２２
※ 通学路の再点検（自ら危険箇所を今一度再確認）
〇 薬物乱用防止教室（１年生対象） ７／２
〇 ケイタイ・スマホ安全教室 ７／１４

２ 「いじめ」や対人トラブルから心を身を守る
〇 全校生徒対象「いじめ実態調査」アンケートの実施（５月末）

その実態は
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アンケート結果

この学年になってから（４月）から５月末までに、いじめを受
けたと感じた人（いじめの訴えの件数）

全校生徒の中で、４８人が訴えています。

学級担任が、すべての生徒から聞き取りを
行い、本人と相談しながら対応しました。

アンケートの回答は、全て校
長室に保管してあります。



① 悪口やおどし
② 叩く、蹴る
③ 仲間はずれ、無視
④ 金品を隠す、盗まれる

いじめの態様

〇 あだなで呼ばれたり、からかいで名前を呼ばれ
たりする。
〇 肩を強く叩いてくる。（肩パン）
〇 自分だけ冷たくされる。無視されたりした。
〇 物がなくなった。隠された。 等









問１：下の○○○○に入る
漢字四文字を考えてみましょう！

不機嫌は立派な
○○○○だ

ということを、忘れな
いでいましょう。

環境破壊



問：何かの競走に参加したとしたら、
一位になりたいですか？それとも
最下位になりたいですか。

問：もし最下位になってしまったとし
たらどんな気持ちになりますか。



問２：この言葉に納得できますか。

１位と最下位との差
なんて大したことねー
んだよ！
※これは『宇宙兄弟』という漫画の主人
公、南波六太の言葉の一部です。





ゴールすることとしない
ことの差にくらべりゃ

この言葉のあとに、こう続きます！



心配なことがあります。
３ いじめ被害を受けた場合の対応（いじめられたら
自分はどうする？）

ア 誰にも相談できず、どう
してよいかわからない。

イ 誰にも相談しないで、自分
分で解決していこうと思う。

ウ 相談できる人や、一緒に
考えてくれる人がいるので、
何とかなると思う。

エ 何とも思わない。 気にしない。

※ 誰にも相談出来ない生徒を
しっかりとつかむことが大切



グループＬＩＮＥによるトラブル

〇 本人自身によるトラブル
〇 本人に許可無く勝手に掲載

タイムＬＩＮＥのＵＰによるトラブル



※１

※２

※３始業式
連休明け





心の叫びに気付いてあげるには？

どうしよう・・・・
つらい・・くるしい・・・

かけがえのない尊い命を守りましょう

消えてしましたい！



日置市立伊集院中学校

令和２年 ２学期始業式



始業式の言葉

１ 今学期の重点目標

２ こんな時は
こう考えてみたら



重点目標

正解のない問いに挑戦！

自分なりの答えを出すことに「も
がき苦しむ」中で、他の人と語り合
いながら「信じて進むべき道」を見
付け、その道を「自らの責任」で歩
んでいく正解のない問いに挑戦！



こんな時は！

何をやってもうまくいかない
時は、停滞ではなく変化の時

ただ今成長中！



こんな時は！

「どーせ無理」という
思いが出てきたら

だったら
こうしてみたら



こんな時は！

あきらめる理由をさがす

続ける理由をさがす。

無理⇒無理でない方法

だったらこうしてみよう！





命の使い方



一人一人が元気で
笑顔が多い、
２学期でありますように



おしまい

令和２年９月１日（火）
残暑がきびしい

２学期のはじまりの日


