
五中だより 鳳

２学期も、残り１週間となりました・・・
今週は、例年より早い降雪・大寒波に驚かされました。

雪かきをしながら、２月の大雪を思い出した皆さんも多かった
のではないでしょうか。地球が壊れかかっているのではないか、
子どもたちの20年・30年後は・・・、と心配になってしまい
ます。
五中では、毎朝登校した生徒たちが、一生懸命に雪かきをし

てくれています、本当に助かっています。そして今日は、現３
年生の生徒会最後の「生徒総会」が行われ、２年生新生徒会の
役員さんに委員会のファイルが手渡されました。
インフルエンザが、五中でも流行始めてきました。残り１週

間、五中みんなで元気に頑張って２学期の良いまとめをして、
良い新年 2015年を迎えましょう。

全国学力・学習状況調査の結果について
１．本校の状況について〈３年生；４月の調査〉
国語…国語Ａ[主として知識] 全国平均をやや下回る。

国語Ｂ[主として活用] 全国平均をやや下回る。
○Ａ問題では、「漢字を正しく書く」「語句の意味を適切に書く」などは、全国平均
を上回ったが、「文章を読み取り、内容を理解する」などは、全国平均を下回った。

○Ｂ問題では、全体的にふるわず、特に「複数の資料から必要な情報を読み取る」「目
的に応じて必要な情報を読み取る」で、全国平均を下回った。

＊「叙述から心情をとらえる力」「必要な情報を取り出す力」が、課題です。

数学…数学Ａ[主として知識] 全国平均をやや下回る。
数学Ｂ[主として活用] 全国平均をやや下回る。
○Ａ問題では、「分数の除法」「円柱と円錐の体積の比較」「一次関数の変化の割合」
などでは、全国平均を上回ったが、「不等式に表す」「線分の垂直二等分線の作図
の理解」「証明の理解」などは、全国平均を下回った。。
○Ｂ問題では、「図形の性質を用いて説明する」は、全国平均を上回ったが、「数学
的に説明する」「証明する」では、全国平均を下回った。

＊形式的に暗記するのではなく、意味を理解していくことを大切にしていきます。

２．分析と今後の課題として
○学習態度が勤勉な生徒が多く、板書された内容等をきちんとノートに記入できてお
り、漢字や用語・基本的な内容の定着はまずまずと考えられます。
○今後は、「知識を活用する力」を伸ばすことが課題である。そこで、主に次の３点
に重点をおいて、全教育活動において取り組んでいきます。
「筋道を立てて考えること」、「様々な情報や考えを関連つけて考えること」
「自分の考えや理由を言葉で記述し説明すること」

○授業の中では、「自分の考えと他者との考えを照らし合わせる」「自分の考えを発表
し合う」「教師は生徒の考えを引き出す」ような学習展開を増やしていきます。

３．その他 学習状況の調査からわかったこと、本校の特色
○「授業での発表機会が多い」と感じている生徒の得点は高い傾向があります。
○「２年生のときに受けた授業では、自分の考えを発表する機会が与えられていたと思
いますか」の質問では、平均を上回った。全校職員で取り組んでいる授業改善の成果
と考えます。更に、その内容を向上させていきます。

○「学校の規則を守っていますか」「友達との約束を守っていますか」の質問では、平
均を下回った。心配な内容です、注意して見守っていきます。

○「学校に行くのは楽しいと思いますか」「学級みんなで協力して何かをやり遂げ、う
れしかったことがありますか」「先生は、あなたのよいところを認めてくれていると
思いますか」の質問では、平均を上回った。このことは、大変うれしい結果です。
この数値を更に伸ばしていくように、職員みんなで努力していきます。
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上田市立第五中学校 『いじめ防止基本方針概要』
（H26いじめ防止・人権感覚高揚のためのプラン）

＊いじめ防止・根絶を考えていく上で、日々の人権教育が不可欠になります。今まで取り組ん

で来ている人権教育を整理し直し、いじめ防止の視点からプランを計画する。

１いじめの定義
「いじめ」は、集団の中でだれにでも、いつでも起こりうるものであり、生徒がいじめられて

いると感じたら、それをいじめがあると理解する。

①一定の人間関係のあるものから、心理的、物理的な攻撃を受け、

②精神的な苦痛を感じているもの

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめら

れた生徒の立場に立って行うものとする。

２いじめ防止等の対策のための組織
・教務会が「いじめ等対策委員会」のメンバーになる。

校長、教頭、教務主任、該当の担任、学年主任、生徒指導主事、養護教諭、特別支援 Co
状況によっては、外部の専門家・関係機関などの参加を求めていく。

・委員会が機能しているか、学校評議員・関係者の方々に評価していただく。

３いじめ未然防止のための取組
(1)いじめを許さない指導
いじめを許さない学校としていくために、生徒の友人関係の基本となる学級経営を大切に考

えていく。そのために、以下のような指導支援をを行い学級づくりにつとめる。

①できる・わかる授業づくり・授業改善

・全職員わかる授業に努め、公開授業を通して、授業規律・教科指導・生徒指導等の観点か

らお互いに批正し合い、よりよい授業づくりに努める。

・校長・教頭による年２回の 50 分授業参観。各自の課題を明確にして授業後に面接を行い、
課題をどのように改善していくか一緒に考える。

②生徒理解を深める。

・「よーく観て、よーく聴いて」の基本的な態度で、白紙座席表に生徒の様子を記録し、教

科担任同士で情報交換を密に行い、具体的な生徒への支援を行う。

③道徳教育の充実

・道徳の授業を週日課に位置づけ、学年会で教材研究を行い、週予定に道徳の題材名を明記

し、全学級で取り組む。

④人権同和教育・福祉教育の充実

前期人権同和教育旬間（6月）
・校長講話、外部講師による講話 ・ワークショップ「あなたのよいところ」等、各学

年の計画による学習 ・五中人権宣言から学ぶ ・参観日週間

後期人権同和教育月間（10月～ 11月）
・教頭講話、外部講師による講話 ・「守られている私たちの人権」等各学年の計画に

よる学習 ・特に部落差別について、各学年で扱う。

・参観日週間 公開授業「人権同和教育」 ＰＴＡ人権同和講演会

⑤校内研修

○発達障がいへの理解と日々の対応について 4月～ 5月
○ＱＵ検査の結果の解釈について 7月 H26年度から
○五中区ブロック人権同和教育研修会 7月、11月
○不祥事防止対策研修 毎月 1回職員会議で
○情報教育に関わるインターネット犯罪への対応修 SNS・フェイスブックなど
ＰＴＡ生徒指導講演会



＊学校においては、人権同和教育・道徳教育の中で指導していくとともに、日常生活の中で、
一人ひとりの友達を大切にする気持ちを育むことを教師として日々実践していく。

①誰にも明るいあいさつをこちらから
②生徒の名前を「さん くん」 をつけて言う。生徒同士もきちんと言う。

③教師が授業で一人ひとりの考え方を大事にする。
④まちがいを許容する学級集団づくり

以上を継続していく。

(2)いじめ早期発見・早期対応について
①いじめ早期発見アンケートチェックの実施 年４回

・学級の様子 生徒の様子チェックシート

②初期対応 いじめの初期対応フローによる（別紙）
＊原則は、すばやい報告・連絡・相談、 対応の「さしすせそ」

「さ」最悪の事態を想定して 「し」慎重に 「す」素早く 「せ」誠意を持って
「そ」組織で対応する

４いじめが起きたときの取組 いじめの初期対応フローによる（別紙）
①「いじめはどの学校にも、どの教室にも起こり得る」「本人がいじめと感じれば、それは

いじめである」「いじめは、人間として絶対に許されない」ことを、基本認識として全職員

が確認する。
②いじめ問題の重大性を全職員が認識し、一人で抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、

学校全体で対応する。

③いじめについての訴えや情報等があったときは、直ちに学校長(教頭)に報告し、迅速な情報
収集と事実関係の把握に努め、事実を隠蔽することなく、的確な対応をする。

④実態や事実を把握するために、生徒・保護者からの情報をしっかりと受け留めるとともに、

養護教諭・スクールカウンセラーなどとの校内･外部機関との連携に努め、児童生徒の生活
や人間関係について、きめ細かく調査を実施する。

⑤いじめられた生徒に対し、心のケアや様々な弾力的措置など、いじめから守り通すための対

応を行う。また、いじめが解決したと見られる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に
触れ必要な支援を行う。

⑥いじめの事実関係を明らかにする中で、いじめを行った生徒に対して法的な視点から、特別

な指導計画等によって、毅然とした指導を行う。
⑦いじめの問題の解決のためには、ＰＴＡ（保護者）や市町村・県教育委員会との連絡を密に

するとともに、必要に応じ、教育相談機関・児童相談所・警察等の外部の関係機関との連携

協力を行う。
⑧いじめによる自殺予告等への対応については、８により対応していく。

５相談体制
①生徒や保護者の悩みや要望を受け止めるため、相談窓口を生徒・保護者に周知し、相談窓口
が十分に機能するようにする。

②日常的に生徒の様子を見守り、生徒についての情報交換を行い、報告・連絡・相談・確認を

通じて情報を共有する。また、相談支援の必要な生徒に対しては、チームを組んで支援を行
ない、悩みの解消が図られるまで継続的に適切な事後対応を行う。

③校内での連携はもとより、必要に応じて保護者や外部機関との連携を図り、スクールカウン

セラーや市の相談員を組み込んだ教育相談体制を整備する。
校長講話・学校だよりや PTA総会・学年学級 PTA等で、生徒・保護者に周知する。
上田市:教育相談室 ２７－０２４１(ひとまちげんき健康プラザ内)

◇学校 教育相談窓口(教頭・校長)--------------２２－３０７６
◇適応指導係(◎小山 小林武 細田 小池 古村 高木 教頭 )

◇生徒指導主事(細田)

◇スクールセクハラ窓口 養護教諭 古村(保健室)
④事例研究やカウンセリング演習など実践的な内容の校内研修を実施し、教職員の相談につい

ての資質と能力を高める。
⑤教育相談における生徒等の個人情報の取扱いについては、十分に留意する。



６命と人権を大切にする取組
①命の尊さを学ぶことが全ての教育の前提にあるとの認識に立ち、「いじめ」や「暴力行為」
は命や人権を奪う重大な問題であることを、様々な機会を通じて繰り返し指導する。

②命は互いの命によって支えられていること、自分の命を大事にすることが互いの命を大事に
することにつながることを、日々の生活の中で実感できるような取組を充実する。

③学校教育の根底に人権教育を据え、あらゆる教育活動を通じて人権尊重の精神を涵養するた
めの取り組みを、体系的計画的に行う。

④携帯電話・メール・インターネット等による誹謗中傷により、互いの命や人権を損なう状況
が増えている現状を踏まえ、本校における実態を把握し、生徒の情報モラルについての意識
を高める。

⑤教職員の言動が、生徒を傷つけたり他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよ
うに、「いじめ」や「体罰」等を含む事例研究等を通じて研修を深める。

⑥教職員が率先して命を尊ぶ態度を示し、教職員研修などを通じて人権感覚を磨き、学校や
学級全体が命を尊び人権意識の高い集団として機能するように指導する。

７チェックリストを使い、早期発見・早期対応
○学級の様子チェックシート
○生徒の様子チェックシート

８自殺予告への対応について
１ 自殺を予告する電話や手紙を受け取った時の初期対応について
(1)校長を中心に関係教職員による緊急対策会議を行い、予告内容を慎重に分析する。
○生徒の自殺を阻止することを第一に考える。
○ＰＴＡ及び保護者の協力を得ながら必要な措置をとる。
○校長は、市町村教育委員会及び教育事務所に速やかに連絡・報告する。必要に応じて警
察等の関係機関に協力を要請する。

(2)全教職員が共通認識のもとで取り組む体制を確立する。
○校長は緊急職員会議を開催し、全教職員が情報を共有し、共通認識のもとで対応・指導
するとともに、教職員間の連携体制を明確にしておく。

○予告者の人権などにも配慮し、教職員の軽率な言動によって情報が漏れることがないよ
うにする。

(3)予告者を特定しようとする場合は、慎重な配慮のもとに行う。
○予告者を特定するために、生徒からの聞き取りやアンケート調査、家庭訪問等を行う場合
は、予告者を追い詰めることにならないよう配慮する。

○全校生徒の状況の把握に努める。特に、欠席していたり欠席しがちだったりする生徒や最
近様子が変化したと思われる生徒については、家庭訪問や電話連絡等により保護者と連絡
を取り、状況把握を確実に行う。

２ 事前・事後における対応について
(1)生徒一人一人に対する理解を深め、全教職員が一体となり、カウンセリング・マインドを
持って生徒指導に取り組む。

(2)全校集会や学級指導において、自殺予告等の問題を取り上げ、命の尊さとこうした手段で
は本質的な問題解決にならないことを指導するとともに、生徒の悩みや要望を積極的に受
け止めることができる相談体制を確立する。

(3)生徒一人一人の健全な成長のために、学校と家庭が課題を共有し、ＰＴＡ集会や地区懇談
会・家庭訪問等を一層充実させる。

３ 関係機関との対応について
(1)報道機関等への対応は校長が行い、混乱や誤認を招かぬよう十分留意する。報道機関等に
よる取材や生徒への接触等についても、生徒の人権や個人情報を保護するために必要な事
項を予め教職員・生徒に周知徹底しておく。

(2)警察との連携については、教職員の意識統一を図るとともに、生徒に対しても事前にその
措置をとる趣旨を十分に説明し、混乱を招かないよう配慮する。



いじめ早期発見 家庭用チェックリスト

いじめの対応で大切な事は、いじめの兆候に早く気づき、早期発見・早期対応を図ることが

最大のポイントです。そして、毎日の生徒たちの生活の様子を学校では学級担任や他の教職員

が観察し、ご家庭では保護者の皆様に生徒の様子を見ていただき、生徒の発する「小さなサイ

ン(言葉・表情・しぐさ・行動等)」を見逃さず、発見することが大切です。

家庭用のいじめ発見チェックリストをつくりましたので、活用をお願いします。もし、何か

心配な兆候がございましたら、すぐに担任(学校)にご連絡ください。

＊学校の教育相談窓口は、担当を下のように分担してあります、参考にしてください。

学校 教育相談全般窓口(教頭・校長)・・・２２－３０７６

適応指導係 (◎小山 細田 小林武 小池 古村 高木 教頭) ２２－３０７６

生徒指導主事 (細田) ２２－３０７６

スクールセクハラ窓口 養護教諭 古村(保健室) ２２－３０７６

上田市:教育相談室 ２７－０２４１(ひとまちげんき健康プラザ内)

【態度やしぐさ】
１ 家族との会話が減ったり、学校の話題を意図的に避けるようになる。

２ 感情の起伏が激しくなり、ささいな事で怒ったり、動物や物等に八つ当たりする。

３ 電話（メール）が鳴るとおびえたりする様子が見られる。

４ 部屋に閉じこもり、考えごとをしたり、家族とも食事をしたがらなかったりする。

５ 朝、なかなか起きてこない。

６ 帰りが遅くなったり、理由を言わず外出をしたりする。

７ 用事もないのに、朝早く家を出る。

【服装・身体・体調】
１ 理由のはっきりしない服装の汚れや破れが見られることがある。

２ 理由のはっきりしない「すり傷」や「打撲」のあとがあったりする。

３ 自分のものではない衣服（制服:中学）を着ている。
４ 学校に行きたくないと言い出したり、登校時間が近づくと腹痛等身体の具合が悪くなっ

たりする。

５ 食欲不振、不眠を訴える。

【学習】
１ 学習時間が減ったり、宿題や課題をしなくなったりする。

２ 成績が低下する。

【持ち物・金品】
１ 家庭から品物、お金がなくなる。あるいは、使途がはっきりしないお金をほしがる。

２ 持ち物（学用品や所持品）がなくなったり、壊されたり、落書きがあったりする。

【交友関係】
１ 友達や学級の不平・不満を口にすることが多くなった。

２ 友達からの電話に出たがらなかったり、遊びの誘いを断ったりする。

３ 仲の良かった友達との交流が極端に減った。

４ 口数が少なくなり、学校や友達のことを話さなくなる。

５ 無言等の不審な電話、発信者の特定できない手紙(電子メール等)がある。

６ 急に友達が変わる。


