
 

 

令和４年度 いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議の実施結果について 
 
１ 趣 旨 

平成２９年４月に施行した「目黒区いじめ防止対策推進条例」では、子どもの尊厳及び基本的
人権を侵害するいじめは絶対に許されない行為であると示し、第４条２項に「児童等は、他の児
童等とともに主体的に、いじめの防止等に努めるものとする。」と規定している。 
これを受け、「目黒区いじめ防止基本方針」では、「いじめについて児童・生徒が主体的に考え

るいじめの未然防止等の活動の充実」を掲げ、いじめの未然防止等の取組を推進しているところ
である。 
目黒区教育委員会では、各学校において全児童・生徒がいじめ問題について考え、話し合う機

会を設けた上で、中学校区ごとの代表学年に所属する全児童・生徒によるいじめ問題に関連した
意見交換の実施をとおして、児童・生徒一人ひとりがいじめに対する正しい認識をもつとともに、
いじめのない学校を目指そうとする態度を育てることを目的として、いじめ問題を考えるめぐろ
子ども会議（以下、「子ども会議」という）を主催している。 
 

２ 主題及び副主題 
（１）主 題 「いじめのない学校をめざして」 
（２）副主題 主題を踏まえ、各中学校区で副主題を決定する。 
 
３ 実施時期及び会場 

令和４年１１月４日（金）から１２月２２日（木）に、各中学校区の学校で実施した。 
 

４ 参加者及び参観者 
  ※ 別紙 のとおり 
 
５ 実施結果の概要 
  ※ 別紙 のとおり 
 
６ 成果と課題 
（１）成果 

ア 令和４年度は、代表学年児童・生徒全員が参加し、同じ中学校区内の異学年の児童・
生徒が対面による意見交換等を通して、いじめ問題について考え、意見を述べること
ができた。 

イ 「いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議担当者研修」で、他の中学校区の事例等を
踏まえながら、子ども会議のねらいや効果的な進め方の理解を深めたことにより、子
ども会議の運営面において改善を図ることができた。 

（２）課題 
ア 副主題について、全児童・生徒が主体的に関われるよう、各中学校区の実態を踏ま

えて設定すること。 
イ 子ども会議当日、意見交換会や、各班で話し合った内容の共有を図る場面等におい

て、学習用情報端末を効果的に活用すること。 
 

７ 次年度の方向性 
  今年度と同様の形態で実施する。 
 

 
 
 

以 上 
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令和４年度「いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議」実施結果の概要 
校 区 実施日時・会場 副主題 主な内容 参加者・参観者 

 １  

第一中学校区 

菅刈小・駒場小 

 

11月 4日(金) 

13:40～15:00 

第一中学校 

 

想像しよう、相手の心。 

変えていこう、自分言動。 

 

意見交換会では、いじりにつ

いての動画を視聴後、友達が

嫌な思いをしないために気を

遣うべきことを話し合い、全

体会で発表した。 

  
児童・生徒(166名) 
(小)6年生全員(131名) 
(中)2年生全員(35名) 

教員（11名） 
教育委員(1名)  
ＰＴＡ役員（1名） 

 ２  

第七中学校区 

碑小・月光原小 

 

12月 20日(火) 

14:00～15:30 

第七中学校 

 

一人ひとりを大切にする学校 

 

意見交換会では、各学校で話

し合ってきた内容を踏まえ、

各班でピラミッドランキング

を用いながらスローガンを作

成し、全体会で発表した。 

  
児童・生徒(216名) 
(小)5年生全員(155名) 
(中)2年生全員(61名) 

教員（27名） 
地域教育懇談会の構成員・ＰＴＡ役
員（16名） 

 ３  

第八中学校区 

大岡山小 

 

12月 14日(水) 

13:45～15:00 

大岡山小学校 

 

「スクールカースト」って… 

 

意見交換会では、スクールカ

ーストについての動画を視聴

後、自己の経験等を踏まえな

がら話し合い、各班でスロー

ガンを作成した。 

  
児童・生徒(186名) 

(小)6年生全員(109名) 
(中)2年生全員(77名) 
教員（49名） 

教育委員(1名) 
地域教育懇談会の構成員・学校評議
員・ＰＴＡ役員（21名） 

 ４  

第九中学校区 

向原小・原町小 

 

11月 29日(火) 

13:40～15:10 

第九中学校 

 

いじめをなくすために私たちに

できること、すべきこと 

 

意見交換会では、各学校で考

えてきたピラミッドランキン

グを参考に、各班で話し合い、

いじめのない学校をめざして

宣言文を作成した。 

  
児童・生徒(141名) 

(小)6年生全員(87名) 
(中)2年生全員(54名) 
教員（17名） 

教育委員(1名) 
地域教育懇談会の構成員・学校評議
員・ＰＴＡ役員・青少年委員(6名) 

 ５  

第十中学校区 

八雲小・東根小 

宮前小 

 

12月 20日(火) 

13:40～15:10 

第十中学校 

 

明るい、活気ある学校とは？ 

～自分が みんなが 

して されて  

うれしいこと 楽しいこと～ 

 

意見交換会では、各学校でま

とめてきたことを基に、話し

合いを進め、今後取り組む具

体的な行動について全体会で

発表した。 

  
児童・生徒(374名) 
(小) 6年生全員(250名) 

(中) 2年生全員(124名) 
教員（16名） 
教育委員(2名) 

学校評議員・ＰＴＡ役員・主任児童
委員・校援会役員（14名） 

 ６  

第十一中学校区 

緑ヶ丘小・中根小 

 

11月 28日(月) 

14:30～15:40 

第十一中学校 

 

ＳＴＯＰ！ＳＮＳいじめ 

私たちの行動宣言 

 

意見交換会では、一人ひとり

が意見を出し合いながら、Ｓ

ＮＳいじめ防止のための行動

宣言を班ごとに作成し、全体

会で発表した。 

  
児童・生徒(180名) 
(小)5年生全員(115名) 

(中)2年生全員(65名) 
教員（11名） 

教育委員(1名) 

学校評議員・中根住区代表・主任児
童委員（3名） 

 ７  

東山中学校区 

烏森小・東山小 

 

11月 16日(水) 

13:45～16:00 

東山中学校 

 

一人ひとりが「今」できること 

 

意見交換会では、各学校の取

組や行動宣言等について考え

たことを出し合い、今後の具

体的な取組、スローガンにつ

いて話し合った。 

 
児童・生徒(346名) 
(小)6年生全員(235名) 
(中)2年生全員(111名) 

教員（88名） 
教育委員(1名) 
学校評議員・ＰＴＡ役員・主任児童

委員（7名） 

 ８  

目黒中央中学校区 

中目黒小・五本木小 

鷹番小・上目黒小 

 

12月 15日(木) 

14:15～15:20 

目黒中央中学校 

 

「いじめはなぜ起きるのか？」 

「いじめが起きたとき、あなたが  

できることは何か？」 

「どんなクラスだといじめが 

起きないか？」 

  

意見交換会では、各学校で事

前に話し合ってきたことを発

表し、その内容を踏まえて副

主題について協議、まとめを

行った。 

 
児童・生徒(473名) 
(小)5年生全員(257名) 
(中)1年生全員(216名) 

教員（131名） 
教育委員(2名) 

 ９  

大鳥中学校区 

下目黒小・田道小 

不動小・油面小 

 

12月 22日(木) 

13:40～15:15 

大鳥中学校 

 

「私たちが今、話せること」 

 

意見交換会では、各班におい

て中学生が小学生をリードし

ながらワールドカフェ形式で

話合いを進め、各教室で全体

発表を行った。 

 
児童・生徒(459名) 

(小)5年生全員(295名) 
(中)2年生全員(164名) 
教員（23名） 

教育委員(2名) 
学校評議員・住区代表・主任児童委
員・青少年委員（4名） 

 

別 紙 



令和４年度 いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議の様子  
<はじめの全体会の様子>   

 

①会の趣旨を説明している様子（オンライン） 

 

②会の趣旨を説明している様子（オンライン併用） 

 

③学校の取組を報告している様子 

<意見交換会の様子>   

 

④事前学習でまとめた意見を発表している様子 

 

⑤動画教材を視聴している様子 

 

⑥ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞﾗﾝｷﾝｸﾞを活用している様子 

 

⑦付箋を用いて考えを出し合っている様子 

 

⑧意見を出し合っている様子 

 

⑨実物投影機を活用している様子 

 

⑩班の考えをまとめている様子 

 

⑪模造紙に意見をまとめている様子 

 

⑫話合いの結果をまとめた模造紙 

<おわりの全体会の様子>   

 
⑬まとめを学習用情報端末を活用して発表している様子 

 
⑭まとめを模造紙で発表している様子 

 
⑮代表児童が感想を述べている様子 

＜ 参 考 ＞ 


