
平成 30年度 ふじえだ型ピア・サポート活動の取り組み 

 

 

 

 

１ ピア・サポート活動年間プログラム 

月別 
ピア・サポート活動 

ピア・サポートを中心に据えた行事 
プログラム 職員研修 

４月 ・各学年出発集会（オリエンテーション）  

・１年生、ようこその会 

・授業参観① 

・３にも集会① 

・運動会練習 

・運動会 

・３にも集会②③ 

・プール開き 

・授業を見合う会 

・クラブ活動 

・授業参観② 

・スマイリー集会 

 

・陸上選手を励ます会 

・自然体験教室(５年) 

・音楽鑑賞教室 

・親善励ます会 

・親善音楽会（4 年） 

・藤枝市陸上大会 

・校内音楽会 

・修学旅行(６年) 

・３にも集会④ 

・社会科見学 

・授業参観③ 

・自転車選手を励ます会 

・子ども自転車大会 

 

・校内書き初め大会 

・３にも集会⑤ 

・授業参観④ 

・6 年生を送る会 

・教室感謝清掃 

・卒業式準備 

・卒業式 

・離任式 

☆学級開き、全校集会を通して、重点目標・スローガ

ンの共通理解をする。 

「本気でやり抜く」 

☆出会い（温かな人間関係を育む） 

 

☆学級の実態について子どもたちが語り合う場を設け

る。 

① 運動会を通して 

☆各学級のチーム作り。 

☆色ごとに応援団を決め、リーダーを育てる。 

 

☆運動会振り返り 

 

②授業を通して ３にも仲良く 

☆各学級が、『めざす授業像』をもつ。 

☆子どもがクラスや学校の問題意識をもって考えてい

くよう導く。対策を考え生活に生かす。 

☆聴き方（相手が話したくなる元気の出る聴き方） 

☆お店を開く活動を行い、子どもたちの主体性を 

育てる。 

☆授業像の振り返り 

 

 

③音楽会を通して 

☆自己表現（自分も相手も大切にする自己表現） 

☆練習に向かう姿勢、代表者を励ます活動、音楽会の

聴き方などで３にもをみつける。 

 

 

 

☆音楽会振り返り 

 

 

④３にも生活の課題Ⅱ 

☆授業の話し合いのポイントを、教師も子どもも共通

理解する。そして、話し合いのポイントに向けて全

力で全員参加の授業をつりあげていく。 

☆自分の気持ちへの対処・対応（自分の気持ち・みん

なの気持ち） 

 

☆授業像の振り返り 

 

⑤「ありがとうプロジェクト」を通して 

☆一年間を振り返り、お世話になった方（先生、地域

の方、友だち）へ感謝の気持ちを伝える。 

 

 

☆「ありがとうプロジェクト」の振り返り 

☆授業像の振り返り 

 

 

子どもを語る会① 

特別支援研修会① 

就学支援委員会① 

 

子どもを語る会② 

 

 

子どもを語る会③ 

 

就学支援委員会② 

 

生徒指導研修会① 

特別支援研修会 

学校振り返りアンケート① 

 

 

子どもを語る会④ 

 

子どもを語る会⑤ 

 

 

子どもを語る会⑥ 

 

 

学校生活アンケート② 

 

 

 

 

 

 

子どもを語る会⑦ 

 

 

就学支援委員会③ 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

10月 

11月 

12月 

１月 

２月 

３月 

 

『“３にも”いっぱいピア・サポート』 

藤枝市立岡部小学校 
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岡部小には「３にも（自分にも相手にもみんなにもよいことをしよう）」という目標があるので、３にも活動を 

ピア・サポ－ト活動として進めていく。 



２ 本校のピア・サポート活動の紹介 

（１）３にも集会〈提言１,４,６〉 

 本校では、「３にも～自分にも、相手にも、

みんなにもよいことをしよう～」を合言葉にピ

ア・サポート活動を進めている。その中で、本

年度の教育課程で意識して取り組んだのは、

「行事を点で終わらせないこと」である。本年

度の目標として「子どもたちの自己肯定感を高

める」ことを挙げている。この目標を達成する

ために大切なのは、「授業や行事を本気でやり

抜くこと」が挙げられた。そこで、本年度は行

事を精選し、一つ一つの事柄に本気で取り組め

るようにした。また、取り組んだことをそのま

まにせず、学校全体でふりかえる場として、「３

にも集会」を設定した【下図】。 

 

 目標を決め、授業や行事をやりきり、それら

をクラスや全校でふりかえったことにより、子

どもたちも「頑張った。」「こんなにできるよう

になった。」などの達成感を味わうことができ、

次の課題への頑張りにつながったと考える。 

 この３にも集会は児童会が主体となって企

画している。集会が始まる前には、「３にも隊」

が登場して、集会での態度を意識付けする。こ

の３にも隊は、３にも集会だけでなく、スマイ

リー集会、運動会、音楽会にも登場し、廊下歩

行や、友達の良いところを見つけること、鑑賞

態度を呼びかけている。この３にも隊が登場す

ることで、自分本位でなく､全体を意識した行

動をとることができる。 

 また、３にも集会では、「３にもとは何か」

を考える時間を設けた。３にも隊が全校にクイ

ズを出し、こんな時はどうすればいいかを考え

た。これは 10月に行ったが、「３にも」という

言葉が 1年生にも浸透してきた中で、今一度真

剣に考えることにより、友達同士で助け合う、

認め合うことの大切さを考える機会となった。

何気ない日常にも３にもがたくさんあること

を伝えることができた。 

 

（２）環境作り・励ます会〈提言１,６〉 

自己肯定感を高めるため、①子どもたちが主

体的に取り組める場や機会の設定、②子どもた

ちの活動を認め、励ます機会の設定をした。 

①について、子どもたちが主体的に取り組め

るよう、「スマイリー集会」を設けて、各クラ

スがお店を考え出店したり、「持久走記録会」

で「持久走強化週間」を体育委員会が設定し、

自主的に練習できるようにしたりした。本気で

取り組むための環境作りを行ったことにより、

子どもたちはより意欲的に取り組み、自己肯定

感を高めることにつながった。 

②について、本年度は学校代表として出場す

る大会が、陸上大会、親善音楽会、自転車大会

とあったが、その大会に向けてがんばった子ど

もたちを励ますため、全校で励ます会を行った。

代表として出場する側は、励まされ、多くの人

から認められることで、自信をつけることがで

きた。また、応援する側も、「こんな風に速く

走れるようになりたい。」「わたしも音楽会の練

習をがんばろう。」と感じる子もおり、学年を

超えた励まし合いにもつながった。 

 

（３）ペア活動〈提言１,６〉 

 本校では、1 年生と 6 年生、2 年生と 4 年生、

3 年生と 5 年生で、週に一回程度のペア活動を

行っている。中でも、1 年生と 6 年生では、昼

休みに一緒に遊ぶだけでなく、そうじにも関わ

っている。例えば、4 月はそうじのやり方がわ

からず、担任だけでは指導しきれない。そこで、

ペアの 6 年生が 1 年生にそうじのやり方を教

えている。また、くつ箱そうじで、すのこを動

かす時、1 年生では重くてなかなか動かすこと

ができない。そこで、6 年生が手伝い、そうじ

がよりやりやすいようにサポートしている。学

校のリーダーとして 6 年生が 1 年生を支えて

①３にも集会にて全校に各月で「本気で取り組

むこと」を紹介

②各クラスで目標を決め、物事に取り組む

③３にも集会にて全校でふりかえる



いる姿を他の学年もみることができ、助け合う

姿の手本を見せることは、全校の３にも活動が

よりよくなることにもつながると感じた。 

 

（４）帰りの会・３にも掲示板〈提言１,７〉 

 クラスでは、帰りの会の時間を利用し「３に

もみつけ」を行い、友達の良いところを認め合

う活動を行っている。その日にあった友達がし

た「３にも」を伝え合う「３にもみつけ」や、

当番の３にもを伝え合う「３にもシャワー」な

ど、各クラスの実態に応じて取り組んでいる。

３にもができた子どもだけでなく、３にもを見

つけた児童への価値付けも行うことで、「３に

もを見つける目」を養ったり、互いによさを見

つけそれを伝え合うことのすばらしさを感じ

させたりすることができると考える。「ありが

とう」と伝え、拍手で互いをたたえ合い、発表

した子もされた子も気持ちよく下校すること

ができている。 

 また、各クラスには「３にも掲示板」があり、

発達段階に合わせて使用している。低学年では、

友達の良いところを見つけたらシールを貼っ

たり、花咲山方式で見つけたいいところを書い

て貼ったりしている。３年生では、「たからの

ポケット」を掲示し、友達の良いところを見つ

けたら書いて入れている。高学年では、道徳の

掲示に使用したり、クラスで見つけた３にもの

個数を数えたり、学校で出されている３にも通

信の掲示に使用したりしている。３にもを見え

る化することで、行動した本人や、書いた児童

への自己肯定感を高めることや、クラスの３に

もを増やすことにつながると考える。 

 

（５）ボランティア活動〈提言８〉 

 本校では、印刷、ミシン、音楽の音取りなど、

保護者の方にボランティアを募っている。子ど

もたちの指導を充実させてくれるのはもちろ

んのこと、教師へのサポートにもつながってお

りとても助かっている。運動会の後の片付けで

は、「３にもの心でお手伝いをお願いします」

と呼びかけると、多くの人が参加してくださる

ため、とても素早く片付けが終わっている保護

者や地域の方々へも、「３にも」を伝え、行動

をしてくださっていることは、子どもたち素晴

らしい手本となり、助け合うことの大切さを教

えてくれていると感じる。 

 

３ 本年度の成果と課題（成果○、課題△） 

○３にも集会を設けたことで、各行事が点で終                   

わることなく、線でつながり、1 年間を見通

して子どもたちの自己肯定感を高めること

ができた。また、これは３にもの活動を確か

め、互いを認め合う場になった。 

○各クラスや学校でのふりかえりを大切にし

たことにより、３にもの活動によって自己肯

定感を高めることができた。 

△高学年でも、「○○さんが白衣を持ってきて

くれた」などの「みんなにも」につながらな

い３にもみつけにとどまるクラスもある。よ

り質の高い３にもができるにはどうすれば

よいか話し合う必要がある。 

△昨年は３にもについて各クラスで話し合い

を設けるよう言われたが、今年は３にも集会

を設けたこともあり実施しなかった。年に一

度は各クラスで３にもについて考え、意識を

高めたいと感じる。 

△３にもの心を育む機会が、「子どもが見つけ

る行動」のみになってしまった。ピア・サポ

ート研修等行い、各クラスの学活を利用して

実施するなどして、３にもを学習する場を設

定したい。 

 

４ 来年度に向けて 

 「３にも」という合言葉があるおかげで、子

どもたちは自然にピア・サポートができるよう

になってきたと感じる。毎日の授業や行事で意

識することも多く、学校全体で取り組んだこと

により、子どもたちの自己肯定感を高めること

につながっていると考える。 

 ３にもを絶やさないようにし、子どもたちが

より３にもを意識できるよう、学校全体で３に

もを育むための環境作りをしていけるよう心

がけたい。 


