
 

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・指導 

4 月 

 

第１ステージ「であう」 

・入学式 

・学級開き、学年開き 

・1 年生を迎える会 

・団決め 

・結団式 

・部活動体験入部 

【生徒集会】（年７時間程度） 

・人間関係づくりプログラム 

・全校道徳 

集団のスタートに当たり、人間関係作り

プログラム（全校名刺交換会）やＳ.G.E

などを通して、活動が円滑に進む基盤を

つくる 

・結団式で縦割活動の意識化を図る。 

・ステージ集会（表彰報告） 

【生徒会】（随時） 

・生徒協議会 

・保健専による仲間の良いところ掲示 

・３送会で 3 年生への感謝のメッセージ 

【縦割り活動】（年７時間程度） 

・体育大会に向けての練習計画や団種目の

話し合い 

・体育大会の練習 

・合唱の縦割交流会 

【学級・個人】 

（年７時間程度、道徳・学活・総合を利用） 

・各自の学期ごとのピア・サポート活動計

画作成・評価 

・行事後における振り返り 

【ハートフルタイム】（週１回３０分程度） 

・毎週月曜日の放課後 

・生徒同士の学習の教え合い 

・教師と生徒の学習相談・生活相談 

【あいさつ運動】（登校時毎朝） 

・生徒による校門でのあいさつ運動 

【小中連携】 

・歌おう集会に小６参加 

・図書専による小学生への読み聞かせ 

・保健専と 6 年生との交流活動 

【職員会議】 

・職員会議にて、 

ピア・サポート

の考え方、積み

上げ方を共通

理解 

・職員研修にてエ

ンカウンター

の研修 

【随時】 

・「自助・共生・

そして自立

へ」を念頭

に、ピア・サ

ポート活動の

状況を視覚で

確認するた

め、学期ご

と、行事ごと

掲示を行う 

・教師による評  

 価 

【長期休暇】 

・ピア・サポー

ト養成研修参

加 

【学級】 

・掲示や学級通

信を利用し、

自己肯定感を

高める 

５月 

 

学年行事 

 3 年…修学旅行 

 2 年…職場体験学習 

 １年…地域探訪 

６月 

 

第２ステージ「いどむ」 

・ステージ集会 

・縦割り活動 

 体育祭練習計画 

 合同合唱練習 

・学校保健委員会 

・PV 制作ダンス 

７月 ・歌おう集会  

８月 

 

第３ステージ「つくる」 

・部活動新体制 

９月 

 

・体育祭 

・縦割り活動 

10 月 

 

・合唱中間発表 

・文化祭 

11 月 

 

第４ステージ「きわめる」 

・後期生徒会スタート 

12 月  

1 月 第５ステージ「はばたく」 

２月 

 

・新入生説明会 

中１と小６の交流 

３月 

 

・3 年生を送る会 

 メッセージ交換 

『ハートフルな関わり合いを目指して』 

藤枝市立広幡中学校 

ハートフル 

タイム 

縦割り清掃活動 

 



２ 本校のピア・サポート活動の紹介 

（１）縦割り集団を中心とした活動 

①体育祭に向けた取組【提言 4･6】 

・結団式 

 団決めは体育祭のみではなく、1 年間の縦割

り活動の基となるものである。そのため、生徒

からの関心は高く、各学級の代表者がくじを引

くごとに大きな歓声が上がった。 

 

・団別練習＆体育祭当日 

 3 年生が中心となり、練習計画を立てたり、

オリジナルの応援を創作したりして下級生を

引っ張る様子が多く見られた。また、下級生も

それに応えようとして素早く行動していた。 

 当日は他の団のこれまでの努力を互いに認

め合い、応援し合う様子や学年を超えて、支え

合いながらゴールを目指す姿が多く見られ、学

校全体としてピア・サポートの意識が高まった

と感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②文化祭に向けた取組【提言 4･6】 

・上級生から下級生への合唱指導 

 学級の合唱曲をお互いに聴き合う活動を通

して、上級生が工夫できそうな部分や練習方法

についてアドバイスを行った。また、上級生は

さらにレベルの高い合唱を目指すため、より良

い合唱を作り上げようと意欲を高めた。 

 

③清掃活動【提言 2･4･6】 

 本校では清掃活動も縦割りで分担して行っ

ており、今年度で 3年目となる。今年度からは

分担ごとに目標を決め、清掃終了時に目標を達

成できたかどうか、振り返りを行っている。縦

割りで清掃を行うことで、上級生は下級生の模

範となるような姿を示し、責任感やリーダーと

しての自覚を成長させていく。また、下級生は、

そのような上級生の姿を見ることで、理想の先

輩像を作り上げていく良い機会となっている。 

（２）生徒会や委員会での推進活動 

①広幡小学校への読み聞かせ【提言 4･6】 

 図書専門委員会が呼びかけ、ボランティア希

望者と共に、小学校全学級に赴き、読み聞かせ

を行った。小学生たちが目を輝かせながら話に

聞き入ってくれたことに大きな感動や喜びを

覚え、次の活動への意欲につながった。小学生

からは「お兄さんたちが本を読んでくれて嬉し

かった」「面白い話を選んできてくれた」など

の感想をもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ピア・サポート標語コンテスト【提言 6･7】 

 11 月に校内のピア・サポート活動を拡大・

推進していくため、全校生徒を対象に標語を募

集した。その後、教師や保健委員会による審査

を経て、大賞は「勇気を出してその一歩、広が

る笑顔・あたたかさ」に決定した。その後、受

賞者にその標語に込めた思いを昼の放送でイ

ンタビューした。全校生徒が校内のピア・サポ

ート活動で何を大切にするべきなのか考える

良い機会となったと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ピア・サポートカード【提言 6･7】 

 保健専門委員会が中心となり、校内で自然と

行われているピア・サポートの輪を全校に広め

るために毎年行っている活動である。カードを

集めた掲示物を製作、保健室前に掲示したり、

昼の放送で紹介したりしている。また、これ以

外にも「あったかだより」を発行し、ピア・サ

ポートの啓発に努めている。 



③朝のあいさつ運動の推進【提言 6】 

 生徒会を中心に、朝、校門付近で登校してく

る生徒にあいさつをしている。後期からは、学

級ごとで運動に参加するようになった。最初は

声が小さかったり、登校してくる生徒から返答

がなかったりしたが、次第にお互いに声を出し

てあいさつする姿が増えてきている。 

 

（３）授業の中でのピア・サポート活動 

①全校道徳（名刺交換会）【提言 1･4･5】 

 4月に道徳科の最初の授業として、学校全体

で名刺交換会を行った。上級生が積極的に下級

生に声をかける姿が多く見られた。また、始め

は緊張の面持ちだった 1 年生の表情も次第に

柔らかくなっていき、授業の終わりには多くの

笑顔に変わっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

②ピア・サポートによって成長した生徒 

 2年生のｗ君は 1年生の頃から授業中の離席

や無駄話など問題行動が多い生徒だった。2年

生に進級してからは、周りの生徒や教師から注

意を受ける度にやる気をなくし、次第に自己肯

定感を低下させていった。 

 しかし、夏休みの教育相談で担任の先生から

学習のアドバイスをもらったことや授業中に

生徒同士で教え合う活動や協力して調べ学習

を行う活動を通して、「わかる」経験を積み重

ねることで次第に自己肯定感を取り戻し、授業

にも集中するようになった。 

 

（４）アセスを活用した研修の推進 

【提言 2･3】 

10 月に生徒指導部が中心となり、全学級で

アセスを実施し、そのデータを基に生徒理解研

修を行った。前年度までは QU を年 2 回（1 学

期と 2 学期）行っていたが、結果を全体で共有

する機会がなく、指導に活用しきれていないと

いう課題があった。初めての試みであったが、

後期の個別の支援計画を作成する際にも本研

修の内容が活用され、より手厚い生徒指導に結

びついたと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本年度の成果と課題 

○成果 

・初めて全学級でアセスを行い、それを基にし   

た生徒理解研修を行うことができた。3 学期  

中にもう 1 度アセスを行い、その結果を次年

度の支援計画や指導に活用していく。 

・体育祭や文化祭が昨年度よりも生徒を前面

に出すことができた。それによって、生徒同

士が支え合う場面やお互いに応援し、励まし

合う姿が多く見られた。 

・縦割り活動を通して、学年やクラスを超えた

理解を深めることができ、相手のことを思い

やる気持ちを育んだり、自己有用感を高めた

りすることにつなげられたと感じる。 

●課題 

本校の掲げる「ハートフル」という言葉の意

味がまだ浸透していないと感じる。相手にとっ

て都合の良いこと、優しい言葉をかけることは

必ずしもハートフルな関わり合いとは言えな

い。相手の気持ちを考えて自分の取るべき行動

を選択したり、相手のことを思って注意してあ

げたりすることが本校の掲げる「ハートフル」

な関わりである。 

今後は誰もが安心して学校生活を送れるよ

うな環境づくりを目指し、温かな人間関係を築

けるような集団を目指したい。 

 

４ 来年度に向けて 

 ピア・サポートとは本来、学校生活の中に自

然と息づいているものである。だから、学校全

体で連携が充実すれば、さらに多くの場面でピ

ア･サポートの輪が広がると思う。今年度は主

に生徒指導部と保健専門委員会と連携して、活

動を進めてきたが、来年度は学習部や特別活動

部とも連携を深め、さらにピア・サポート活動

を充実させていきたい。 


