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「チームえりも」で
「いじめゼロ、ネットトラブル根絶」
小・中・高生 415 名が標語作成
～当町生徒指導連絡協議会が「豊かな心」の育
成をめざし、積極的な取組を展開～
（キーワード 徳育）
「平成 24 年度児童生徒の問題行動等生徒指導上
の諸問題に関する調査」の北海道の状況において、
いじめの認知件数は平成 19 年度以降、
減少傾向にあ
りましたが、24 年度は 23 年度より増加の状況であ
った、という報告となっています。
また、
そのいじめの認知件数は、
小学校 1,676 件、
中学校 2,082 件、高等学校 574 件、特別支援学校 51
件の合計 4,383 件で、前年度が 3,261 件であったこ
とに比べ増加しました。
えりも町においては、24 年度は認知件数 6 名であ
りましたが、
その後、
学校のきめ細かな対応の結果、
解消されております。
このような状況を受け、町内の先生方で組織する
「えりも町生徒指導連絡協議会」
では、
「いじめ撲滅」
の標語募集の活動を 24 年度から実施し本年度で３
回目となります。特に、昨年の 25 年度は、
「いじめ
ゼロ」をめざして企画しました。
本年度は、児童生徒に「いじめ撲滅、ネットトラ
ブル根絶」を呼びかけて、町内の小学生 297 名、中
学生 118 名、高校生 128 名の 415 名が標語に参加し
ました。

児童生徒諸君が考えたすばらしい標語を紹介
○小学生の部
《最優秀賞》
（３～６年）
３年 杉田帆乃佳（えりも小） あいさつは みんなのえがお ふやすもの
４年 横濵涼哉（えりも小）
あいさつは なかがよくなる おまじない
５年 大坂幸来（えりも小）
ことばはね はりにもなるし くすりにも
６年 神元歩果（えりも小）
一歩ひき 相手の気持ち 考える
《優秀賞》
３年 石黒穂乃華（えりも小） いじめはね 友だちなくす 一つだよ
杉本沙弥（東洋小）
全員で にこにこえ顔 大切に
４年 佐々木智美（えりも小） あいさつは 絆をふかめる 一歩だよ
大橋一輝（庶野小）
いじめはね やった自分も 不安だよ
５年 岩間夕妃乃（えりも小） 勇気出し 声をかけよう 自分から
石川雄登（えりも岬小） つくろうよ みんなのきずな いつまでも
６年 小野寺優月（えりも小） すなおにね ごめんのことば つたえよう
杉本夏美（東洋小）
友だちと 楽しい会話で いじめなし
○中学生の部
《最優秀賞》
１年 佐々木琉来
そのいじめ 止める勇気と 言う勇気
２年 沼舘思佳
友達は 自分の中の 宝物
３年 菊地 唯
文字だけで 伝わる気持ちは きっとない
《優秀賞》
１年 徳光見高
大丈夫？ その一言で 心明るく
渋田侑奈
いじめはね 傷あと消えない 鋭い刃物
２年 堤 雅弥
トラブルが 起きる前に 確認だ
佐藤詩音
気付いてる 相手はとても やな気持ち
３年 小山内望美
気付きたい 周りの人の ＳＯＳ
髙橋京祐
やめようと 一言いえる 勇気だせ
○高校生の部
《最優秀賞》
１年 銅谷美和
本当に 伝える相手は ネット上？
２年 川村拓海
いじめはね ひとの心を やみにする
３年 小島悠華
本当の 強さは相手を 守ること
《優秀賞》
１年 石川綾乃
聞いてみて 画面じゃなくて 心の声
上山留奈
気をつけよう 他人が傷つく 書き込みは
２年 野阪駿壱
消えないよ 一生残る 深い傷
長内伸平
消えないよ 軽い気持ちで つけた傷
３年 小助川涼輔
キーボード 押した指先 悪の影
東山伶奈
心には 絆創膏が 使えない

「チームえりも」で一丸となって、
「ＫＴＳの誓い」等、服務規律の徹底
（キーワード 町民からの信頼）
全道においては、これまでも教職員の不祥事が後
を絶たない状況にあり、特に、交通違反や体罰など
は大きな社会問題となっています。
平成 25 年度の全道の状況（公立）を見ますと、交
通違反では、飲酒運転１件、速度違反 53 件、人身事
故等 16 件の 70 件となっています。
また、体罰では、小学校 14 件、中学校 18 件、高
等学校 10 件、特別支援学校４件の 46 件発生してい
ます。24 年度の 198 件に比べると昨年度は大幅に減
少状況となっていますが、今後も憂慮すべきことと
考えています。
えりも町では、昨年度から小・中学校、高校の教
職員の皆さんが交通安全（Ｋ）
、体罰（Ｔ）
、セクシ
ャルハラスメント（Ｓ）等を「ＫＴＳの誓い」とし
て、各学校が署名や捺印等を行って互いに戒めよう
とする行動を起こしています。
その誓いは、職員室などに掲示したり、月に一回
復唱するなど、各学校が意識の高揚を図る取組を行
っています。

「ＫＴＳの誓い」の取組
平成 26 年度
えりも町立えりも小学校
信頼される教職員であるために
私たちは教育基本法第９条に基づき、自己の崇
高な使命を深く自覚し、
絶えず研究と修養に励み、
み、その職責の遂行に努めます。
■ 児童一人一人を大切にし、児童理解に努め、
適切な指導を行います。
■ いかなるときも安全運転に努め、
交通ルール
ルを守ります。
■ 性的言動で不快にさせたり、
傷つけたりする
ることのないように徹底します。

平成 26 年度

えりも町立笛舞小学校
ＫＴＳの誓い
～教育公務員として信頼に応えるために～
■ 交通違反・交通事故は起こしません。
■ 体罰は絶対にしません。
■ セクハラ行為は絶対にしません。

信頼される教職員であるために
私たち東洋小学校職員は、教育公務員であること
を自覚し、信頼される教職員であり続けるため、次
のことを誓います。
一 被害者の心を傷つけるわいせつ・セクハラ行
為は絶対に行いません。
一 相互管理を徹底し、金銭事故を起こしませ
ん。
一 学校教育法で禁止されている体罰は、絶対に
行いません。
一 個人情報の扱いは慎重に行い、管理を徹底し
ます。
一 運転するときは人命尊重を意識してマナー
を守り、常に交通法規を遵守します。また、飲
酒運転は絶対に行いません。
えりも町立東洋小学校
ＫＴＳの誓い徹底宣言
私たちえりも中学校職員は、公立学校職員として
の自覚を持ち、 Ｋ‐交通違反 Ｔ‐体罰・不適切
な指導 Ｓ‐セクハラ行為 の根絶を宣言いたし
ます。
一．安全速度を遵守します
一．歩行者の安全確保を最優先します
一．交差点では必ず安全確認をします
一．飲酒運転は絶対にしません
一．体罰は絶対にしません
一．セクハラ行為・わいせつ行為は絶対にしませ
ん
えりも中学校 職員一同

ＫＴＳの誓い
～信頼される教職員であるために～
私たち庶野小学校職員は、教育公務員であること
を自覚し、信頼される教職員であり続けるために、
次のことを誓います。
１ 車の運転は交通規則を必ず守り、安全に行い
ます。
２ 児童に対する指導において、児童の心や身体
を傷つける（とみなされる）指導・行為は絶対
行いません。
３ 常に複数での相互管理を徹底し、金銭事故を
未然に防ぎます。
４ 「庶野小学校」個人情報の取扱規則を遵守し、
個人情報を慎重に扱い、情報の漏えいを未然に
防ぎます。
５ 被害者の心を傷つけるわいせつ・セクハラ行
為は絶対行いません。
えりも町立庶野小学校
宣 誓 書
私たちは、子どもたちに範を示す立場であること
自覚し、社会からの信頼に応えるべく次のことを遵
守します。
１ 交通違反、交通事故を起こさないよう安全運
転に努めます。
２ セクシャルハラスメント、パワーハラスメン
トを起こしません。
３ こどもの人権を尊重し、体罰は絶対に行いま
せん。
４ 金銭事故を起こさないよう通帳・印鑑・諸帳
簿を厳重に管理します。
５ 情報漏洩を起こさないよう個人情報を校外
へ持ち出しません。また第三者への情報提供を
行いません。
えりも町立えりも岬小学校教職員
○えりも高校の「北海道えりも高等学校の教職員交
通安全宣言」は、紙面の都合上、11 月号に掲載し
ます。

