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いじめ・自殺防止国民運動本部
検索検索再チャレンジ東京

お問い
合わせは

「命を守る道徳特別授業」を受けた感想から

ただ今好評販売中。当NPO既刊

　このところ、各地で子供たちのいじめによる「自殺」や
「虐待」事件が相次ぎ、政府もあわてて法律を作るなど、
また教育委員会などは第三者機関の設置など多忙を極
めています。
　私たちは、重大事件が起きてから第三者委員会を設
置しても、亡くなった児童は帰ってこないから「いじめ・自
殺」は「予防」が一番大事であると４年間、東京都と共催
(後援＝文部科学省)で活動を進めてまいりました。これま
で４０校を超す学校で一万人の児童と保護者が受講し
ています。
　何時、どこで事件が起きても不思議でない状況が続い
ています。お早目に「命を守る道徳特別授業」の実施に
ついてご相談ください。

 児童・生徒の自殺問題に詳しい新井肇・関西外国語大
教授（生徒指導論）は「子どもの自殺を少しでも減らすた
めには、自殺予防教育を進め、学校と遺族が子供の自殺
の原因を一緒に考えるような環境作りが必要だ」と指摘し
ています。（11月24日付　毎日新聞社会面から）
　授業の内容や児童・保護者の声は「再チャレンジ東
京」のホームページをご覧ください。

重大事態が起きる前に。

◎保護者・法政大学教授　宮川路子氏
　現在、栄養療法に力を入れている医師とし
て、ビタミンやミネラルが不足して、いじめや虐待
が起こる現状から、もっと予防に特化した、こう
した授業を多くの人に聞いてほしいと思いました。
◎青梅市立河辺小学校　U保護者
今回初めて道徳授業地区公開講座に参加させていただ
き、あのような講座は子供たちに響き、是非、毎年行ってほし
いと思いました。
◎青梅市立河辺小学校6年　A君
僕は授業を聞いて、改めて命の大切さがわかりました。いじ
めをしている人を見たら、今度は「やめて」と声をかけます。
◎青梅市立河辺小学校6年　K君
僕は死にたいと思ったことがあったが、授業を受けて、命の
大事さがわかったので、もう生きてゆくことにしました。

◎新宿区立富久小学校6年　O君
授業を聞いて、ミネラルが不足するとイライラやパニックになる
ことがわかり、これからは煮干しやナッツなど、ミネラルをたくさ
ん取ろうと思いました。
◎墨田区立隅田小学校5年　Hさん
作文の朗読を聞いて『命の大切さ』「自分は一人じゃない」
など、いろんなことを感じました。いままで「いじめ」はどんなも
のかがわかりませんでしたが、「いじめ」とはどんなもので、い
じめをされている人の気持ちがよくわかりましたので、悩んで
いる人の味方になりたいです。

　第6回を迎えた「いじめ・自殺防止」コンテストの審査発表会なら
びに表彰式が2月17日夜、東京・中央区の日本橋社会教育会館
ホールで、盛大に開かれました。今回の標語の選出は会場に来られ
た参加者が投票するとあって、これまでにない多くの参加者であふ
れました。
　初めに平林理事長があいさつで、「今日は普段学校で行ってい
る『命を守る道徳特別授業』を再現します」とあいさつ。
　続いて、プロジェクターから写し出される画像に従い、参加者を生
徒に見立てた神雅気の高谷秀司・小川紗綾佳さんの「飛べない小
鳥」の歌に始まり、「食とこころの健康」について国光美佳先生が解
説しました。
　続いて歌手のアグネス・チャンさんがビデオメッセージを寄せ、「自
分は11年前に乳がんになり、命について真剣に考えた。一番の基
本、大きな力は愛することだ。あなたの愛を待っている人がいっぱい

いる。互いに愛し合い、思いやりのある社会を築いてゆきましょう」と
呼びかけました。
　来賓を代表して鼓の重要無形文化財総合指定保持者である
大倉正之助氏が鼓の演奏をしてあいさつ。続いて表彰に移り、部
門ごとに参加している方々に賞状と盾などが、審査委員長の松本
零士氏から手渡されました。
　この後、作文で最優秀賞を獲得した１４歳の大脇草平さんが作
文を書いたいきさつについて解説。大きな拍手の中、標語投票の集
計がまとまり、29作品から最優秀賞が４点発表になりました。
　最後に、楽曲で最優秀賞を獲得した京都から来た櫻井幹也さん
が「帰り道」「NoNoNo愛だけあればそれでいいよ　NoNoNo君だ
けいればそれでいいよ」を熱唱して、9時前に審査発表会・表彰式
は終わりました（各受賞者の作品等は次頁に掲載しています）。

日本を救うカギは「食」の改善にあった！

日本の危機を突き止めた待望の１冊！！
代金後払いで発送致します。詳細は03-3207-7566迄
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　A5版　定価 600円（税込）

平林 朋紀・編著
NPO法人「再チャレンジ東京」、
いじめ・自殺防止国民運動本部理事長

少子化・うつ、増え続ける「がん」と認知症、子どもたちの10人に1
人が発達障害のレッテルを張られ、若年層の自殺も深刻です。そ
の原因を探ってゆくと、毎日食べている「食」に突き当たります。
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◆審査委員
委 員 長：松本零士（漫画家）
審査委員：真下麻里子（弁護士）
　　　　　谷合　規子（ノンフィクション作家）
　　　　　長倉　淳子（おはなしはらっぱ代表）
　　　　　木崎　克昭（教育評論家）
　　　　　高谷　秀司（ギタリスト）

◇最優秀賞　　　
　拝啓いじめられている君へ
 端田いえもる

　乗り越えた後の経験
 大脇　草平

　出会いが教えてくれたこと　
 山本　桜子

　辛くても生きることが復讐
 益本　紀穂

◇特別賞　
　「いじめ」を出さない学級集団づくり
 小川　正人
　いじめに有効なカウンセリング
 西野　正信

◇入賞　
　シュタイナーの地質学が子供を救う 大坪　　仁

　哲学探究の旅に出よう 中村　雅也

　先生が変われば生徒も変わる 麓　　俊貴

　いじめに勝には負けない愛 林　　素良

　お願い生きてください 織田　裕子

　自分の心を守るために もくれ ん

　職場ハラスメントをなくすには 保坂　　剛

　なかよしプリン 豊崎　朋子

　２８歳の新生児 上村　知世

　拝啓あなたへ 町田　ゆき

◇最優秀賞
①逃げていい　その先広がる　未来へと
 坂本　洋一
②いじめはね、軽い気持ちで重い罪　
 榊原　和行
③嫌なこと、しない、させない、見逃さない　
 松本ひろみ
④どう思う？自分がそれを言われたら　
 いちごサラダ
◇優秀賞　　
　SOS　気づくやさしさ　より添う強さ 
 脇本　啓子
　ちょっと待て　君の味方はきっといる　　
 服部　浩子
　「冗談のつもり」で命、奪うかも　
 柴田　誉雄
　言葉は凶器　人の心に突き刺さる　
 鳥羽　亮介
　今欲しい！あなたの優しさ　思いやり　
 森山　　勉
　声かけて　ふれあう心が　断ついじめ
 福島　進一
　いじめてる君が自分をいじめてる
 福本　　泉

◇入賞
　君のいまつつみかくさず　出す勇気 福島　　健

　勝てなくてもいいよ　負けないで 中村　　宏

　見逃すな　小さなサイン　いじめの芽 梅津　康治

　言葉は　人を殺すことも救うこともできる M ・ H　

　「耐える」から「逃げる」勇気も必要だ 石井　文乃

　いじめっ子　実は強がり　淋しい子 湯浅　　弘

　逃げてもいいよ 嫌なこと 守ろう 自分の命と心 宮園　真一

　本当に面白い？  僕は痛くて悲しい 實森　真琴

　いじめはね　言うとやばい　おこられる S ・ S　

　君の使命は生きることにある 細江　美幸

　いじめはね　心を汚す　毒薬だ 横溝麻志穂

　その一言　救うか　傷つけるか　貴方次第 伊藤　里采

　みんなで無くそう　いじめの芽 松岡　秀樹

　打ち明けて　きっと　扉　開くから 堀内　知佳

　考えて　ひとの気持ち　その言葉 ハ　ル　カ

　負けないで　敵も味方も　あなた次第 正能　佳苗

　逃げていいんだ。道は無限にあるから ぴよぴよこ

　戦わず　逃げることも　強さだ 和田　裕史

ポスター部門

ゆるキャラ部門 楽曲部門

最優秀賞① 松岡　光雄

優秀賞② 柏木　勇三
優秀賞③ 清水　　豊
優秀賞④ 池田　克也
優秀賞⑤ 平形　康平
優秀賞⑥ 大橋　一久

最優秀賞①No No No 櫻井　幹也

優秀賞②青い睡蓮 森崎　　都
優秀賞③イメージ 杉山健太郎
優秀賞④大きくなったきみへ 渡部佐智子、やぶきごう
優秀賞⑤いじめという言葉をこの世から吹き飛ばしてしまおう 原山　　聡

①

②

③

④

⑤

標語部門

作文部門

京都から駆け付け、フリー
でライブ活動を続ける櫻
井さんは、「顔色一つ変え
ないでニュースキャスタ
ーが僕らに伝えている、今
日も戦場で少年が泣いて
いますと・・・」お金や物がい
くらあっても一人では生き
られない、愛が必要だと櫻
井さんは感動的な声で歌
いました。

楽曲部門で最優秀賞の櫻井幹也さん

新設
部門

最優秀賞① 　林　祥平
最優秀賞② 乃瀬　匠

最優秀賞③ 前川雅美

最優秀賞④ 石澤修一

①
②

③

④

※ポスター部門最優秀賞①②③、および標語部門最優秀賞①②
③は印刷され、都内の小・中・高校2,165校に配布されます。

第6回「いじめ・自殺防止」作文・標語・ポスター・ゆるキャラ•楽曲コンテスト審査結果発表■共催：東京都 ■後援：文部科学省
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優秀賞⑤いじめという言葉をこの世から吹き飛ばしてしまおう 原山　　聡

①

②

③

④

⑤

標語部門

作文部門

京都から駆け付け、フリー
でライブ活動を続ける櫻
井さんは、「顔色一つ変え
ないでニュースキャスタ
ーが僕らに伝えている、今
日も戦場で少年が泣いて
いますと・・・」お金や物がい
くらあっても一人では生き
られない、愛が必要だと櫻
井さんは感動的な声で歌
いました。

楽曲部門で最優秀賞の櫻井幹也さん

新設
部門

最優秀賞① 　林　祥平
最優秀賞② 乃瀬　匠

最優秀賞③ 前川雅美

最優秀賞④ 石澤修一

①
②

③

④

※ポスター部門最優秀賞①②③、および標語部門最優秀賞①②
③は印刷され、都内の小・中・高校2,165校に配布されます。

第6回「いじめ・自殺防止」作文・標語・ポスター・ゆるキャラ•楽曲コンテスト審査結果発表■共催：東京都 ■後援：文部科学省
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いじめ・自殺防止国民運動本部
検索検索再チャレンジ東京

お問い
合わせは

「命を守る道徳特別授業」を受けた感想から

ただ今好評販売中。当NPO既刊

　このところ、各地で子供たちのいじめによる「自殺」や
「虐待」事件が相次ぎ、政府もあわてて法律を作るなど、
また教育委員会などは第三者機関の設置など多忙を極
めています。
　私たちは、重大事件が起きてから第三者委員会を設
置しても、亡くなった児童は帰ってこないから「いじめ・自
殺」は「予防」が一番大事であると４年間、東京都と共催
(後援＝文部科学省)で活動を進めてまいりました。これま
で４０校を超す学校で一万人の児童と保護者が受講し
ています。
　何時、どこで事件が起きても不思議でない状況が続い
ています。お早目に「命を守る道徳特別授業」の実施に
ついてご相談ください。

 児童・生徒の自殺問題に詳しい新井肇・関西外国語大
教授（生徒指導論）は「子どもの自殺を少しでも減らすた
めには、自殺予防教育を進め、学校と遺族が子供の自殺
の原因を一緒に考えるような環境作りが必要だ」と指摘し
ています。（11月24日付　毎日新聞社会面から）
　授業の内容や児童・保護者の声は「再チャレンジ東
京」のホームページをご覧ください。

重大事態が起きる前に。

◎保護者・法政大学教授　宮川路子氏
　現在、栄養療法に力を入れている医師とし
て、ビタミンやミネラルが不足して、いじめや虐待
が起こる現状から、もっと予防に特化した、こう
した授業を多くの人に聞いてほしいと思いました。
◎青梅市立河辺小学校　U保護者
今回初めて道徳授業地区公開講座に参加させていただ
き、あのような講座は子供たちに響き、是非、毎年行ってほし
いと思いました。
◎青梅市立河辺小学校6年　A君
僕は授業を聞いて、改めて命の大切さがわかりました。いじ
めをしている人を見たら、今度は「やめて」と声をかけます。
◎青梅市立河辺小学校6年　K君
僕は死にたいと思ったことがあったが、授業を受けて、命の
大事さがわかったので、もう生きてゆくことにしました。

◎新宿区立富久小学校6年　O君
授業を聞いて、ミネラルが不足するとイライラやパニックになる
ことがわかり、これからは煮干しやナッツなど、ミネラルをたくさ
ん取ろうと思いました。
◎墨田区立隅田小学校5年　Hさん
作文の朗読を聞いて『命の大切さ』「自分は一人じゃない」
など、いろんなことを感じました。いままで「いじめ」はどんなも
のかがわかりませんでしたが、「いじめ」とはどんなもので、い
じめをされている人の気持ちがよくわかりましたので、悩んで
いる人の味方になりたいです。

　第6回を迎えた「いじめ・自殺防止」コンテストの審査発表会なら
びに表彰式が2月17日夜、東京・中央区の日本橋社会教育会館
ホールで、盛大に開かれました。今回の標語の選出は会場に来られ
た参加者が投票するとあって、これまでにない多くの参加者であふ
れました。
　初めに平林理事長があいさつで、「今日は普段学校で行ってい
る『命を守る道徳特別授業』を再現します」とあいさつ。
　続いて、プロジェクターから写し出される画像に従い、参加者を生
徒に見立てた神雅気の高谷秀司・小川紗綾佳さんの「飛べない小
鳥」の歌に始まり、「食とこころの健康」について国光美佳先生が解
説しました。
　続いて歌手のアグネス・チャンさんがビデオメッセージを寄せ、「自
分は11年前に乳がんになり、命について真剣に考えた。一番の基
本、大きな力は愛することだ。あなたの愛を待っている人がいっぱい

いる。互いに愛し合い、思いやりのある社会を築いてゆきましょう」と
呼びかけました。
　来賓を代表して鼓の重要無形文化財総合指定保持者である
大倉正之助氏が鼓の演奏をしてあいさつ。続いて表彰に移り、部
門ごとに参加している方々に賞状と盾などが、審査委員長の松本
零士氏から手渡されました。
　この後、作文で最優秀賞を獲得した１４歳の大脇草平さんが作
文を書いたいきさつについて解説。大きな拍手の中、標語投票の集
計がまとまり、29作品から最優秀賞が４点発表になりました。
　最後に、楽曲で最優秀賞を獲得した京都から来た櫻井幹也さん
が「帰り道」「NoNoNo愛だけあればそれでいいよ　NoNoNo君だ
けいればそれでいいよ」を熱唱して、9時前に審査発表会・表彰式
は終わりました（各受賞者の作品等は次頁に掲載しています）。

日本を救うカギは「食」の改善にあった！

日本の危機を突き止めた待望の１冊！！
代金後払いで発送致します。詳細は03-3207-7566迄

「幸せ」は「食」にあり
＝日本の危機を救う正しい「食」と「心」＝
「幸せ」は「食」にあり
＝日本の危機を救う正しい「食」と「心」＝

　A5版　定価 600円（税込）

平林 朋紀・編著
NPO法人「再チャレンジ東京」、
いじめ・自殺防止国民運動本部理事長

少子化・うつ、増え続ける「がん」と認知症、子どもたちの10人に1
人が発達障害のレッテルを張られ、若年層の自殺も深刻です。そ
の原因を探ってゆくと、毎日食べている「食」に突き当たります。

標語は参加者が投票で選びました
初めての楽曲も３５人が応募

標語は参加者が投票で選びました
初めての楽曲も３５人が応募
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ＴＥＬ．（０３）３２０７‐７５６６　
FAX.03-3207-3655　担当:平林

〒160-0022 東京都新宿区新宿６‐２８‐８　ラ・ベルティ新宿９０２　Mail:nposai@1226.or.jp　

表彰式のあと松本零士先生を中心に記念撮影

じめによる「自殺」や 児童生徒の自殺問題に詳しい新井肇関西外国語大

。いじめ・自殺防止教育を！いじめ・自殺防止教育を！いじめ・自殺防止教育を！、、、、、、、、、、

いじめ・自殺のない国をめざしていじめ・自殺のない国をめざして
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