
滋賀県教育委員会

  このリーフレットは、この春、中学校に入学されるお子さまに、有意義な学校生活を送って
いただくことを願い、保護者のみなさま向けに作成したものです。
　本格的に思春期を迎える中学生の特徴や学校での生活を理解し、お子さまとの関わり方
や困った時の参考にしていただきたいと思います。

～お子さまとの関わりについて考えてみませんか～

新中学生の保護者のみなさまへ新新新新新新新新新新新新新中中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学学学学生生生生生生生生生生生生生生生生新新新新新新新新新中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学生生生生生生生生生生生生新新新新新新新新中中中中中学学学学学学学生生生生生生生生生生生生新新新新新新新新中中中中中中学学学学学学学生生生生生生生生生生生生生生生新新新新新新新中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学生生生生生生生生生生生生生生生のののののののののののののののののののののののの保保保保保保保保保保保保保保保保護護護護護護護護保保保保保保保保保保保保保保護護護護護護護護保保保保保保保保保保保保護護保保保保保保護護護護護保保保保保保保保保護護護護護保保保保保保保保保保護護護者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者のののののののののののののののののののののみみみみみみみみみみみみみみみみなななななななななななななななななさささささささささささささささままままままままままままままままへへへへへへへへへへへへへへへへみみみみみみみみみみみみみみみみななななななななななさささささささささまままままへへへへへへへへへへへへへへへみみみみみみみみみみみななななななななななななななななさささささささささささままままままままままへへへへへへへへへへへへへへへみみみみみみみみみみみみなななななななさささささささささささささまままへへへへへへへへへへへへへへへ新中学生の保護者のみなさまへ 保 存 版



小学校と中学校の交流が進められています！小学校と中学校の交流が進められています！

さあ！中学校での新たな生活が始まります。さあ！中学校での新たな生活が始まります。

　中学校の先生が小学校へ出向いて授業を行ったり、小学生が中学校の教室で授業を受けたり、部活動や児童
会・生徒会活動において小学生と中学生が一緒になって活動したりするなど、小学生が中学校への不安を解消し
期待と希望を持って入学できるよう、各校で様々な取組が進められています。

・小学校で学んだことをもとにして、さらに発展的な学習を行います。
・教科ごとに先生が変わります。・教科ごとに先生が変わります。

学習
について

・生徒会活動や委員会活動等を通して、自治の力を養います。
・体育大会や文化祭、宿泊体験学習等様々な行事が開催されます。

力を養います。
事が開催されます。

生徒会活動や委員会活動等を通して、自治
・体育大会や文化祭、宿泊体験学習等様々な

体育大会 文化祭

生徒会
活動
や
行事
について

・運動部と文化部があります(学校により設置が異なります)。
・一人ひとりの個性を伸ばし、自主性を育て、豊かな人間関係を育みます。

運動部 文化部

部活動
について

・１年生から計画的に進路学習を行います。
・職場体験学習や高校の体験入学などもあります。
・将来の自分の生き方を考え、自分に合った進路が選択できるよう、学習します。

進路選択
に向けて

中学生チャレンジウィーク（職場体験）① 中学生チャレンジウィーク（職場体験）②

授業風景 理科の実験



中学生になる子どもたちとの接し方とは…？中学生になる子どもたちとの接し方とは…？

　中学生は、「思春期」まっただ中です。「思春期」とはホルモンの分泌が活発になり、体だけでなく心
にもいろんな変化が見られます。心の不安定さを抱えつつも大きく成長する時期です。

①“自分さがし”をする時期です。

　「自分とは何か。」を考え、周囲と自分とを比較することで「自分」を確かめようとする時期です。そ
の中で自分と他人との違いに気づき、優越感や劣等感、自己嫌悪の中で揺れ動き、不安定になることが
あります。

②大人（保護者）との距離を置き始める時期です。

　まだまだ大人（保護者）に頼りたいという思いと、大人（保護者）から離れ、自分でやってみたいとい
う思いが葛藤する時期です。そのため、ときには大人（保護者）に反抗し、無視・反発等の言動に出るこ
ともあります。

③友達が一番大切な時期になります。

　小学校では、保護者に相談する機会が多くても、中学校では友達への相談が多くなる傾向がありま
す。保護者の言うことよりも、友達の言うことの方が大切に思えることもあります。

◆体と心の成長◆体と心の成長

　子どもとの会話が少なくなることは、保護者にとって大変寂しいことです。また、時には子どもが
無視や反発をすることもあります。保護者としては、このような態度を見て戸惑うこともあります
が、子どもの成長と受け止め、その成長をしっかり見守ることが大切です。
　子どものことがわからなくなり、不安になると、つい問いただすような態度になったり、無関心な
態度をとったりしがちになりますが、以下のポイントを参考にしてしっかりと見守ってあげてください。

◆思春期の子どもに対する保護者の対応 ◆思春期の子どもに対する保護者の対応 

　・あいさつや他愛のない会話を大切にしましょう。
　・子どもの言葉を、目を見てしっかり受けとめましょう。

○親子のコミュニケーションを大切にしましょう。

　・家族の団らんの時間を大切にしましょう。
　・家庭内行事を大切にして、家族の一員としての絆を大切にしましょう。

○温かい家庭の雰囲気を大切にしましょう。

　・人と比べることなく、その子の良いところを積極的にほめましょう。
　・社会のルールに反するような言動には、厳しく「ＮＯ」と言いましょう。

○優しさと厳しさのバランスをとって見守りましょう。



不登校の早期発見チェックポイント

　図のように、不登校は中学１年で大きく増
加しています。この時期は、学習内容や学習
方法、新たな人間関係など、環境が大きく変
化すると同時に、思春期特有の不安定な時
期でもあります。
　お子さまのちょっとしたサインに気づくこ
とが大切です。気になることがありましたら
早めに学校に相談してください。

朝起きるのが遅くなり、ふとんからなかなか出てこない。
着替えやトイレに必要以上に時間をかける。　　　　　　　　　　   
朝食の時、表情が暗かったり、食が進まなかったりする。　　　   　　
登校時間になると、頭痛、腹痛、発熱などを訴える。　　　　　   　　
月曜日や休み明けなど、特定の曜日に学校に行きたがらない。   　　
夕方や休みの日になると、活動が活発になる。　　　　　　　   　　
夜遊び、夜ふかしが増え、朝起きられないことが多くなる。　   　　　
学校や勉強のことを言うと、ひどく不機嫌になる。　　　　　   　　
部屋に閉じこもりがちになる。　　　　　　　　　 　            　　
わざと憎まれ口をきいたり、嫌がることをしたりするようになる。
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中学生になると不登校になる生徒が増える
と聞きましたが、本当ですか?Q1

A

中学生との関わり方　Q＆A

（専門的な相談機関については裏面に掲載してあります。）

子どもがいじめにあった場合は、
どうすればいいのでしょうか?Q2

　いじめの問題は、できるだけ早期に発見して早期に対応することが大切です。お子
さまがいじめを訴えてきた時には、まず、じっくり話を聞きましょう。そして、お子さま
の思いをしっかりと受け止めてください。じっくりと丁寧に聞くことで、お子さまに安
心感を与えてください。その後、早めに担任の先生を通して学校に相談してくださ
い。何よりも早めの相談が大切です。
　２４時間いじめ相談電話（０５７０－０７８３１０）を設置するなど、県や市町でも様々な相
談に応じています。お気軽にお問い合わせください。
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　県教育委員会では平成１８年１１月から、県内の小・中学校、高等学校の児童会・生徒

会代表、ＰＴＡや子ども会の代表、校長会代表などの委員からなる「いじめ対策チーム」

（現在の「子どもによる滋賀県いじめ対策チーム」）を立ち上げ、いじめ問題の解決に向

け、毎年会議を開催し検討、協議しています。そして、「ストップいじめアクションプラン」

を作成し、定期的にその見直しを行っています。 検索ストップいじめアクションプラン

いじめをしない、させない、見逃さないためにも
どのように自分の子と接することが大切でしょうか？Q3

　自分の子どもがいじめられることになっても、また逆にいじめる側になったとして
も、保護者としては大変不安な気持ちになります。日頃からどのように子どもと接し
ていれば、いじめる側にもいじめられる側にもならないのでしょうか。
　いじめをしない、させない、見逃さないためにも、保護者としてアクションを起こし
てみましょう。

①我が子の声をじっくり聴く。
②我が子を見守り、理解する。
③ダメなことはダメ、できないことはでき
　ないとはっきり言う。

④生活習慣を規則正しくする。
⑤子どもの自立心を育む。
⑥学校と協力して解決にあたる。
⑦ＰＴＡ活動を推進する。

A

いじめの早期発見チェックポイント
表情がさえず、おどおどした様子が見られる。
持ち物をひんぱんになくしてくる。
教科書やノートにいたずらをされて帰ってくる。
いろいろと理由をつけて、お金をたびたび要求する。
衣服を汚してきたり、あざや傷をつけてきたりする。
家族のささいな言葉にイライラしたり、反抗したりする。
登校をしぶったり、早退や欠席したりすることが多くなる。
家族を避け、何か隠しているような気配が感じられる。
ＴＶゲームなどの一人遊びに夢中になり、外出が少なくなる。
よく電話がかかってきて、困っている様子がうかがえる。
体のあざや傷を隠すためお風呂に入るのを嫌がるようになる。
学習意欲をなくし、学校の成績が急に悪くなる。
頭痛・腹痛などをよく訴えるが、特に異常がない。
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仲間に入れず、一人でポツンと過ごすことが多い。
遊びの中で笑いものにされたり、からかわれたりする。
近所の年下の子どもとしか遊べなくなる。
ゲームコーナーなどでお金をよく使う。
一人で掃除や後片づけをさせられることが多い。
自転車など個人の持ち物にいたずらされる。
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～家庭で～

～地域で～



スマートフォン（携帯電話）を持ちたい
と言ってきましたが、どう対応したらいいのですか？Q4

　スマートフォン（携帯電話）は、学校における教育活動に直接必要のないものであり、
中学校においては、学校へ生徒がスマートフォン（携帯電話）を持ち込むことは原則禁止
です。また、スマートフォン（携帯電話）を持ったことで、友だちとのトラブル、個人情報の
流出、迷惑なメールの受信、高額な請求等、思って
もいないことに悩む場合があります。
　まずは、本当に必要かどうか、お子様と十分に話
し合いましょう。しかし、それぞれのご家庭の事情
で持たせなくてはならない場合もあるかもしれま
せん。持たせるとしても保護者の責任の下、それら
の危険性を理解したうえで、家庭でのルールを作る
ことが大切です。

A

Q5

A

　ゲームにSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス）、いろいろなことができ、子ども達を夢中にさせてい
るスマートフォン（携帯電話）。寝るために布団に入って
も手放せなかったり、歩きながら、あるいは自転車に乗
りながら操作したりしてしまうことも
あります。自分も危険であり、周りの人
にも迷惑をかけてしまいます。
　ネットばかりで大切なものを失わな
いように気をつける必要があります。

スマートフォン（携帯電話）を持たせる場合、
どんなことに気をつければいいでしょうか？

スマートフォンはこんなところに気をつけましょう!!
眠れない？それってネット依存かも！

　SNSは誰でも手軽に使えるので、情報発信や情報交換
の場として世界中の人が利用しています。そこには「いい
人」も「いい人の仮面をかぶった悪い人」もいます。それ
をやりとりの中から見抜くのはとても難しいことです。見
知らぬ人とのやりとりの中でプライベートな情報が知れ
渡ってしまうこともあります。個人的に自分の個人情報
や写真を送ったり、直接会ったりすることは大変危険で
す。実際に事件や犯罪に巻き込まれてしまっている子ど
もも大勢います。

その人は誰？SNSの出会いに注意！

　それほど悪気がなくても、人の悪口は書かれた人にとっ
ては想像以上につらいものです。いじめられた人は学校
に行けなくなったり、死んでしまいたくなるほどつらい
思いをしたりします。実際に命を落としてしまった人も
います。書き込んだ方もネットで身元を調べられて責任
を追及されることもあります。自分が書いたことがばれ
ないと思っていても意外と簡単に個人は特定されます。

いじめは最低！
　「注目を浴びたい」「面白いやつだと言われたい」最近
SNSで面白半分の不適切な動画や画像の投稿が目立って
います。一度ネット上に載ってしまった情報
はコピーが繰り返されて拡散し、完全に削除
することは非常に難しいのです。自分のした
ことで家族が巻き添えになるなどたった一
つの投稿で一生後悔することもあります。

絶対ダメ！面白半分の投稿

　「無料で遊べると書いてあったゲームサイトにアクセス
して高額な請求をされた」など自分では気づかないうち
に有料サイトに引き込まれてしまっ
て、多額のお金を払えと脅されるよ
うなこともあります。危険で悪質な
サイトに行ってしまうのを防いでくれ
るフィルタリングがやはり必要です。

多額請求が…フィルタリングが必要！
　アプリの中には無料で利用できるものもありますが、
中には悪質なものもあります。ダウンロードの際、スマー
トフォンの中の位置情報、電話番号、メールアドレス等の
利用者情報が吸い取られてしまう場合があります。

※スマートフォン（携帯電話）の位置情報をオンにした状態で撮
影した写真には、位置情報が記録され、どこで撮影した写真
かということがわかるようになる場合もあります。

アプリが危ない！個人情報が盗まれる！

小６男子   小６女子    中３男子   中３女子    高２男子   高２女子

県内校種別、携帯電話・スマートフォン所持率

持っていない スマートフォン携帯電話 （%）
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平成26年度「子どものインターネット利用実態調査実行委員会」の調査より
（小学生619名、中学生921名、高校生965名　　計2,505名）





滋賀県教育委員会事務局学校教育課 〒520-8577  大津市京町四丁目1-1
TEL 077-528-4580

この印刷物は再生紙を使用しています。

滋賀県内の専門的な相談機関滋賀県内滋賀県内滋賀県内滋賀県内滋賀県内のののの専門的専門的専門的専門的専門的なななな相談機関相談機関相談機関相談機関相談機関滋賀県内の専門的な相談機関
●不登校に関する相談
滋賀県心の教育相談センター ☎ 077-524-8125

●不登校児童生徒の学校復帰に向けた施設
　以下の適応指導教室では、不登校児童生徒を対象に、体験活動や学習補充など、学校復帰に向けた支援を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
設置者 適応指導教室名 電話番号 設置者 適応指導教室名 電話番号
大津市 適応指導教室「ウイング」 077-522-4646 / 077-525-7912 甲賀市 適応指導教室水口教室「ハッピーホーム」【代表】

0748-86-8422
発達支援課

彦根市 適応指導教室「オアシス」 0749-24-0415 甲賀市 適応指導教室甲賀教室「かふかルーム」
長浜市 教育相談室「ひまわり」

【代表】
0749-74-3702
長浜市教育センター

甲賀市 適応指導教室信楽教室「やまびこルーム」
長浜市 教育相談室「あざい」 高島市 教育支援センター「スマイル」 0740-32-3986
長浜市 教育相談室「大地の家」 東近江市 児童生徒成長支援室「オアシス教室」 0748-22-0120
長浜市 教育相談室高月分室「ジョイ」 東近江市 児童生徒成長支援室「チャレンジ教室」 0748-24-5679
長浜市 湖北サテライト教室「みらい」 東近江市 児童生徒成長支援室「さわやか教室」 0748-42-9920
長浜市 木之本サテライト教室「ほっと」 米原市 適応指導教室「みのり」 090-7110-3849
近江八幡市 適応指導教室「よしぶえ」 0748-37-1205 日野町 日野町子育て・教育相談センター 0748-53-3838
草津市 適応指導教室「やまびこ」 077-563-1270 竜王町 竜王町ふれあい相談発達支援センター 0748-58-3741
守山市 適応指導教室「くすのき教室」 077-583-4217 愛荘町 適応指導教室「フレンズ」 0749-37-8056
栗東市 子ども成長支援教室「あいあい」 077-554-6107 甲良町 子ども成長支援教室「なごみ」 0749-38-8003
野洲市 適応指導教室「ドリーム」 077-587-6925 多賀町 多賀町適応指導教室 0749-48-8137
湖南市 ふれあい教育相談室 0748-72-4810

●いじめなど悩みに関する電話相談（子どものための全国統一相談ダイヤルで、24時間対応しています。）
名　　称 時　間 電話番号

「こころんだいやる」　　　　　　　　　　　　　　　　 ９：00～ 21：00
0570 － 0

（なやみいおう）

78310「子どもナイトだいやる」 21：00～翌日 ９：00
※「こころんだいやる」では、077-524-2030でも受け付けています。 

●「いじめで悩む子ども相談員」による電話相談
対　　象 電話番号

県立学校および市町立小中学校でのいじめ相談 077-567-5404
※相談受付時間　平日９:30～18:00（年始年末は除く） 

●各市町に開設のいじめなど悩みに関する相談窓口
名　称 対象地域 電話番号 名　称 対象地域 電話番号

おおつっこほっとダイヤル（いじめ対策推進室）
大津市

0120-025-528  077-528-2830 野洲市ふれあい教育相談センター 野洲市 077-587-6925
おおつ子どもナイトダイヤル 077-523-1501 ふれあい教育相談室 湖南市 0748-72-4810
彦根市いじめ相談ほっとライン 彦根市 0749 -24-7977 高島市教育相談・課題対応室 高島市 0740-32-4406
教育相談室 近江八幡市 0748 -37-8877 米原市子ども電話相談 米原市 0749-55-1186
草津市やまびこ教育相談 草津市 077-563 -1270 日野町子育て・教育相談センター

日野町
0748-53-3838

子ども悩み相談窓口
守山市

077-582-1141 日野町教育委員会 0748-52-6564
守山市教育研究所教育相談 077-583-4237 竜王町ふれあい相談発達支援センター

竜王町
0748-58-3741

栗東市いじめホットライン 栗東市 077-554-0323 竜王町教育委員会 0748-58-3710
育ちと学びの相談窓口 甲賀市 0748-86-8100

●少年非行に関する相談
○少年サポートセンター
（警察の機関で、少年補導職員が中心となって、少年や保護者から非行や犯罪被害等に関する相談を受け、継続的な補導や支援活動を行っています。）

大津少年サポートセンター ☎ 077-521-5735 米原少年サポートセンター ☎ 0749-52-0114
その他、各郡市の少年センター

○あすくる
（専門スタッフ等が非行など社会的不適応を起こしている要因を見極め、少年ごとに立案されたプログラムをもとに継続的に立ち直り支援をしています。）

あすくる大津 ☎ 077-522-3721 あすくる東近江 ☎ 0748-48-6835
あすくる草津 ☎ 077-562-6561 あすくる彦根 ☎ 0749-24-9140
あすくる守山野洲 ☎ 077-583-7474 あすくる長浜 ☎ 0749-74-3366
あすくる湖南 ☎ 0748-77-7053 あすくる高島 ☎ 0740-32-3824
あすくるＨＡＲ（ハル） ☎ 0748-37-8651

●児童虐待に関する相談
緊急24時間対応（県内全域）虐待ホットライン ☎ 077-562-8996 児童相談所全国共通ダイヤル ☎ 0570-064-000
中央子ども家庭相談センター ☎ 077-562-1121 彦根子ども家庭相談センター ☎ 0749-24-3741

その他、各市町の福祉事務所

●発達障害に関する相談
滋賀県総合教育センター ☎ 077-588-2505

●ひきこもり、子ども・若者(思春期・青年期)に関する相談
滋賀県立精神保健福祉センター ☎ 077-567-5058


