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令和元年度 学校いじめ防止基本方針
佐伯市立鶴見中学校

１ 学校いじめ防止基本方針

（１）基本理念

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の

健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体

に重大な危険を生じる恐れがある。したがって、本校は、すべての生徒がいじめ

を行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置する

ことがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生

徒の理解を深めることを旨として、いじめ防止のための対策を行う。

（２）学校および職員の責務

いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことが

できるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止

と早期発見に取り組むと共に、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに

対処し、さらにその再発防止に努める。

２ いじめとは

（１）いじめの定義

いじめとは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している当該生徒と

一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となっ

た生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

（２）いじめに対する基本的な考え方

いじめについての共通理解を図るため、教職員及び生徒に対して、以下の①～⑧

のようないじめ問題についての基本的な認識を持たせる。

①いじめはどの生徒も、どの学校にも起こりえるものである。

②いじめは重大な人権侵害に当たり、人権問題である。人として決して許されない

行為である。

③いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。

④いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。

⑤いじめはその行為の様態により、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に接触する。

⑥いじめは教職員の生徒観や指導のあり方が問われる問題である。

⑦いじめは家庭教育のあり方に大きな関わりを持っている。

⑧いじめは学校、家庭、地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、

一体となって取り組むべき問題である。
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（３）いじめの集団構造と様態

いじめは、「被害者（いじめを受けている

生徒」と「加害者（いじめている生徒」だ

けの問題ではない。周りではやし立てたり、

喜んでみていたりする「観衆」や見て見ぬ

振りをする「傍観者」もいじめを助長する

存在である。周りで見ている生徒達のなか

から、「仲裁者」が現れる、あるいは直接止

めに入らなくても否定的な反応を示せば、「い

じめる生徒」への抑制力になる。

〈いじめ問題対応マニュアルより〉

具体的ないじめの様態は、以下のような

ものがある。

○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる。

○意図的に仲間はずれ・集団による無視をされる

○軽くぶっつかったり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

○金品をたかられる

○金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

○嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

○パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

３ いじめ防止の基本的な方向と取り組み

（１）指導体制、組織体制

①いじめの防止等を実効的におこなうため、次の機能を担う「学校いじめ対策組

織」を設置する。

〈構成員〉 校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、学年主任、

ＳＣ、ＳＳＷ、スクールサポーター等

〈活動〉

ア、いじめ防止基本方針の策定および見直し

イ、いじめの早期発見に関すること（アンケート調査、教育相談等）

ウ、いじめ防止に関すること

エ、いじめ事案に対する対応に関すること

オ、教職員の資質向上のための校内研修（年に複数回行う）

カ、年間計画の企画と実施

キ、年間計画進捗のチェック

ク、各取り組みの有効性のチェック

〈開催〉

年５回（４月、６月、９月、１２月、３月）を定例会として、いじめ事案発

生時は緊急開催とする。
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（２）年間指導計画

月 １年 ２年 ３年 全校一斉

４ 相談窓口の周知 相談窓口の周知 相談窓口の周知 第１回いじめ対策委員会
（年間計画の確認、問題行

自己紹介資料お 動調査結果を共有）
よび面談によっ
て把握された生 自己紹介資料お 自己紹介資料お
徒状況の集約 よび面談によっ よび面談によっ 学校いじめ防止基本方針の

て把握された生 て把握された生 ＨＰ更新
家庭訪問 徒状況の集約 徒状況の集約

５ 情報モラル授業 情報モラル授業 情報モラル授業 Ｐ学共催情報ネットモラル
（インターネッ （インターネッ （インターネッ 講演会（教職員、生徒、保
トの正しい使い トの正しい使い トの正しい使い 護者）
方） 方） 方）

６ 人権教育学級指 人権教育学級指 人権教育学級指 互見授業月間
導（仲間作り） 導（いじめを考 導（同和問題）

える）
いじめに関する いじめに関する いじめに関する 第２回いじめ対策委員会
アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査 （進捗確認及びアンケート

分析）
教育相談 教育相談 教育相談

７ ＱＵ調査 ＱＵ調査

８ 人権作文作成 人権作文作成 人権作文作成 いじめに関わる校内研修

９ 第３回いじめ対策委員会
（状況報告と取組の検証）

１０ 人権作文学級審 人権作文学級審 人権作文学級審 互見授業月間
査 査 査

１１ いじめに関する いじめに関する いじめに関する 文化祭
アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査 Ｐ学共催人権講演会
ＱＵ調査 ＱＵ調査 教育相談 （教職員、生徒、保護者）
教育相談 教育相談 ＱＵに関わる校内研修

１２ 第４回いじめ対策委員会
（進捗確認及びアンケート
分析）

１ 互見授業月間
いじめ・体罰保護者アンケ
ート調査

２ 教育相談 教育相談 教育相談
いじめに関する いじめに関する いじめに関する
アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査

３ 第５回いじめ対策委員会
（アンケート分析、年間の
取組の検証と年間計画の作
成）
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４ いじめ防止の措置

（１）いじめの予防

いじめ問題において、未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには、

前述の２（２）いじめに対する基本的な考え方を認識して、すべての教職員がいじ

めの未然防止に取り組むものとする。

（２）いじめ予防の５つの柱

①人権尊重の精神の徹底

教育、学習の場である学校が、人権尊重の精神がみなぎっている環境であること

が、いじめが起きにくい学校風土の基盤となる。そのため、人権に関する知的理

解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、道徳等のそれぞれの特質に応じて、総

合的に推進していく。

②規範意識の育成

学校や社会のきまり・ルールを守ることの意義・重要性について、学級活動・道

徳、さらに教科、行事等における指導の場を積極的に活用しながら、繰り返し指

導を行うことにより、生徒の規範に対する認識と理解の向上を図る。

③わかる授業の実践

生徒が、授業の中で不安や不満を持つことなく、授業に参加し活躍できる場が設

定されて、達成感や成就感を感じられるように授業改善を進める。そのためにも

すべての教員が授業公開を行って互いの授業を参観し合う互見授業月間を設定

し、学校全体で授業改善に取り組む。

④自尊感情や自己有用感の育成

生徒が、自分の良さに気づき、他者から認められ、他者の役に立っているという

意識を醸成するために、「生徒の居場所づくり」「絆づくり」を進めするととも

に、他者と関わる体験、機会および社会体験などの取り組みを年間計画の中に位

置づける。

⑤ストレスをためさせない教職員の支援

いじめの原因にもなる生徒のストレスやそれをもたらす要因（ストレッサー）等

が存在することに着目し、それらの改善を図ることで、きっかけとなるトラブル

を減らし、エスカレートを防ぐ。また少しくらいのストレスがあっても負けない

自信を育み、他者の尊重や他者への感謝の気持ちを高めることによってストレス

をコントロールできるように支援していく。

（２）早期発見

教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているい

じめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が

求められている。

生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために、休み時間や昼休み、放

課後の雑談等の機会に、生徒の様子に目を配る。また、複数の教職員で的確に関

わりをもち生徒と共に過ごす機会を積極的に設けることが大切である。

担任や教科担当が互いに気になる状況があれば、些細なことでも必ず情報交換

し、生徒への理解を共有することも大切である。
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【具体的な手立て】

①生徒が出すサインを見逃さない高いアンテナによる観察

【欠席、遅刻、元気がない、不調の訴え、持ち物が隠される、一人でいる

おびえている、周りから賞賛や評価を得られない、落書き等】

②定期的ないじめに関するアンケート調査。

③担任と生徒との二者面談による教育相談週間の実施（学期１回）

④ハイパーＱＵの実施。分析し、対策を協議、決定する職員研修会の実施

⑤生徒情報交換会（全職員）の実施（月１回）

⑥いじめ相談体制の整備

ア、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー(以下ＳＣ、ＳＳＷ）

の活用

イ、いじめ相談窓口の設置

⑦いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保および資質の向上

いじめ防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじ

めの防止等に関する教職員の資質向上を図る。

（３）いじめの対応

①いじめに対する措置

ア、いじめに係る相談を受けたり、アンケート調査で発見した場合は、速やかに

対応する。具体的には、管理職に報告し、事実の有無の確認を行う。校長は

「学校いじめ対策組織」を招集する。この際、特定の教職員がいじめに係る

情報を抱え込まないようにしなければならない。

イ、いじめ事案が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するた

め、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への

指導とその保護者への助言を継続的に行う。

ウ、生徒や保護者から「いじめられて重大な被害が生じた」という申し立てがあ

ったときは、重大事態が発生したものと捉え、報告・調査にあたる。

エ、「いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるための必要があると認め

られるときは、保護者と連携しながら、一定期間、別室等において学習を行

わせる措置を講ずる。

オ、いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめ事案に係る情報

や関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

カ、犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警

察署等と連携して対処する。

②いじめられている生徒への対応

いじめた生徒と一定の距離を置くことにより、いじめられた生徒が落ち着いて

教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつく

る。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人（親しい友人や教職員、家

族、地域の人等）と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に

応じて、ＳＣ，ＳＳＷ等の協力を得て対応を行う。そして事実関係を確認の上、

組織的に対応方針を決定し、いじめを受けた生徒を徹底して守り通す。

③いじめている生徒への対応

ア、速やかにいじめをやめさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実確認の

聴取を行う。いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別

に行うなどの配慮をする。
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イ、事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求

めるとともに、継続的な助言を行う。

ウ、いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又

は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。

なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生

徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。

④友人、知人（観衆、傍観者）への対応

ア、いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題と

して捉えさせる。

イ、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、

相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。

ウ、同調したりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍

観者」として行動していた生徒に対しては、そうした行為がいじめを受けて

いる生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤立感、孤独感を強め

る存在であることを理解させる。

エ、「観衆」や「傍観者」の生徒には、いつ自分が被害を受けるかもしれないと

いう不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじ

めは絶対に許されない」「いじめを見聞したら、必ず先生に知らせることが

いじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。

⑤保護者及び関係機関との連携

ア、いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒

とその保護者に対する支援や、いじめを行った生徒の保護者に対する助言を

行う。また、事実確認により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提

供する。

イ、いじめる側の子どもたちのなかには、保護者から十分な愛情を注がれていな

い子も少なくない状況も考えられる。子ども達が出すサインを見逃さない見

守り、「悪いことは悪い」とする規範意識、相手への思いやりの心などを育

てるための啓発活動に取り組む。

ウ、情報モラルを高めるために必要な講演会等を企画し、啓発活動に取り組む。

エ、学校での様子などを、積極的に保護者に連絡したり、相談したりして、信頼

関係づくりに努める。

オ、必要に応じて、関係諸機関の指導助言を受ける。

５ ネットいじめへの対応

（１）ネットいじめの特徴

①不特定多数の者から、特定の生徒に対する誹謗中傷が絶え間なく行われ、また、

誰により書き込まれたかを特定することが困難な場合が多いことから、被害が短

期間で極めて深刻なものとなる。

②ネットがもつ匿名性から安易な書き込みが行われた結果、生徒が簡単に被害者

にも加害者にもなる。

②インターネット上に掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易にできるこ

とから、生徒の個人情報や画像がネット上に流失し、それらが悪用されやすい。
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④保護者や教師などの身近な大人が、生徒たちの携帯端末やインターネットの利用

の実態を十分に把握しておらず、また、保護者や教師により「ネット上のいじめ」

を発見することが難しいため、その実態を把握し効果的な対策を講じることが困

難である。

（２）対応および対策

①ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確

認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協

議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要

な措置を講ずる。

②書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重する

とともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書

き込んだ者への対応については、必要に応じて、大分地方法務局人権擁護課や佐

伯警察署等、外部機関と連携して対応する。

③Ｐ学共催情報モラル研修会の実施（１学期）

生徒、保護者を対象に、携帯端末やインターネットを通じて行われるいじめを防

止し、効果的に対処できるよう啓発活動、学習の機会を提供する。

④学級通信、学校便り等で、ネットいじめやインターネットの上手な使い方などの

正しい知識、家庭でのルールづくりなど情報提供、啓発活動に努める。

⑤情報モラル教育を進めるため、教科「技術・家庭」において、ネットワークと情

報セキュリティについて、安全対策等の必要な知識・能力を学習する機会を設け

る。

６ 重大事態への対応

重大事態とは（法第２８条第１項）

・いじめにより生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認

める時 ：生徒が自殺を企図した場合等

・いじめにより、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある

と認める時 ：不登校の定義を踏まえ年間３０日を目安とし、一定期間連続して

欠席しているような場合などは迅速に調査に着手

＊生徒や保護者からのいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき

：学校が把握していないきわめて重要な情報である可能性があることから、調

査しないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。

①重大事態が発生した旨を、佐伯市教育委員会に速やかに報告する。

②教育委員会と協議の上、当該事案に対処する佐伯市いじめ問題対策委員会を設置

する。構成員は、学校いじめ対策組織＋（弁護士、医師、教育委員会）

③上記組織を中心にとして、事実関係を明確にするための調査を実施する。

②上記調査結果について、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の

必要な情報を適切に提供する。
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