
国東市立武蔵西小学校 「学校いじめ防止基本方針」 平成３１年度 

 

１．学校いじめ防止基本方針の意義と内容 

 いじめは、いじめを受けた児童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

じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、及び他の児

童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児童の理解を深めることを旨として、いじ

めの防止等のための対策を行う。 

 

２．「いじめ」とは 

（１）「いじめ」の定義 

  「いじめ」とは，児童に対して，当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定

の人的関係にある他の児童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児童が心身の苦痛を感

じているものをいう。 

（２）「いじめ」防止に対する基本的な考え方 

   いじめは，どの児童にも，どの学校でも，起こりうるものである。とりわけ，嫌が

らせやいじわる等の｢暴力を伴わないいじめ｣は，多くの児童が入れ替わりながら被害

も加害も経験する。また，｢暴力を伴わないいじめ｣であっても，何度も繰り返された

り多くの者から集中的に行われたりすることで， ｢暴力を伴ういじめ｣とともに，生

命又は身体に重大な危険を生じさせうる。国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査

の結果によれば，暴力を伴わないいじめ（仲間はずれ・無視・陰口）について，小学

校４年生から中学校３年生までの６年間で，被害経験を全く持たなかった児童は１割

程度，加害経験を全く持たなかった児童も１割程度であり，多くの児童が入れ替わり

被害や加害を経験している。 

   誰もがいじめに巻き込まれうるということは，家庭や個人の問題よりも時々の状況

  でいじめが起きることを意味している。国立政策研究所の調査では，いじめ加害に向か

  わせる要因として大きいのは，「友人関係」「競争的価値観」「不機嫌怒りストレス」

  の３つであることが報告されている。こうしたリスク要因を抱えた状態で，実際にいじ

  め加害に結びつく偶発的な要因があった場合にいじめ加害に及ぶ。つまり，いくらスト

  レスが高くて，それを発散したいと感じていたとしても，適当な相手と，適当な方法が

  なければ，加害行為には及びにくいことが報告されている。こうした調査結果から，３

  つの要因の改善がいじめ発生のリスクを減らすことに有効であると考えられる。 

（３）いじめの集団構造と態様 

   いじめは加害・被害という二者関係だけでなく，学級や部活動等の所属集団の構造上

の問題（例えば無秩序性や閉塞性），「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする

存在や，周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い，集団全体に

いじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。 

 



３．いじめ防止の基本的な取り組み 

（１）指導体制及び組織体制 

 
 ■学 校   校長、教頭、生活指導主任、関係する学級担任等、養護教諭 

※スクールカウンセラー ＳＳＷの活用 

 ■ＰＴＡ   ＰＴＡ会長、副会長 

 ■設置者   国東市教育委員会 

 ■関係機関  大分県教育委員会、大分県警察（国東警察署） 

（２）年間指導計画 
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○学級ソーシャルスキル（ＣＳＳ）○わかる授業 

○充実感のある学級活動・学校行事 

○教育相談 

○（ＣＳＳ）○わかる授業 ○充実感のある学級活動 

○教育相談 

■学級指導 ■道徳・人

権教育 ■集会・児童会 

■いいとこ見つけ活動 



 

４．いじめ防止に対する主な取り組み 

（１）いじめの早期発見のための措置 

  「いじめは，どの学校でも，どの子どもにも起こり得る問題である」との認識を持ち，

 学校においては，日頃から児童の日常の行動や生活の様子に目を配り，見守りや観察を行

 うとともに，児童との信頼関係の構築等に努め，児童が示す変化や危険信号などのサイン

 を見逃さないように注意を払う。 

  いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけあいを装って

 行われたりするなど，判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し，些細

 な兆候であっても，いじめではないかとの疑いを持って，早い段階から的確に関わりを持

 ち，いじめを隠したり軽視したりすることなく，積極的に認知するように努める。 

  定期的なアンケート調査（学期１回）や教育相談の実施等により，児童がいじめを訴え

やすい体制，環境を整え，いじめの実態把握に努める。 

  児童からの相談や聴き取りについて，児童が希望する教職員やスクールカウンセラー

 等が対応できる体制の構築に努める。 

 

（２）各種調査の実施と分析，必要な措置 

  いじめを早期に発見するため，学校に在籍する児童に対する定期的な調査を行い，必要

な措置を講ずる。 

   ①いじめアンケート調査（学期１回の実施） 

   ②児童に関する情報交換（毎週１回の実施） 

 

（３）いじめに対する措置 

 ①いじめの発見・通報を受けた場合は，担任など特定の教職員が抱え込むことなく，速や

かにいじめの重要性を全教職員で共通理解し，校長を中心にした組織的な指導体制を

確立する。 

 ②いじめがあったことが確認された場合には，学校は，いじめを受けた児童を最後まで守

り通すことを旨として，平穏な学校生活を再開できるよう当該児童及びその保護者に

対して必要な支援を行う。 

 ③いじめを受けた児童といじめを行った児童及び双方の保護者に対し，事実関係を速や

かに伝え，適切な対応が行えるよう保護者の協力を求めるとともに，関係機関・専門機

関との連携の下で必要な指導や支援を継続的に行い，保護者に対しては誠意ある対応

を心がけ，説明責任を果たす。 

④いじめを行った児童に対しては，いじめは絶対に許されない行為であり，当該行為が相

手の心身に及ぼす影響等に気付かせるなど適切かつ毅然とした指導を行うとともに，

当該児童の家庭環境や人間関係などによるストレス，いじめ行為に至った背景を把握

のうえ再発防止措置を図りつつ，いじめの状況に応じて，心理的孤立や疎外感を与えな

 いよう一定の教育的配慮の下，指導計画による指導（出席停止等を含む措置）のほか，

 警察等との連携による措置も含めた指導，助言，支援を行う。 

   



⑤いじめが解消したと見られる場合でも継続して十分な注意を払い，折りに触れて必

要な指導を行う。                              

 

（４）インターネット等によるいじめに対する対策と備え 

   ①ネットトラブルへの対応，その備え 

      ・ネット上の不適切な書き込み等に対して，問題箇所を印刷，保存する等の措置を行

う。 

      ・被害の拡大を避けるため，削除等の措置を講じる。 

      ・必要に応じ警察や地方法務局等と適切な連携を図る。 

   ②子どもたちの実態把握と実態に応じた指導 

      ・ネット上のいじめが顕在化しにくいという特性を十分理解する。 

・アンケート調査や教育相談等の機会を利用し，児童のＳＮＳ等の使用の実態やその

中での人間関係の積極的な把握に努める。 

 ・いじめに関わる内容を把握した場合には，通信事業者等と連携を図りながら，関係

する児童に対する指導を適切に行う。 

   ③長期的な視野に立った系統性のある情報モラル教育 

      ・情報モラルとは「情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方と態度」を育

成するものであり，学習指導要領でもその重要性と実践が明確に記されているこ

とを理解し，すべての児童を対象にすべての教員が指導を行う。 

   ④保護者との連携 

・講習会や講演会の開催，ＰＴＡでの呼びかけ等を通じて，児童のインターネットの

使い方の実態や影響に係る最新の情報を保護者に知らせ，関心を高めるとともに，

使用する上での危険性を知ってもらい，保護者としての責任を認識してもらう。 

      ・発達段階に合わせた購入時期，購入機種の検討をしてもらう。 

      ・フィルタリングサービスの必要性の周知をおこなう。 

      ・携帯電話，インターネット使用に係る家庭でのルールづくりをしてもらう。 

                      （地域全体でのルールづくりも検討する） 

 

（５）学力保障 

    ①授業改善 

      ・ユニバーサルデザインの授業の推進  ・授業改善計画にそった推進 

      ・学び合い学習の推進      ・新大分スタンダードを推進し，授業改善を行う 

     ・習熟の程度に応じた指導の推進 ・ＩＣＴの活用による指導方法の工夫 

    ②補充学習の充実 

      ・個別指導（ぐんぐんタイム）で基礎的な知識・技能の定着をはかる。 

 ・夏季・冬季休業中の組織的な補充学習の推進 

    ③学びの教室の積極的な活用 

 

 

 



（６）幼保小中連携 

    ①小中の連携を図る。 

    ②保幼・小・中学校の円滑な移行に係る「アプローチカリキュラム」「スタートカリキ

ュラム」を関係機関と連携の上，作成するように努める。 

    ③小１プロブレム・中１ギャップの解消に向け各校の実情に応じ対策を講じる。 

 

（７）教師力の向上 

      学校基本方針の策定や見直しが，児童理解や生徒指導体制，問題行動への対応の在

り方，積極的な生徒指導の在り方等，全教職員が生徒指導について，改めて理解や共

通認識を深める契機とする。 

    ①校内研修の充実 

    ②生徒指導主任研修での研修内容の還流 

    ③臨時講師や若手教員に対する組織的な指導支援 

    ④ケース会議の実施による情報の共有と，指導力の向上 

 

（８）校内の生徒指導体制の整備 

       校内の生徒指導の方針・基準を定め，年間の生徒指導計画に盛り込むとともに，校内

研修や職員会議を通じて教職員間で共有し，一人一人の児童に対して，一貫性のある

生徒指導を行うことができる校内体制をつくる。 

① 生徒指導方針・基準の明確化・具体化 

      ・基本的な生活習慣を含めて，生徒指導に当たっての方針・基準を明確にし，具体的

にしておく。 

      ・校長・教頭等の指導の下に，生活指導主任をコーディネーターとするマネジメント

により，教職員それぞれの役割・分野において児童一人一人への指導に当たる。 

      ・児童の基本的な生活習慣や体力，学習習慣や学力，児童間の人間関係，児童と家庭・

地域との関係などの実態把握に努める。 

     ②すべての教職員による共通理解・共通実践 

      ・学校教育目標としての「どのような児童を育てるか」の共通理解 

      ・「優しく，厳しく，温かく」を念頭においた共通実践 

      ・問題を一人で抱え込まず，組織的に対応する。 

      ・日常から，教職員間の信頼関係や温かい人間関係の構築に努める。 

      ・発達段階や児童の発達の差異を踏まえた実践 

      ・「自分の大切さとともに他の人の大切さを認める」人権尊重の視点に立った実践 

    ③実効性のある組織・運営 

      ・全教職員の一致協力と役割分担 

      ・学校としての指導方針の明確化 

      ・すべての児童の健全な成長の促進 

      ・問題行動の発生時の迅速かつ毅然とした対応 

      ・生徒指導体制の点検・充実 

 



（９）スクールカウンセラーの積極的な活用 

    ①いじめに係るカウンセリングを行う 

②気になる児童の見立てと，早期の対応 

③家庭訪問の実施 

 

（10）道徳教育・体験活動の充実 

     児童の豊かな情操と道徳心を培い，心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う

ことが，いじめの防止に資することを踏まえ，全ての教育活動を通じた道徳教育及び体

験活動等の充実を図る。 

 

（11）校務の効率化 

      教職員が児童と向き合い，いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるよ

うにするため，校務の効率化を図る。 

 

（12）いじめ相談窓口の設置と周知 

     児童及びその保護者がいじめに係る相談を行うことができる体制を整備する。 

①いじめの通報及び相談の窓口を定め，いじめの早期発見と相談に応じるとともに，保

護者周知を行う。 

②県内のいじめ相談窓口と連携を図るとともに，その周知を行う。 

 

（13）学校におけるいじめの防止等の取組の点検・充実 

      学期ごとに，取組の点検を行い，指導の充実に努める。また，いじめ防止対策や生徒

   指導の取組を，学校評価において取り上げ，そこでの評価結果を踏まえて，いじめ防止

   対策や生徒指導の取組に改善を加えていく。 

 

（14）学校基本方針の内容の点検と見なおし 

      基本方針に位置づけた施策，措置の取組状況について点検し，国・県の基本方針の改

   訂や社会情勢を踏まえ，必要に応じて適宜見なおしを行う。 

 

（15）保護者への啓発 

      保護者が，法に規定された保護者の責務等を踏まえて子どもの規範意識を養うため

の指導等を適切に行うことができるよう，保護者を対象とした啓発活動を行う。 

 

（16）学校相互間の連携協力体制の整備 

    いじめを受けた児童といじめを行った児童が同じ学校に在籍していない場合であっ

ても，学校がいじめを受けた児童又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児

童に対する指導又はその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするた

め，学校相互間の連携を図る。 


