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「学校いじめ防止基本方針」大津市立北大路中学校 
 

１、 いじめ問題に対する基本的な考え方  
 

（１） いじめ防止対策推進法について  

いじめ問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員だけが

抱え込むのではなく、学校が一丸になって組織的に対応することが必要である。これ

までも学校において様々な取組みが行われてきたが、今なお、いじめを背景として生

徒の生命や心身に重大な危険が生じる事案が全国で発生している。  そこで、いじめ問

題に対峙するため、基本的な理念や体制を整備するため、平成２５年６月に「いじめ

防止対策推進法」が成立した。  
  

（２） いじめの防止等の対策に関する基本理念  

いじめは、全ての生徒に起こりうる問題である。いじめの防止等の対策は、全ての

生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう学校の内外

を問わず、いじめをなくすことを目標に行われなければならない。  

  また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよ

うに取り組み、防止等の対策として、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影

響を及ぼす許されない行為であることについて、十分理解できるようにすることを旨

としなければならない。  
  

（３） いじめの定義  

いじめ防止対策推進法第二条では、「この法律において「いじめ」とは、児童等に

対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係に

ある他の児童等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等が心身の苦痛を

感じているものをいう。」と定義されている。  

 もとより、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にする

ことなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。 
 

２、学校教育目標 

【 校      訓 】  自主力行 
 

【教育目標】  豊かな知性と情操を備え､心身ともに健康で 

             ｢自主力行｣に励む生徒の育成 
 

  めざす生徒像  

きききき  ・・・・・・・・・・・・  基礎基本を大切にする生徒基礎基本を大切にする生徒基礎基本を大切にする生徒基礎基本を大切にする生徒              

たたたた  ・・・・・・・・・・・・  たくましく成長する生徒たくましく成長する生徒たくましく成長する生徒たくましく成長する生徒              

おおおお  お・・お・・お・・お・・  おおらかな心を持つ生おおらかな心を持つ生おおらかな心を持つ生おおらかな心を持つ生徒徒徒徒                      

じじじじ  ・・・・・・・・・・・・  自主力行に励む生徒自主力行に励む生徒自主力行に励む生徒自主力行に励む生徒  

 

 

３，いじめ防止の具体的取組 

(1) いじめの未然防止 



 3 

   いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものであることを踏まえ、より

根本的にいじめの問題を克服するためには、すべての生徒を対象としたいじめの未然防

止の観点が重要です。 

   このため、本校では、すべての生徒を、いじめに向かわせることなく、より良い人間

関係を構築できるよう育み、いじめを生まない環境をつくるために、家庭、地域その他

の関係者が一体となって継続的な取組を進めます。 

   また、教育活動全体を通じ、すべての生徒に「いじめは決して許されない」、「いじ

めは卑怯な行為である」ことの理解を促すとともに、豊かな情操や道徳心、自尊感情や

自己有用感、社会性、人を思いやる心などを育みます。 

   さらに、生徒が豊かな人間関係をつくることができるよう、生徒一人ひとりに、あら

ゆる教育活動を通じて、相手の気持ちを理解できる心の育成を図るとともに、生徒が人

権の意義や人権問題について正しく理解し、自分と他者の人権をともに大切にし、実践

的な態度を身につけられるよう努めます。 

   加えて、生徒の自主的・自治的な活動を進め、生徒自らがいじめの未然防止に取り組

むなどして、すべての生徒が安心して生活し、学ぶことができる学級・学校づくりを推

進します。 
 

 ついては、上記のことに関して、本校では、以下のような取組を進めます。 
 

具体的な取組（施策） 目 標 

わかる授業の取組 ・各教科で授業の相互交流を行う。 

かけがえのない命の大切さ人権を学ぶ

道徳授業の実施 

・全学年で命の尊さに関する道徳授業

を実施するとともに、道徳授業の充実

をはかる。 

生徒会が主体となった取組 ・生徒会が主体となりいじめダメ宣言

を行う。 
 

(2) いじめの早期発見 

   いじめは、大人の目に付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、大人が気付きにくく、また、事実認定が難しいものです。しか

しながら、いじめやその疑いを見逃してしまうと、より深刻な状況を招いてしまいます。 

   いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であることから、すべての大人が

連携し、生徒のささいな変化に気づく鋭い観察力を高めることが必要です。 

   このため、本校では、日頃から生徒の様子をしっかりと見守り、わずかな兆候であっ

ても、背景にいじめがあるのではないかとの疑いを持って、速やかに的確な関わりを持

ち、いじめを隠したり、軽視せず積極的に認知できるよう努めます。その際、個々の行

為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめ受けた生

徒の立場に立って行います。 

   また、教職員間や学校と保護者との間の情報共有を緊密にし、生徒の状況をきめ細か

に把握するよう努めます。さらに、生徒にとって、いじめられていることは周りに相談

しにくいものであるだけに、生徒が安心して相談できるよう、教職員は、日頃から積極

的に生徒に声かけをするなど、生徒との信頼関係を築くとともに、学校として、定期的

な調査や教育相談の実施、相談機関の周知等により、いじめを訴えやすい体制や環境を

整えます。 

   加えて、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めるため、地域、家庭が組織的

に連携・協働する体制を構築できるように努めます。 
   ついては、上記のことに関して、本校では、以下のような取組を進めます。 
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具体的な取組（施策） 目 標 

アンケート調査の実施 ・月１回アンケート調査を実施する。 

教育相談活動の実施 ・学期に１回、個別相談を行う。 

校内研修会の実施 ・年に１回、いじめ問題に係る校内研

修会を実施する。 
 

(3) いじめへの対処 

   生徒からいじめの相談を受けた段階、あるいは、いじめがあることが確認された段階

では、すでに深刻な状況にあるとの認識に立つ必要があります。 

   このため、本校では、いじめがあった場合はもちろんのこと、いじめの疑いがある段

階で、いじめを受けた（もしくは受けたと思われる）生徒やいじめを知らせてきた生徒

の安全を確保しつつ、「いじめ対策委員会」を開催します。その場で、情報の共有を図

るとともに、指導方針等について検討し、直ちに対処します。 

   この際、いじめを受けた生徒の立場に配慮しつつ、関連する生徒から事情を確認する

とともに、必要に応じて専門家と連携し、適切な支援に努めます。 

   また、家庭や市教育委員会への報告・連絡を行い、緊密な連携を図ります。 

   加えて、いじめを行った生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわら

ず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには、必要に応じて、心

理、福祉、医療、司法、警察等の関係機関と適切な連携を図ります。 

   このため、平素からすべての教員の間で、いじめを把握した場合の対処のあり方につ

いて共通理解を図るとともに、迅速かつ的確に対処できるよう、関係機関との連携に努

め、情報共有する体制を構築します。 
   ついては、上記のことに関して、本校では、以下のような取組を進めます。 
 

具体的な取組（施策） 目 標 

いじめ対策委員会の開催 ・週１回及び緊急時に開催します。 

被害者へのケア ・必要に応じ、ＳＣ等の専門家と連携

して支援します。 

加害者への指導 ・学校での指導だけでなく、必要に応

じて関係機関等と連携を図り、指導し

ます。 
 
 

(4)組織の名称 

    いじめ対策委員会 

[構成員]  校長 教頭 生徒指導主事 いじめ担当教員 学年主任 学年生徒指導 
 

(5) 組織の役割 

本校では、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、法第 22条に規定される組織

として「いじめ対策委員会」を常設します。 

   その役割等については、以下のとおりとします。 
 

①役割 

ア）いじめの防止等の取組の年間計画を作成する 

イ）いじめの防止等の取組について、すべての教職員間で共通理解を図る 

ウ）いじめの防止等の取組の実施、進捗状況の確認を行う 

エ）生徒や保護者、地域に対し、いじめの防止等の取組についての情報発信やいじめに関

する意識啓発のための取組を行う 

オ）いじめの疑いや生徒の問題行動などに関する情報の収集と記録、共有を行う 
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カ）いじめの疑いに関する情報があった時には緊急会議を開催し、いじめの情報の迅速な

共有を図り、教職員や関係のある生徒等への事実関係の聴取、生徒に対する支援・指導

の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を行う 

キ）いじめとして対応すべき事案か否かの判断を行う 

ク）重大事態に係る調査の母体となり調査を行う 

ケ）ＰＤＣＡサイクルに基づき、毎年度、いじめの防止等の取組の検証を行うとともに、

その結果等を勘案して、必要に応じて学校いじめ防止基本方針の見直しを行う 
 

(6)いじめ発生時の具体的流れ 

★ いじめの認知  

・いじめの疑いについての初期情報の把握  

・いじめ対策委員会でいじめ対応かどうかの決定 

★初期対応  

・事実関係確認 

・担任およびいじめ担当教員を中心に初期対応方向性決定 

・初期支援（指導） 

・教育委員会に報告 

・事実関係を把握 

・いじめ対策委員会で指導方針確認 

・いじめを受けた生徒・いじめを行った生徒の保護者への状況と方針説明  

・事実関係を明確にする調査   

・情報整理と具体的な指導・支援体制の確立（全職員での共通理解）  

・保護者（双方）への報告と支援・助言  

★ 長期対応  

・ 関係生徒の心のケア と指導 

・ 再発防止に向けた継続的な支援・指導・助言 
 

４，いじめ防止に向けた年間指導計画 
 

４月 職員会議 ABC  家庭訪問 B 

５月 春の人権学習 A 生徒会によるいじめダメ宣言 A 

６月 教育相談プレアンケート BC 教育相談 BC いじめ防止啓発月間 A 

７月 三者懇談 D 全校善行迷惑調査 ABC 

８月 教職員研修会 ABCD 

９月 文化祭 体育祭 行事を通じた集団造り A  

10月 いじめ防止啓発月間 A 教育相談プレアンケート AB 教育相談 BC 

11月 人権週間の取り組み A 

12月 三者懇談 D 全校善行迷惑調査 B 

1月 人権標語掲示 A 

2月 全校善行迷惑調査 B 教育相談 BC 

 

A…いじめの未然防止のため 

B…いじめの早期発見のため 

C…いじめの早期対応のため 

D…いじめ防止に対する家庭・地域・関係機関との連携のため 

通年 チャンス相談 BC 道徳（人権・命の大切さ など）A 月一度のアンケート ABC 

いじめ防止あいさつ運動 AD いじめ対策委員会 ABC 
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【家庭・PTA・地域】 

○子どもと過ごす時間を大切にし、子どもの話をしっ

かり聞く。 

○自分の子どもがいじめの被害者にも加害者にもなり

得るものであることを十分に認識する。 

○子どもの表情・態度・服装等に注意し、いつもと違

う時は必ず声をかける。 

○子どものことで気になることがあればすぐに学校に

相談する。 

○授業参観・行事等に参加し、子どもの様子を見る。 

○様々な活動を通して、保護者同士の連携に努める。 

○保護者や地域の大人が「いじめは絶対に許さない」

という考えや姿勢を子どもたちに示す。 

○各会議等で子どもたちの様子を学校と交流する。 
 

 

 

 

【めざす生徒像】 

○「いじめは人間として絶対に許されない」と

いう意識を持つ。 

○だれもが被害者にも加害者にもなり得るもの

であることを十分に認識する。 

○いじめの傍観者ではなく、被害者の立場に立

ち、勇気をもって行動する。 

○自分の良さや強みを見つけ、自信を持ち、相

手を認め個々の違いを尊重する。 

○楽しく充実した学校生活が送れるよう、授業

を大切にし、部活動や生徒会活動に励む。 

○学習、行事、部活動等を通じて、切磋琢磨し

互いに高め合う。 

～未然防止・早期発見・早期対応～ 

【教師】 

未然防止 

○授業改善に努め、わかる喜びのある授業を実践し、学習意欲の向上と学力の定着を図るよう努め

る。 

○学級活動、道徳、特別活動、人権教育等を充実し、生徒の豊かな心と社会性を育むよう努める。 

○体験的な学習や学び合いによって、生徒同士のコミュニケーション能力を高め、互いを認め支え

合う力を支持する集団づくりに努める。 

○行事や部活動等、一人一人の生徒が活躍できる機会を大切にし、自己肯定感を高める指導、支援

に努める。 

早期発見 

○担任や関係する教師が生徒の発するサインを見逃さないよう、生徒の言動に留意し、全教育活動

の中で敏感に感じ取り、教師間の情報の共有に努める。 

○教師間で生徒について相談しやすい学校環境を保つ。 

○教育相談を実施し、生徒の言葉に耳を傾け、生徒が悩みを打ち明けられる関係を築く。 

○生徒が養護教諭やスクールカウンセラーと面談しやすい環境を整え、いじめの早期発見につなげ

るよう努める。 

○家庭と日常的に情報を共有し、その中から大きな課題が見えてくることもあるという意識をも

つ。 

早期対応 

○「いじめは絶対に許さない。いじめられている人を守り通す。」という毅然とした姿勢を示す。 

○当該生徒やその周辺の生徒から聞き取りをし、客観的な事実を正確に把握する。 

○被害生徒の気持ちを大切にした指導を最優先し、保護者に事実を伝え、誠意を持って対応する。 

○加害生徒の指導については、いじめの根本的な解決のため、その原因や背景にも目を向けなが

ら、被害生徒の立場に立って十分に反省させる。 

○学級や全校生徒へ再発防止を訴え、継続的に指導し、生徒の自浄力を高める。 

○関係機関と連携し、被害・加害生徒の指導支援に万全を期す。（警察，中央子ども家庭相談セン

ター，市子ども家庭相談室，大津少年センター，教育相談センター，少年サポートセンター等） 


