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平成２９年度 大津市立瀬田中学校いじめ防止基本方針 

 

はじめに 

  生徒が人間として尊重され、自己の夢と希望の実現に向けて健やかに成長するために、本

校では、校訓「自主・自律」、学校教育目標である「きたえ、高め合い、学び続ける子ども」

を掲げ、特色ある教育活動を推進している。学校生活でのいじめは、受けた生徒の教育を受

ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるたけ

でなく、生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれもあり、本校の教育活動への評価

や成果を踏みにじるものである。 

    いじめの問題への対応は、学校を含め社会全体における最重要課題であり、いじめの状態

から生徒を守るために、教職員一人ひとりが、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起

こりうる」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめは絶対に許されない」との認識を確かに

もち、それぞれの役割と責任を自覚した取り組みを展開しなければならない。 

    本校は、関係法令等に則り、生徒の最善の利益実現のため、保護者や地域の方々、市教育

委員会や関係機関等と適切に連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止および早期発見に

取り組む。また、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅

速に対処すべく、次の基本方針で対応するものとする。 

 

１ いじめ防止等のための対策の基本的な考え方 

 (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

じさせるおそれがある。 

    本校は、このことをいじめ防止の基本的な認識として、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しての生徒の理解が深まり行動する

力が身につくことを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。 

 (２)いじめの定義 

    いじめとは、本校生徒に対して、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。なお、起こった場所は

学校の内外を問わない。 

 

①いじめの未然防止 

「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものである。また、発生したいじめ問題

について関係がないとされる生徒はいない」という共通理解のもと、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、保護者や他の関

係者・機関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具体的に取り組む
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とともに、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。上記のことに関して、本校では以下のような取組を重点的に進めることとする。 

 

（１）子どもの主体的な参画 

№ 行動計画の具体的取組 取組目標 

a 児童会及び生徒会を主

体とした活動の推進 

生徒会執行部３つのプロジェクトのひとつである「いじ

め撲滅プロジェクト」をさらに活性化させ、地域と連携

したポスター制作や、いじめ撲滅をスローガンにした生

徒会によるいじめ撲滅ムービー等の作成や視聴を通し

て、全校生徒で考える機会を設定する。 

b 学校・学級及び個人の

いじめ防止に関する取

組目標の設定 

一人ひとりが「いじめをしない」宣言を掲げ、瀬田中学

校の生徒の一員として、いじめをなくす活動に、生徒会

執行部を中心として全校で取り組む。 

 

（２）子どもに対する教育・啓発 

№ 行動計画の具体的取組 取組目標 

a 子どもの心を豊かにす

る教育の推進 

人権教育の充実とともに、「心のノート」等の教材や資

料を活用して道徳教育の充実を図る。また、いじめをし

ないという強い気持ちを持つよう、正しい判断力（自己

指導能力）を育成する。 

b 自他ともに認め合う人

権教育の推進 

人それぞれに良さや個性があり、そのことを尊重するこ

とが大切であることを理解させる。 

 （道徳・特活・総合） 

c いじめ問題にかかる子

どもの解決力を育むた

めの教育の推進 

生徒会執行部を中心にピアカウンセリングを実施し、生

徒自身の悩みや疑問をお互いに聞いたりアドバイスする

ことで、生徒が主体的に解決できる力を育てる。 

d 専門家によるいじめ問

題や人権教育等にかか

る授業の実施 

心理士や社会福祉士などの専門家による人権に関わる講

話や授業を計画し、実施する。 

e 子どもの存在や意見が

大切にされる授業づく

り・学級づくりの推進 

体育的行事や文化的行事等を通して、生徒一人ひとりが

所属感や存在感を感じられるような学級づくり、授業づ

くりをすすめる。 

f いじめ防止啓発月間・

人権週間における取組 

生徒会の報道委員会によるいじめ防止啓発月間や人権週

間の周知活動や道徳での人権等に関わる教材を使っての

授業、いじめ撲滅ポスターに掲載する標語等の作成など

に取り組む。 

g 思いやりの心を育てる

異年齢交流の推進 

保育実習や職場体験をはじめとする様々な行事を通し

て、小学生や幼稚園・保育園の子どもたちとの関わりを

持ったり、体育大会や文化祭などの行事を通じて、各学

年間の交流を持ち、思いやりの心を育てる。 
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h ネット上のいじめを含

めた情報モラル教育の

推進 

情報ツールの専門家を招き、情報モラルを学ぶ講演会を

実施し、携帯電話やスマートフォンの利便性とともに、

それに潜む危険について学ぶことで、人権を守り、決し

ていじめを起こさない意識を培う。 

 

 

（３）教員に対する研修・支援 

№ 行動計画の具体的取組 取組目標 

a いじめ対策に関する校

内研修の実施及びいじ

め対策の取組にかかわ

る教員体制の整備 

年度当初の職員会議で、いじめの定義や、生徒理解につ

いて確認する。 

教育相談の方法や生徒理解の方法に係る研修を実施す

る。 

b 学校いじめ防止基本方

針及びいじめ対策担当

教員等の周知 

年度当初の職員会議で、学校いじめ防止基本方針につい

て確認するとともに、教員がいじめの芽に気付けるよ

う、具体的な事案例を示しながらいじめの捉え方や対処

について研修を重ねる。 

c いじめ事案対応にかか

る教員への指導・助言

及び組織的支援体制の

充実 

具体的な事案例を示しながらいじめの捉え方や対処につ

いて研修を重ねるほか、いじめ対策担当教員が中心とな

って、教員間の情報共有と組織対応の徹底を図る。 

 

 

 （４）その他（学校独自の取組） 

取組目標 

生徒会執行部、生徒会専門委員会によるいじめ防止・撲滅活動の実施。（ポスター、

映像製作 等） 

生徒指導主事やいじめ対策担当教員を中心とした、教員の意識向上と組織対応の徹底

に資する教員研修の実施。 
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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,子ども同士の関わりの中で  

起こることが多い。いじめの早期発見は、生徒一人ひとりについて確かな理解に基づく教 

職員間の確かな情報共有、そして予見される生徒の行動についての適切な対応が必要で 

ある。 

上記のことに関して、本校では以下のような取組を重点的に進めます。 

 

（１）いじめに関する情報収集 

№ 行動計画の具体的取組 取組目標 

a いじめに関する定期的

なアンケート調査の実

施 

善行迷惑調査を定期的に行い、生徒の状況を把握する。

４，６，９，１１，１，３月に実施。 

 

b いじめ対策担当教員を

中心としたいじめの疑

いを含めた情報の集約 

キャッチ相談やアンケートを実施し、休み時間や放課後

などを利用して、生徒から情報を収集するとともに、情

報を効率よく収集、伝達するための校内様式を作成し、

活用する。クラスマネジメントシートを行い、分析し活

用する。 

c いじめが発生するピー

ク時の校舎内及び校門

等における見守り活動

の実施 

休み時間や登下校の際も教員による見回りを行い、被害

が継続しない体制を整える。また、生徒が集団から離れ

て一人で行動している時は、声をかけたり、話を聞いた

りする。 

d いじめ等の悩みの把握

及び教育相談の実施 

教育相談旬間を設定し、生徒の悩みや気持ちを把握し、

ともに考える姿勢を明確に示しながら、保護者との連携

も深める。また、教育相談で得た情報や生徒との信頼関

係を学級経営に生かす。旬間は、６，１１，２月に設

定。 

e 日頃からの家庭との連

携及び情報交換の実施 

友達の気持ちを踏みにじったり、傷付けることの重大さ

を日ごろから生徒に伝える。また、地域での様々な体験

を通して、集団の一員としての自覚や自信を育む。 

f ネット上のいじめにか

かる保護者との連携強

化 

携帯電話やスマートフォン、インターネットを使うルー

ル作りを行うとともに、情報モラル教育を充実させ、生

徒の実態に応じた情報機器の安全な使い方を周知する。 

 

（２）いじめに関する情報共有 

№ 行動計画の具体的取組 取組目標 

a いじめ事案の情報共有

を図るための「いじめ

対策委員会」の開催 

毎週１回の生徒指導部会の中で「いじめ対策委員会」を

開催し、早期発見やいじめ事案の情報共有を図るととも

に、教育相談部会においても情報を共有できるようにす

る。 
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b 学年及び校種を越えた

情報共有の推進 

毎月 1 回、中学校区の小学校、幼稚園、保育園のほか、

関係機関（すこやか相談所）の担当者で校園連絡会を開

催し、生徒の過去の生活状況やきょうだい関係に係る情

報を共有し、支援に生かす。 

 

 

 （３）その他（学校独自の取組） 

取組目標 

定義に則し、いじめを早期に発見し、適切に対応できる指導力の醸成と意識向上を図

るための教員研修の実施。 

重大事態に対応した経験や資料を活用し、具体的な組織対応のあり方や効果的な役割

分担、教職員はもとより生徒集団も含めた意識改革に係る指導。 

 

③いじめへの対処 

  児童（生徒）や保護者からいじめの相談を受けた段階、あるいは、教職員が生徒の変化 

 に気づいたり、周りの生徒からの気づきなどの段階で、すみやかに事実の有無の確認を行 

い、適切な対応を開始する。 

上記のことに関して、本校では以下のような取組を重点的に進めます。 

 

（１）いじめの対処 

№ 行動計画の具体的取組 取組目標 

a 組織的にいじめ事案に

対処するための「いじ

め対策委員会」におけ

る対応 

各担任や学年の教職員からの情報をいじめ対策担当教員

に報告し、対応方針と対応策を迅速に確認して組織対応

する。 

b いじめ事案の解決に向

けた対応 

本人や周辺からの聞き取りを重視し、身体的・精神的な

被害について的確に把握し、迅速に初期対応する。ま

た、いじめの理由や背景をつきとめ、根本的な解決を図

る。収束したと思われる事案であっても、保護者との連

携は継続し、生徒の状況把握に努める。 

c ネット上のいじめへの

対応 

情報モラル教育として、情報機器の安全な使い方につい

て指導するとともに、保護者との連携を深め、日頃から

生徒の状況を把握できるような見守り体制の強化に努め

る。事案発生時には関係機関と連携し、事案に適した助

言を得る。 

d 重大ないじめ事案に関

するアンケート調査の

実施 

可能な限り具体的な情報を生徒に示し、より正確で詳し

い情報が得られるよう努める。また、事案発生からアン

ケート実施、アンケート内容確認、対応方針の決定、実
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働までの動きがスムーズになるよう、いじめ対策担当教

員が中心となって対応する。 

e いじめ事案が生じたと

きの保護者への情報提

供 

関係保護者に提示可能な情報は全て示すことを原則と

し、教員と保護者が一体となって事案の解決に当たる。

また、多くの保護者が軽微と捉えるような事案であって

も、放置することによるリスクを説明し、保護者との協

働の実現に努める。 

 

 

 （２）その他（学校独自の取組） 

取組目標 

いじめを受けた生徒等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、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を

講ずる。 

生徒および保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のイ

ンターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行

われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として外部講

師を招いての研修講座を開催する。 

 

 

 

２ いじめ対策委員会の設置 

  いじめの防止等を実効的に実施するため、以下の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置

する。 

 

①役割 

組織的に、迅速に適切な対応が図られるよう指導方針及び、対応の具体について、 

協議し、指導する。また、必要に応じ関係機関や専門家の助言を得るなどして、より 

実態に即した実効性ある取組につなげる。 

 

②構成員 

校長、教頭、いじめ対応教員(協同推進)、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、 

 教育相談担当教員、スクールカウンセラー 

・定例及びいじめ事案発生時のいじめ対策委員会：個別事案の対応等 

・拡大いじめ対策委員会：いじめ防止対策全般や基本方針進捗状況評価の協議等 

 

③関係する校内委員会等との連携 

   教育相談部会、特別支援教育部会、生徒指導部会の他、学校協力者会議等とも連携する。 
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 ④いじめ事案対応フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

①基本方針、年間計画の見直し 

いじめ防止等の取組やいじめの解決状況についての検証を行い、学校評価の状況や生徒

状況・社会情勢の変化を踏まえて、必要に応じて基本方針や年間計画の見直しを行う。 

見直しにあたっては、具体的な施策ごとの設定目標について自己評価する。評価に際して

は、いじめ防止の取組の効果について検証する。 

なお、いじめの早期発見及び適切な対応に資する教員研修を積極的に実施し、教員の指導

力並びに意識の向上を図る。 

 

②基本方針、年間計画の公開・説明 

      策定した学校基本方針や年間計画は、学校のホームページなどで公開するとともに、 

  年度当初には、生徒や保護者、地域関係者に学校便り等を通じて周知するほか、指導方針

がより深く理解されるよう、生徒指導通信等を活用し、年間を通じて周知する。 

 

・保護者への説明 

（被害、加害ともに） 

・保護者との協力体制 

・被害者へのケア 

・加害者への指導 

・周囲の児童生徒への指導 

・学級学年等への全体指導 

説明 ケア 

指導 

いじめの疑いの発覚 

いじめ対策担当教員 

連携 

児童生徒支援課 
いじめ対策委員会 

（情報共有・指導方針の決定） 

①事実の把握 

指導・助言 

②関係者への指導・支援・連携 

速報 
（24時間以内） 

いじめ対策の要 

連絡調整 

③事後指導 

再発防止に向けての取組 

専門家派遣 
（弁護士/警察/SC/SSW

等） 

助言 

口頭（教育相談含む）、電話、アンケート調査、手紙など 

被害を受けている本人 友だち 保護者 教職員 地域 



 8 

４ いじめ防止等に向けた年間計画   

 

月 活 動 内 容 ・ 取 組 備 考 

４ 

 

 

職員会議<児童生徒理解>（①・②・③） 

善行迷惑調査（②） 

家庭訪問（②） 

 

 

 

５ 

 

家庭訪問（②） 

情報モラル講座（①・②・③・④） 

・情報モラル教育に 

 関連した講座 

６ 

 

 

 

いじめ防止啓発月間（①・④） 

学校協力者会議（④） 

善行迷惑調査（②） 

教育相談（②・③）、ピアカウンセリング(①・②・③) 

・生徒会を中心にした 

取組の実施 

 (いじめ撲滅の木) 

 

７ 保護者懇談会（④）     いじめ撲滅ムービーの製作  

８ いじめ問題に関する校内研修会（①・②・③・④）  

９ 善行迷惑調査（②）  

１０ 

 

 

いじめ防止啓発月間（①・④）     ムービーの上演 

「ノーモアいじめ」ポスター制作 

クラスマネジメントシート実施 

・生徒会を中心にした 

取組の実施 

 (いじめ撲滅の木) 

１１ 

 

教育相談（②・③）、ピアカウンセリング(①・②・③) 

善行迷惑調査（②） 「ノーモアいじめ」ポスター配布 

 

 

１２ 保護者懇談会（④）  

１ 善行迷惑調査（②）  

２ 

 

 

教育相談（②・③） 

取り組み成果についての検討会（①・②・③・④） 

拡大いじめ対策委員会（学校協力者会議） 

 

 

 

３ 善行迷惑調査（②）  

年 

間 

を 

通 

じ 

て 

 

○生徒会「いじめ撲滅プロジェクト」の推進 

 ・校区内各校園・地域各団体連携のポスター制作 

 ・保健委員会を中心としたピアカウンセリングの実施 

 ・「いじめ撲滅の木」の取組 

 ・朝のあいさつ運動 

○下駄箱チェック（①・②） 

○いじめ対策委員会（①・②・③） 

 

 

 

 

 

 

 

 ※いじめの未然防止に関すること…① 

  いじめの早期発見に関すること…② 

  いじめの早期対応に関すること…③ 

  いじめ防止に関する家庭・地域・関係機関等との連携に関すること…④ 
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５ その他（資料等） 

  （例）学校アクションプラン、アンケート例、対策委員会記録カードの掲載等 

                                     ２９年度最重点事項 

  瀬田中学校が目指すもの  

   子ども、教職員、保護者（地域）が三位一体となって 

      いじめをしない、させない、見逃さない学校 

 

 

     教職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       いじめを許さない学校作りに全職員で取り組みます 

 ・全教科を通じて道徳教育の視点に立った授業作りをします。 

 ・「話す」「聞く」などの言語活動を取り入れた授業を実施しコミュニケーション能力 

  の充実を図ります。 

 ・いじめの未然防止、早期対応についての研修を実施します。 

 ・担任、副担任だけでなく複数の目で子どもたちを見守ります。 

 ・週１回の生徒指導連絡会、教育相談連絡会で、いじめの早期発見と共通理解を図り、 

  方針と対策を常に話し合います。 

 ・「善行・迷惑調査」により子どものＳＯＳを早期にキャッチしていきます。 

 ・学期ごとの教育相談で子どもの生の声を聞いていきます。 

 ・どこでも相談BOXを設置し、教育相談期間外でも子どもが相談できる体制にします 

 ・オープンスクールを月に１～２回実施し、地域に学校の現状を公開します。 

 ・学校便りを活用し、地域に情報を発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報共有                情報共有 

      子ども                              保護者         地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  いじめをしません、傍観しません 

・人の話をしっかり聞きます。 

・自分の意見をはっきり言います。 

・お互いに違いを認め合います。 

・いじめを見たら大人に伝えます。 

・悩みは抱え込まず誰かに相談します。 

・生徒会のいじめ撲滅キャンペーンに 

  協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報 

共有 

 

 いじめを許さない子どもを育てます 

・子どもとふれあう時間を増やします。 

・小さな変化も学校に相談します。 

・知らない子にもあいさつを通して声 

かけをしていきます。 

・ＰＴＡ活動やボランティア活動、ま 

た各種イベントを通して生徒会のつ な

がろう瀬田中プロジェクトに協力 しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                瀬田中いじめ撲滅アクションプラン 
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いじめ撲滅ムービーの地域（青少年育成の集い）での上演 

 

いじめ撲滅ポスター 


