佐渡市立両津小学校

いじめ防止基本方針
平成26年２月６日策定
平成26年11月27日改訂
平成28年５月10日改訂
平成29年 月 日改訂

１ 基本方針
(1) 基本理念（「佐渡市いじめ防止基本方針」より）
いじめの防止，いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策は，全ての児童が安心して
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，いじめがなく
なるようにすることを目指して行われなければならない。
また，いじめは，いじめを受けた児童の心身に深刻な影響を及ぼす行為であることから，いじ
めを行わないことのみならず，いじめを認識しながらはやし立てたり，傍観したりすることがな
いよう，全ての児童生徒がいじめは決して許されないことを十分に理解できるようにする。
加えて，いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であるとの認識を共有し，
市，市教育委員会，学校，地域住民，家庭その他の関係者が連携して，いじめの問題の克服に取
り組む。
(2) いじめの定義（「佐渡市いじめ防止基本方針」より）
「いじめ防止対策推進法」（以下「法」という。）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。
この定義を踏まえた上で，個々の行為がいじめに当たるかどうかの判断は，表面的・形式的に
行うのではなく，いじめられた児童の立場に立って行うことが必要である。
このいじめには，多様な態様があることに鑑み，法の対象となるいじめに該当するかどうかを
判断するに当たり，「心身の苦痛を感じているもの」との要件に限定して解釈されることのない
よう努める必要がある。
「一定の人的関係」とは，学校の内外を問わず，同じ学校・学級や部活動の児童，塾やスポー
ツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団（グループ）など，当該児童と何らかの人的関係
を指す。
(3) いじめの禁止
すべての児童は，いじめを行ってはならない。
(4) 学校及び職員の責務
学校は，すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組めるよう，保護者や関係者との連
携を図りながら，いじめ防止等全体に関わる内容やいじめの防止に資する多様な取組を体系的，
計画的，包括的に定め，いじめの未然防止，早期発見，即時対応に努める。
２ いじめの未然防止に関する取組（全教育活動を通じ道徳教育や体験活動の充実を図る）
(1) あいさつ運動を活用した人間関係の育成
① 強調月間での取組（年３回 ４月，９月，１月）
② 保護者，地域住民と連携したオアシスの日の設定（月３回 10日，20日，30日）
(2) 異学年交流を通しての人間関係の育成
① 縦割り班による清掃活動（通年），野外体験活動（年１回 ９月）
② 児童会を中心とした自治的活動や自主的活動（随時）
(3) 道徳教育の充実による，人権意識の高揚
① 副読本，私たちの道徳，生きる等を活用したタイムリーな指導
② 人権強調月間の設定（年１回 １月）
③ 全校道徳の日の設定と保護者への授業公開（年１回 １月）

(4)

ソーシャルスキルトレーニングを活用した学級集団の形成（学期２回）
① 学級活動や道徳の時間を活用した学級・学年単位での実施
② 社会的スキルの指導と構成的グループエンカウンターの実施
③ 互いに認め合い，自己有用感を育む学級経営
(5) インターネット上のいじめへの対応
① 情報モラル教育を推進し，児童生徒がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め，
ネットいじめの加害者，被害者とならないよう継続的に指導する。

② 児童のインターネットやスマホ・携帯電話等の利用状況を把握し，適切な利用につ
いて児童・保護者に啓発活動を行い，情報モラル教育の充実に努める。
③

ネット上のいじめへの対応については，関係機関による学校ネットパトロール等の協力を得
ると共に，必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。
(6) 言語環境の整備
①「さん」付けの奨励
② 保護者，家庭との連携
③ 児童に対する自らの言動を振り返る教職員の自己チェックの実施（月１回）
３

いじめ早期発見に関する取組
いじめは，目に付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけ合いを装って行われたり，気付
きにくく判断しにくい場合が多いことを十分認識し，ささいな兆候であっても，いじめではないかと
危機意識をもって的確に関わり，積極的な認知に努める。
(1) いじめの前兆・発生（「いじめ・不登校対策マニュアル」より）
・表情が暗くなり，元気がない。
・ほとんど一人でいる。
・友達が避けたり，近付かない。
・物を隠されたり，服が乱れたり，傷が見られたりする。
・学校を休みたがる。
・「心の健康チェックカード」「みんなの学校生活しらべ」に気になる記述がある。
(2) いじめ調査
① 「心の健康チェックカード」による調査（月１回 毎月末）
② 「みんなの学校生活調べ」による調査（年２回 ６月，11月）
③ 児童・保護者アンケートによる調査（年１回 １月）
(3) いじめ相談体制
① 「心の健康チェックカード」結果に基づく個別面談（随時 必要に応じて）
② 「みんなの学校生活調べ」結果に基づく個別面談（年２回 ６月，11月）
③ 保護者からの聞き取り調査（年２回 家庭訪問，個別懇談会）
④ 日常的な情報交換（児童日記，連絡帳，電話等）
＜資料＞いじめ・不登校対策年間活動計画（教育計画p３３）
生活指導部会
４
月
５

員

児童会・学級活動

保護者・地域・主な行事

【情報交換会（職員会議後）】
心の健康チェックカード(月末)

○生活指導部会

【情報交換会（職員会議後）】
心の健康チェックカード(月末)

○生活指導部会

【情報交換会（職員会議後）】
○１０，２０，３０日
【みんなの学校生活調べ】
オアシス委員会あいさつ運動
（１回目実施）
○アンケートの集計・分析と考察
○教育相談週間
心の健康チェックカード(月末)

○修学旅行（６年)
校外指導委員連携

○生活指導部会

【情報交換会（職員会議後）】
心の健康チェックカード(月末)

○ＰＴＡ地域懇談会
○地域教育懇談会
○親善水泳大会
○キャンプ（５年）
校外指導委員連携

月
７
・
８
月

職

○生活指導部会打ち合わせ
○部内の役割分担
○生活目標，校外子ども会
など
○あいさつ強調月間

月
６

教

○１年生を迎える会
○校外子ども会
○全校縦割り清掃の開始
○１０，２０，３０日
オアシス委員会あいさつ運動

○入学式
○家庭訪問

○エンカウンター①
○１０，２０，３０日
オアシス委員会あいさつ運動

○野外体験活動(1～5年)
○運動会
校外指導委員連携

○校外子ども会
○友達関係調査の実施
○１０，２０，３０日
オアシス委員会あいさつ運動

校外指導委員連携

９
月

○生活指導部会
○あいさつ強調月間

10 ○生活指導部会
月

11

○エンカウンター②
○１０，２０，３０日
オアシス委員会あいさつ運動

○市親善陸上大会
○全校登山
校外指導委員連携

【情報交換会（職員会議後）】

○後期児童会開始

心の健康チェックカード(月末)

○１０，２０，３０日
オアシス委員会あいさつ運動

○マラソン大会
○作品発表会
○ふれあいコンサート
校外指導委員連携

○生活指導部会

【情報交換会（職員会議後）】
【みんなの学校生活調べ】
（２回目実施） ○１０，２０，３０日
○児童に対するアンケート調査
オアシス委員会あいさつ運動
○アンケートの集計・分析と考察
○教育相談週間
心の健康チェックカード(月末)

○生活指導部会

【情報交換会（職員会議後）】
心の健康チェックカード(月末)

月

12

【情報交換会（職員会議後）】
心の健康チェックカード(月末)

月
１
月
２
月
３
月

４

○ウィンターフェスティバル
（児童会行事）
○校外子ども会
○１０，２０，３０日
オアシス委員会あいさつ運動

○個別懇談会
○就学時健康診断
○市音楽発表会
校外指導委員連携

校外指導委員連携

○生活指導部会
○あいさつ強調月間
○教育計画見直し

【情報交換会（職員会議後）】
心の健康チェックカード(月末)

○エンカウンター③
○１０，２０，３０日
オアシス委員会あいさつ運動

○民生委員との懇談会
○全校道徳
校外指導委員連携

○生活指導部会
○反省と来年度に向けて

【情報交換会（職員会議後）】
心の健康チェックカード(月末)

○１０，２０，３０日
オアシス委員会あいさつ運動

校外指導委員連携

○生活指導部会

【情報交換会（職員会議後）】
○中学校との引継会
心の健康チェックカード(月末)

○校外子ども会
○６年生を送る会
○１０，２０，３０日
オアシス委員会あいさつ運動

○鼓隊引継式
○卒業式
校外指導委員連携

いじめへの対応
いじめの発見・通報を受けた場合には，隠し立てしたり，特定の教員で抱え込んだりせず，速やか
に報告し，組織的に対応する。（いじめの認知→生活指導主任（教頭）→校長→市教委）
(1) 被害者側（いじめられた児童）
① 児童への対応
・本人や周辺から聞き取り調査をし，身体的・精神的被害について的確に把握し，迅速に初期
対応をする。
・休み時間や登下校など，必要に応じて教師による見回り活動を行うなど，被害が継続しない
体制を整える。
・いじめの理由や背景を明らかにし，根本的な解決を図る。
② 保護者への対応
・該当児童を守り抜く姿勢を示しながら，保護者の話に真摯に耳を傾け，事実関係を明らかに
するとともに，児童も含めた心のケアに努める。
・問題解決に向けた学校の方針を伝え，理解を求め，協力をお願いする。
(2) 加害者側（いじめた児童）
① 児童への対応
・「絶対許さない」という毅然とした態度で臨み，事実を確認し，いじめをやめさせる。
・いじめの理由や背景を明らかにし，根本的な解決を図る。
・必要に応じて，外部機関との連携を図る。
② 保護者への対応
・学校は被害者（いじめられた児童）を守ることを第一に考えた行動をとることを伝える。
・事実を冷静に受け止め，我が子の言い分を十分に聞くように促す。
・被害者（いじめられた児童）・保護者に対して，謝罪等適切な対応を促す。
(3) 傍観者（まわりで見ていた，気付いていたが何もしなかった児童）
① 児童への対応
・「傍観すること」，「何もしないこと」はいじめに荷担することと同じであることを伝えると
ともに，被害者（いじめられた児童）の苦しみを考えさせる。
・友達の言いなりにならず，自らの意志で判断し行動することの大切さを伝える。
② 保護者への対応

・「傍観すること」，「何もしないこと」はいじめに荷担することと同じであることを伝える。
・いじめに対する考え方を伝え，児童・保護者が一丸となって被害者（いじめられた児童）を
守らなければならないことを伝える。
５ 学校組織
(1) 校内の組織
① いじめ・不登校対策委員会
・ 必要に応じて即時開催する。校長，教頭，生活指導主任，養護教諭，当該学級担任等で構
成する。いじめへの対応について協議する。
・ いじめの相談，通報の窓口になるとともに，児童の問題行動等のいじめの疑いに関する情
報の収集，記録，共有に努め，全校体制の中核となる。
② 児童情報交換会
・ 月１回，職員会議後に開催する。全職員で問題傾向を有する児童について，現状や指導に
ついての情報交換及び共有行動についての話し合いを行う。
・ 年２回（６月，11月の職員会議後に）開催する。「みんなの学校生活しらべ」の結果の分
析や，気になる児童の状況，個別面談で明らかになった事実などについての情報交換と共有
行動についての話し合いを行う。
(2) 家庭や地域，関係機関と連携した組織
① 地域懇談会
・ 年１回，７月に開催する。警察，保護者，地域住民（民生児童委員）とともに，情報交換
と事実共有を行う。
② 民生委員との懇談会
・ 年１回，１月に開催する。情報交換と事実共有を行う。
(3) 重大事態への対処
① 重大事態とは

ア）生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
イ）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とき
ウ）児童や保護者から，いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき
②

対処について
・ 速やかに教育委員会に通報し，指導を仰ぐ。
・ 「いじめ・不登校対策委員会」を開催し，事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対
応するとともに，全校体制で客観的な情報収集，事実確認に努める。
・ 学校職員のほか，佐渡東警察署，主任児童委員，関係地区の民生児童委員，ＰＴＡの正副
会長並びに該当学年の正副学級委員長等のメンバーを招集し，対応を協議する。
・ 調査結果については，被害児童生徒，保護者に対して適切に情報を提供する。
(4) 学校の取組に対する検証・見直し
①「いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成，実行，検証，修正に
ついては，校内いじめ・不登校対策委員会が中核となって行う。
②「いじめ防止基本方針」をはじめとするいじめ防止の取組については，ＰＤＣＡサイクルで見
直し，実効性のある取組となるよう改善に努め，いじめを許さない学校づくりを推進する。
６ 学校いじめ防止基本方針の策定上の留意事項
＊ 策定に当たっては，方針を検討する段階から保護者等の参画を得て，家庭や地域と連携した「い
じめ防止基本方針」となるよう努める。
＊ 学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から，いじめの未然防止に向けた取組〔項目２(1)及
び(2)〕を中心に，児童の意見を取り入れ，いじめの防止等について児童の主体的かつ積極的な参
加が確保できるよう留意する。
＊ 策定した「いじめ防止基本方針」は，児童及び保護者に示すとともに，学校のホームページで
広く公開できるよう表現等に十分配慮する。

