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学校いじめ防止基本方針 

大分市立寒田小学校 

 

１ 基本方針 

 

  はじめに、｢いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる｣という基本認識に

立ち、寒田小学校の児童が、楽しく豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない学校をつくる

ために｢寒田小学校いじめ防止基本方針｣を策定した。 

｢いじめ｣は、いじめを受けた児童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

れがあるものである。 

 寒田小学校の基本的な方針は、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。そのために、

入学時や各年度開始時等に児童や保護者に説明する機会を設ける。 

また、本校のいじめ防止基本方針は、定期的に点検を行い、必要に応じて見直しを行っていくもの

とする。 

 

２ ｢いじめ｣とは (｢いじめ防止対策推進法｣第２条を参照して) 

 

｢いじめ｣とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人間関係にある

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、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているものとする。 

学校では、｢いじめ｣を訴えてきた児童の立場に立ち、この｢いじめ｣の定義に関わらず、その訴えを

真摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応にあたる。 

 

３ いじめ防止の基本的な方向と取り組み ～いじめを未然に防止するために～ 
 
(１) 児童に対して 

〇児童一人ひとりが認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づ

くりを行う。また、学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。 

  〇わかる授業を行い、児童に基礎・基本の定着をはかるとともに、学習に対する達成感・成就感を 

育てる。 

  〇思いやりの心や児童一人ひとりがかけがえのない存在であるといった命の大切さを道徳の時間や

学級活動の指導を通して育む。 

  〇「いじめは決して許されないこと」という認識を児童が持つよう、様々な活動の中で指導する。 

  〇見て見ないふりをすることは｢いじめ｣をしていることにつながることや｢いじめ｣を見たら、先生

たちや友だちに知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。その際、知らせること

は、決して悪いことではないことも合わせて指導する。 
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(２) 教職員に対して 

  〇児童一人ひとりが自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係を深める。 

  〇児童が自己実現を図れるように、｢子どもたちを生かす｣授業を日々行うことに努める。 

  〇児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級活動の充実を図る。 

  〇「いじめは決して許さない」という強い姿勢を教職員がもっていることを様々な活動を通して児

童に示す。 

〇いじめに対してまず誰よりもいじめる側が悪いのだという認識に立ち、全教職員が協力して、こ

れを排除するという共通の認識を持たねばならない。このような教職員の厳しい姿勢が理解され

たとき、いじめ解消の出発点に立つことになる。教育活動のあらゆる場面や機会を通して、不正

を憎み、真の勇気とはどんなものなのかを理解させる。 

 〇不正義は許さないという全教職員の毅然とした姿勢と、被害児童に対しての親身の指導と、必ず

守ってやるという力強いことばと自信のある態度が、被害児童を安心させ、いじめを学校から追

放するスタートとする。 

  〇児童一人ひとりの変化に気づく、鋭敏な感覚を持つように努める。 

  〇児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢をもつ。 

  〇「いじめ」の構造やいじめ問題の対処など｢いじめ問題｣全般についての理解を深める。特に、自

己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。 

  〇問題を一人で抱え込まないで、管理職・学年部・同僚への相談、協力を求める意識をもつ。 

   

(３) 学校全体として 

  〇すべての教育活動を通して、｢いじめは絶対に許されないこと｣という土壌をつくる。 

  〇いじめに関するアンケート調査を年間に２～３回程度実施し、結果から児童の様子の変化などを

教職員全体で共有する。 

  〇｢いじめ問題｣に関する校内研修を通して、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が

発生する場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の被害性に着目する必要がある等、

｢いじめ｣に対する全教職員の理解と実践力を深める。 

  〇平和集会・人権集会などあらゆる活動を通して、学校として｢いじめは絶対に許されない｣という

ことを発信・体験させていく。また、｢いじめ｣に気づいた時には、すぐに担任をはじめ、まわり

の大人たちに知らせることの大切さを児童に伝える。 

  〇「いじめ問題」に関することを児童会及び委員会活動として取り組みを行う。 

  〇いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。 

  〇校内研修を積極的に行う。 

   ・いじめに対応するために、全教職員で研修を深める。 

・資料や情報を全教職員のものに還元する。 

・事例研修会を行う。 

・管理職は、研修後、教職員のいじめ問題への対応に関する理解度の把握に努め、研修の方法や 

内容の改善や充実を図っていく。 

〇小中連絡会等で小中連携支援シートを作成して進学先の中学校と情報交換を行い、支援方針を確

実に引き継ぐ。 
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(４) 保護者・地域に対して 

  〇児童が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切さを伝える。 

  〇「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切である。「学校いじめ防

止基本方針」を学校ホームページに掲載したり、学校だより(校長通信)・学年だより・PTA 活動・

広報誌・各種地域での研修などで発信したりして、理解と協力をお願いする。 

 

４ ｢いじめ｣の早期発見・早期対応について 

 
(１) 早期発見に向けて・・・｢変化に気づく｣ 

  〇欠席、遅刻、早退を正確にチェックする。 

〇職員会議・学年会・生活指導部会で情報交換を行う。また、養護教諭の情報を大切にする。 

〇校内の児童の人間関係 

・一人ひとりの児童との関わりの機会を増やし、児童の活動、友人関係を知る。 

・けんかやふざけ合いであっても、背景にある事情の調査を行い、児童の被害性に着目する。 

〇保護者との緊密な情報交換 

        ・家庭訪問、電話、連絡帳、手紙、日記、各種提出物のコメント等を通して、たえず学校と保護

者との情報交換を行い、相互理解を図る。 

〇保護者と学校がよりよく児童を理解するために、授業参観、学級懇談会、オープンスクールなど

を積極的に取り入れる。 

〇児童の様子を担任だけでなく多くの教職員で見守り、気づいたことを共有する場を設ける。 

〇様子の変化が感じられる児童には、教職員は積極的に声かけを行い、児童に安心感をもたせる。 

〇アンケート調査などを活用し、児童の人間関係や学校生活等の悩みなどの把握に努め、共に解決

していこうとする姿勢を示して、児童との信頼関係を深める。 

 

(２) 相談ができる・・・｢誰にでも｣ 

 〇相談窓口の確立として 

   ・児童とその保護者に対しても、悩みや問題がある時に、相談の窓口があることを知らせる。 

  ・教育相談担当・生活指導担当などが｢いじめ相談窓口｣を担当する。 

   ・教育相談活動を 7月・12月・3月に行う。 

   ・｢いじめをなくすためのアンケート｣を７月・１１月・２月頃に行う。 

｢いじめをなくすための啓発強化週間(仮)｣と連動して行う。 

      〇いじめに限らず、困ったことや悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談するこ

との大切さを児童に伝えていく。 

  〇いじめられている児童や保護者からの訴えには、親身になって聞き、児童の悩みや苦しみを受け

止め、児童を支え、いじめから守る姿勢をもって対応することを伝える。 

  〇いじめられている児童が、自信や存在感を感じられるような励ましを行う。 

  〇いじめに関する相談を受けた教職員は、管理職に報告するとともに、校内の｢いじめ対策委員会｣

を通して、校内で情報を共有するようにする。 

  〇いじめの重大性を教職員全員で認識し、いじめに係る情報を特定の教職員が抱え込むことなく、

校長を中心に一致協力した指導体制を確立する。 
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(３) 早期の解決を・・・｢傷口は小さいうちに｣ 
  〇教職員が気づいた、あるいは児童や保護者から相談があった｢いじめ｣について、事実関係を早期

に把握する。その際、被害児童・加害児童といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。 

  〇事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。 

  〇いじめている児童に対しては、｢いじめは絶対に許さない｣という強い姿勢で臨み、まず、いじめ

ることをやめさせる。 

  〇いじめることがどれだけ、相手を傷つけ、苦しめていることかに気づかせるような指導を行う。 

  〇いじめてしまう気持ちを聞き、その児童の心の安定を図る指導も行う。 

  〇事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応の仕方について、学校と連

携し合っていくことを伝える。 

 

５ いじめの防止等のための対策となる組織 
 

 

 

                 

                     

 

 

 

いじめ発生     緊急対応会議 

   ＜活動＞ 

   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） 

    ・いじめ防止に関すること。 

    ・いじめ事案に対する対応に関すること。 

    ・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。 

   ＜開催＞ 

  〇月 1回の生活指導部会と兼ねることとする。いじめ発生時は緊急開催とする。 

  〇校務分掌に｢いじめ対策委員会｣を位置づける。構成は、校長・教頭・教務担当・生活指導担当・

生活指導部・養護教諭・教育相談担当・人権同和教育担当・必要に応じて SCとする。 

  〇役割として、寒田小におけるいじめ防止などの取り組みに関することや相談内容把握、児童・保

護者へのいじめ防止の啓発などに関することも行う。 

  〇いじめの相談があった場合には、当該学年の学年長、担任を加え、事実関係の把握、関係児童・

保護者への対応などについて協議して行う。なお、いじめに関する情報については、児童の個人

情報として取り扱いを十分に考慮しながら、本校の教職員が共有するようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜いじめ防止対策委員会のメンバー＞ 

校長・教頭       生活指導主任・教務主任 

連絡・報告  学年長・生活指導部員 

養護教諭・教育相談担当 

人権同和教育担当・ 

(SC・SSWなど必要に応じて) 

【調査班】 

学年長・担任 

生活指導部部員・養護教諭 

【対応班】 

学年長・担任 

生活指導部員 

関係学年の教職員等 
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６ 年間指導計画 
月 取り組み 教職員研修 

４ 新学年のめあて いじめの問題対応のための校内研修会 

５ スマイルタイムの取り組み開始（年間） 

いじめをなくすための啓発強化週間 

生徒指導研修（児童理解） 

６ 寒田まつり 生徒指導研修（学級集団アセスメント） 

７ いじめをなくすためのアンケート調査 

教育相談週間 

１学期のふり返りと２学期の準備 

生徒指導研修（いじめ防止） 

８ 平和学習  

９ ２学期の目標  

１０ 秋季大運動会  

１１ 人権集会 

いじめをなくすためのアンケート調査 

生徒指導研修（Q-U） 

１２ いじめをなくすための啓発強化週間 

人権週間 教育相談週間 

２学期のふり返りと３学期の準備 

１ ３学期の目標  

２ ２分の１成人式 

いじめをなくすためのアンケート調査 

 

３ ６年生を送る会  卒業式 

教育相談週間 

成果と来年度の方針 

 

７ 関係機関との連携について 
〇関係機関との連携を緊密にする。 

  〇いじめの相談は、関係諸機関に持ち込まれることが多いので、積極的に学校から出向いて情報交

換を行い、連携・協力を深める。 

  〇地区の連絡会や自治会との連携を図り、共に児童の健全育成に努めるという関係づくりを行う。 

  〇いじめの事実を確認した場合の大分市教育委員会への報告、重大事態発生の対応などについては、

法に則して、教育委員会に指導・助言を求めて、学校として組織的に対応に取り組む。 

  〇地域全体で、｢いじめは絶対に許されない｣という認識を広めることが大切であるということから、

PTA活動や地域の会合などで、いじめ問題など児童の健全育成についての話し合いを奨めることを

お願いする。 

    〇インターネット上のいじめへの対応について、いじめ防止の立場から情報モラル教育を学年の発

達段階に応じて進めるとともに、ネット利用の在り方等について保護者への啓発を図っていく。 

 

８ 学級担任としての指導のポイントについて 
〇学級経営 

・児童の実態を把握し好ましい人間関係を育てる。  

・一人ひとりの児童を生かす学級経営を行う。 

・全ての児童に出番をつくり、団結力を高める。 

・あたたかみのある学級の雰囲気をつくり、一人ひとりの所属感を強めていく。 

〇個別指導 

 ・児童理解のために一日一言は声をかけ、心のふれあいを大切にする。 

・いじめに対して毅然とした態度で指導にあたる。 

   ・個別指導をすすめていくうえでは、何よりも児童との信頼関係が大切である。 

   ・日常から不正義に対しては毅然とした態度で臨み、正義や真理を大切にする。 

   ・教育活動における教師の姿勢や態度が大きな影響を与えることを再認識する。 
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９ 実際のいじめ対応について 

(１)いじめ対応の基本的な流れ 

 

 

 

            

いじめ防止対策委員会 

 

 

正確な実態把握    指導体制、方針決定    子どもたちへの指導・支援    今後の対応 

 

 

○当事者双方、周り   ○指導のねらいを明   ○いじめられた子どもを保護し、心  ○継続的に指導 

の子どもから聴き    確にする        配や不安を取り除く。        や支援を行う。 

 取り、記録する。   ○すべての教職員の   ○いじめた子どもに、相手の苦しみ  ○カウンセラー 

○個々に聞き取りを    共通理解を図る      や痛みに思いを寄せる指導を十分  等の活用も含 

  行う。       ○対応する教職員の    に行う中で「いじめは決して許さ  め心のケアに 

○関係教職員と情報    役割分担を考える。   れない行為である」という人権意  あたる。 

 を共有し、正確に     ○教育委員会、関係機   識をもたせる。          ○心の教育の充 

把握する。       関との連携を図る。                     実を図り、誰 

○ひとつの事象にと                                  もが大切にさ 

 らわれず、いじめ               ○直接会って、具体的な対策を話す。   れる学級経営 

 の全体像を把握す               ○協力を求め、今後の学校との連携 をする。 

 る。                      方法を話し合う。 

 

 

(２)いじめ発見時の緊急対応 

〇いじめを認知した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめに関わる関係

者に適切な指導を行わなければならない。あわせて、ただちに学級担任、生活指導担当、いじめ防

止対策委員会に連絡し、管理職に報告する。「いじめ第一報」「いじめ続報」を提出し、「いじめ続報」

提出後もいじめられている児童といじめている児童を注意深く観察する。 

〇いじめられていると相談にきた児童や、いじめの情報を伝えにきた児童から話を聞く場合は、他の

子どもたちの目に触れないよう、場所、時間等に慎重な配慮で行う。また、事実確認は、いじめら

れている児童といじめている児童を別の場所で行うことが必要である。 

     〇状況に応じて、いじめられている児童、いじめ情報を伝えた児童を徹底して守るため、登下校、休

み時間、清掃時間、放課後等において教職員の目のとどく体制を整備する。 

保護者との連携 

○「いじめ防止対策委員会」を招集する。 

○いじめられた子どもを徹底して守る。 

○見守る体制を整備する。（登下校、休み時間、清掃時間、放課後等） いじめ情報キャッチ 
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〇いじめの事実確認においては、いじめの行為を行うに至った経過や心情などをいじめている児童か

ら聞き取るとともに、周囲の児童や保護者など第三者からも詳しく情報を得て正確に把握する。な

お、保護者対応は、複数の教職員で対応し、事実に基づいて丁寧に行う。 

     〇短時間で正確な事実関係を把握するため、複数の教職員で対応することを原則とし、管理職の指示

のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。 

    〇児童への聞き取り等の調査内容及び学校としての対応等について、随時記録に残すとともに、関係

文書等については、該当児童が卒業後 5 年間保存することとする。卒業時には、小中連携シートに

資料として添付し、確実に引継ぎをする。 

 

(３)いじめが起きた場合の対応 

◎いじめを受けた児童に対して 

  〇事実確認とともに、まず、つらい今の気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る。 

  〇「最後まで守りぬくこと」「秘密を守ること」を伝える。 

  〇必ず解決できる希望を持たせることを伝える。 

  〇自信を持たせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるよう配慮する。 

◎いじめを受けた児童の保護者に対して 

  〇発見したその日のうちに、できる限り家庭訪問等で保護者に面接し、事実関係を伝える。 

  〇学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。 

  〇保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。 

  〇継続して家庭と連絡を取りながら、解決に向かって取り組むことを伝える。 

  〇家庭で子どもの変化に注意してもらい、どのような些細なことでも相談するよう伝える。 

◎いじめを行った児童に対して 

〇いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、児童の背景にも目を向け指導する。 

〇心理的な孤独感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと、毅然とした対応と

粘り強い指導を行い、いじめが人として決して許されない行為であることやいじめられる側の気

持ちを認識させる。 

◎いじめを行った児童の保護者に対して 

〇正確な事実関係を説明し、いじめられた児童や保護者のつらく悲しい気持ちを伝え、よりよい解

決を図ろうとする思いを伝える。 

〇「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識させ、

家庭での指導を依頼する。 

〇児童の変容を図る為に、今後の関わり方などを一緒に考え、継続的・具体的な助言や支援を行う。 
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(４)重大事態への対応 

 ◎「重大事態」とは 

  〇「生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある事態」 

   ・児童が自殺を企図した場合（手紙等の段階も含む） 

   ・身体に重大な障害・傷害を負った場合 

   ・金品等に重大な被害を被った場合 

   ・精神的なダメージが深く、精神性の疾患を発症した場合 

  〇「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事態」 

   ・年間３０日（非連続でも）、連続の場合は３日ぐらいから迅速に調査にのりだす。 

◎重大事態への対応 

 〇重大事態発生の報告 

  ・事態を把握したら、速やかに学校から学校設置者（市教育委員会）に報告をする。 

  ・学校設置者（市教育委員会）は市の長等に、速やかに報告をしなければならない。 

 〇重大事態の実態調査 

  ・基本は、当該学校が市教育委員会の連携・指導を受けながら調査を行う。もし、以下のような

場合は市教育委員会が直接調査を行うこともある。 

   ア 当該児童やその児童やその保護者からの訴えを踏まえ、学校主体の調査ではその事態への

対応や再発防止などに必ずしも十分な結果を得られないと判断した場合 

   イ 当該学校の教育活動に支障が生じる恐れがあるような場合 

 

 

 

令和３年４月３０日改定 


