
萩市立三見小中学校いじめ防止基本方針

平成 31年３月２６日改訂

１ いじめに対する本校の基本認識

(1) いじめ防止に取り組む基本姿勢

三見小・中学校では、全教職員が「いじめはどの子どもにも起こりうる、どの子どもも被害者

にも加害者にもなりうる」という事実を踏まえ、児童生徒の尊厳が守られ、児童生徒をいじめに

向かわせないための未然防止を柱として、人権尊重の精神を貫いた教育活動を展開します。

そのために、教職員が「未然防止」「早期発見」「対処」「組織」等の内容ごとに場面を想定して

具体的な行動計画を明確にするために「いじめ防止基本方針」を策定しました。

本校のいじめ防止基本方針のポイントは次の２点です。

Ⅰ 教職員が、児童生徒の誰もが落ち着ける「居場所」をつくる。

Ⅱ 教職員は、「児童生徒が絆をつくる」ことができるよう「場」や「機会」を準備する。また、

安心・安全な社会づくりに寄与するためにも、学校、地域、家庭が一体となった取組を一層

推進する。

(2) いじめの定義といじめ解消の定義
【いじめの定義】

「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。 「いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号）」

【いじめ解消の定義】

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」状

態とは、少なくとも

① いじめに係る行為が相当の期間（少なくとも 3ヶ月を目安とする）止んでいること

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

の二つの要件が満たされている必要がある。

「いじめ防止等のための基本的な方針」（改訂版）の内容から

２ いじめ防止等のために学校が実施すべき事項

(1) 「いじめ防止対策委員会」による組織的な取組

・いじめ防止対策委員会の構成

・構成員の役割分担

・いじめ防止対策委員会の開催計画・・・・・７月、12月、３月

(2) いじめ未然防止のための具体的な取組 ＊ 内は、実践例

児童生徒一人ひとりの自己有用感を高め自尊感情を育む教育活動を推進する。

■ 居場所づくり …【主体者：教職員】

① 一人ひとりが活躍できる学習活動 学び合い学習

・ペアやグループでの学習を取り入れて、誰もが授業に参加していると実感させ自分の考えを



言えることや友達の考えをしっかり聞けるような授業を進める。

・複式学級でリーダー学習導入 ・誤答を生かした授業展開など誰もが安心して発言でき

る授業環境作り ・作品発表会などを通して自他の作品の良さを認め合う場を設定 ・異

学年交流授業 ・グループノートでの振り返り・定期的にメンバーを替えたグループ学習

② 誰もが安心感をもてる学級づくり 学級づくり

・学級目標の設定 ・帰りの会のスピーチ ・定期的な相談の機会の設定 ・帰りの会で

感謝のスピーチ ・AFPYを取り入れたグループ活動 ・クラスみんなで遊ぶ日の設定

・自分の過ちを認め友達の過ちを許す雰囲気作り ・児童生徒と教師の人間関係づくり

・児童生徒の観察の徹底 ・行動面での善し悪しを毅然と指導

③ 人とつながる喜びを味わう体験活動 体験活動

・小中合同縦割り班活動 ・ふるさと学習 ・神楽舞体験学習 ・職場体験学習 ・交流

授業の設定(地域の方々、福祉施設、卒業生、保護者、専門家、他校児童生徒など) ・農下村塾

事業(学校菜園活動) ・小中合同駅伝大会 ・社会見学

④ いじめを許さない・見過ごさない雰囲気の醸成 計画的な学習活動

特別の教科 道徳・特別活動・総合的な学習・各教科で年間計画に基づいた指導を行い、いじ

めを許さない・見過ごさない雰囲気の醸成に取り組む。 ＊主な学習活動を記載

学年 教科領域 実施月 指 導 内 容

学活 ４月 ・なかよし宣言について

小 学活 ４月 ・たのしい学校～なかよく学校生活を送るための指導

低学年 道徳 6 月 ・ふわふわ言葉 ちくちく言葉

道徳 10 月 ・人権参観日～相手の気持ちを考え、みんなと助け合う態度

学活 ４月 ・なかよし宣言について

小 道徳/学活 ５月 ・新学年になって ・ぼくの生まれた日

中学年 道徳 ６月 ・よい言葉 悪い言葉

学活 10 月 ・人権参観日～差別や偏見につて考えさせる

学活 11 月 ・なかまづくり～よりよい人間関係づくり

学活 ４月 ・なかよし宣言について

小 道徳 ６月 ・よい言葉 悪い言葉

高学年 社会科 ７月 ・江戸時代の身分差別について考えさせる

道徳 10 月 ・人権参観日～いじめをテーマに防止について考えさせる

学活 11 月 ・友達の良さ～友人の良さを発見してよりよい人間関係づくり

学活 ４月 ・生徒会宣言(いじめ撲滅宣言)について

総合 ５月 ・職場体験学習～障害者との交流

中１ 道徳 ６月 ・啓発資料～いじめや不正に気づき許さない心

学活 ６月 ・情報モラル学習～インターネット、携帯電話等のいじめ問題

道徳/学活 10 月 ・人権参観日～人間関係づくり

学活 ４月 ・生徒会宣言(いじめ撲滅宣言)について

道徳 ６月 ・啓発資料～不正な行為やいじめを許さない態度

中２ 学活 月 ・情報モラル学習～インターネット、携帯電話等のいじめ問題

道徳/学活 10 月 ・人権参観日～人間関係づくり

国語科 １月 ・走れメロス～友情の大切さについて指導する

学活 ４月 ・生徒会宣言(いじめ撲滅宣言)について



家庭科 ５月 ・成長の振り返り ・家庭・社会生活～共生、共存

社会科 ６月 ・基本的人権の尊重

中３ 道徳 ６月 ・啓発資料～不正やいじめを許さない社会

学活 ９月 ・情報モラル学習～インターネット、携帯電話等のいじめ問題

国語科 ９月 ・故郷～人間関係づくりの対応力について指導する

道徳/学活 10 月 ・人権参観日～人間関係づくり

⑤ その他の活動

・いじめ根絶の唱和 ・週末アンケートを活用した声かけや家庭連絡 ・いいこと見つけ

■ 絆づくり …【主体者：児童生徒】

① 自己有用感を味わわせるための集団体験 異年齢交流

② つながることを目指した自主的活動 児童会・生徒会活動

◎縦割り班活動 ・新入生を迎える会 ・小学校縄跳び大会 ・６年生を送る会

◎小中合同運動会 ◎小中合同学習発表会 ・学校菜園活動 ・卒業生を送る会

・中学校クラスマッチ ・全校AFPY ・三見クリーン作戦(地区清掃)

・委員会活動 ・あいさつ運動 ・小中合同清掃

３ いじめ早期発見のための手立て

(1) 教員の連携体制（チームとして一人一人の子どもと向き合う）

・日頃の児童生徒の様子、気付き報告（やりとりの中での軽微な言動も含め、きめ細やかに）
・いじめに関する研修、日頃の情報交換の中での教員の言動のふり返り（教員による「いじ
り」「いじめ」の撲滅）

(2) 週１アンケート

・文字の大きさや濃さ、○印の位置や変更した形跡等の細かなことにも注意し、気持ちの

変化等を読み取り、面談等を迅速に必ず実施する ・アンケート内容を時々工夫する

(3) 児童生徒との人間関係づくり

・ライフメモ(生活ノート)の活用 ・昼休みや給食時間等での雑談によるふれあい

・校外行事での積極的なふれあい

(4) 定期教育相談・・・・・・・・6 月・11月・2月実施予定

・スクールカウンセラーの活用(授業) ・希望教育相談の実施 ・教育相談記録の作成

(5) 相談体制（見守り体制）

・相談室利用 ・相談機関の周知 ・昼休みの見守り

(6) いじめの認知力向上

早期発見につなげるためいじめを３つのレベルに分類

【レベル１】日常的衝突としてのいじめ

【レベル２】教育課題としてのいじめ

【レベル３】重大事態及び重大事態につながりかねないいじめ

また、「いじり」と言われる行為について、いじめとの境界は不明瞭であるため、見えないとこ

ろで被害が発生している可能性も十分に考慮する。

・「いじり」は、本人が否定せず、笑って相手に合わせていたとしても、いじめの可能性があるこ

とを忘れない。いじめのつもりがなくても、受けた側が苦痛を感じれば、「いじり」や「からかい」

もいじめだという認識をもつ。



４ 早期解決に向けての手立て

いじめを発見・通報を受けた場合には、他の業務より優先して迅速に取り組む。その際、特定の

教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。被害児童生徒を守り通すとともに、教育的配慮

のもと、毅然とした態度で加害児童生徒を指導する。指導の主眼は、社会性の向上や児童生徒の人

格の成長とする。

(1) 対応手順と留意点（対応のポイント）

① いじめの発見・通報を受けたときの対応

・行為を止める ・相談者の話を傾聴する

・数名で事実確認をする（被害・加害・傍観者） ・組織で対応の確認をする

② いじめられた児童生徒とその保護者への支援

・思いや考えをしっかり聞いて受け止める ・保護者の心の安定を図る(思いの受け止め

と組織で対応することの確認) ・再発防止の約束 ・SCとの面談設定 ・情報共有

・事後観察と継続面談 ・自己肯定感を高める働きかけ

③ いじめた児童生徒への指導とその保護者への助言

・思いや考えをしっかり聞いて受け止める ・いじめの原因や背景を確実に把握する

・どのような理由があろうとも許されない行為であることを毅然と指導し分からせる

・自己有用感を高める働きかけ ・保護者へ事実を伝え協同体制を作る ・継続面談

④ いじめが起きた集団への働きかけ

・傍観者も加害者であることを分からせる ・絶対に許されない行為であることの確認

・いじめを発見したらすぐに相談することの確認

⑤ 見守り体制の確認

・組織的対応 ・情報共有

⑥ ネット上のいじめへの対応

・PTA総会での保護者への啓発 ・情報モラル教育の実施 ・関係機関との連携

(2) 重大事案への対応

① 重大事態対応組織を設置する

・校長を中心に教職員と市教委で組織する ＊公平性、中立性の確保に努めること

② 重大事態調査組織を設置してすぐに調査をする

・全校アンケートや個人面談でいじめ行為の事実関係を可能な限り網羅的に明確にする

＊因果関係の特定を急がず客観的な事実関係を速やかに調査する

③ 調査結果を基に重大事態対応組織で対応を協議して分担して対応する

＊アンケート結果はいじめの被害者とその保護者、対象の自校生、その保護者に説明する。

＊警察等の関係機関との連携も協議し、必要ならば連携を図る

④ 再発防止案をまとめ発表する

・対応措置後は再発防止案をまとめる



５ いじめ問題に取り組むための校内組織

(1) 生徒指導委員会

・毎朝の職員朝礼で生徒の様子など気づきを情報交換をする(成長した点も報告する)

・月１回、全教職員で問題を抱える児童生徒について情報交換し、対応を協議する。

(2) いじめ防止対策委員会（三見地区青少年健全育成協議会内に設置）

・いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、学校の状況や取組等の報告をして検証

する。必要ならば、三見小中学校いじめ防止基本方針についても検証をする。

(3) いじめ事案対応組織

・いじめが発生した場合は、校長を長として、教頭、生徒指導主任、教育相談担当、担

任等で組織的に対応する。

(4) 学校評価による評価・検証・改善

・学校評価にいじめ防止等にかかる学校の取組状況を位置付け、評価結果を踏まえ、学校にお

けるいじめの防止等のための取組を検証し、改善を図る。


