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１

はじめに
い じめ は重大 な人 権侵害 で絶 対に許 され ない行 為で あると いう 認識の もと 、いじ め 防 止
に向け て日 常の指 導体 制を定 め、 いじめ の未 然防止 を図 りなが らい じめの 早期 発見に 取 り
組むと とも に、い じめ を認知 した 場合は 適切 に且つ 速や かに解 決す るため の「 衣川中 学 校
いじめ 防止 基本方 針（ 以下、「学 校基本 方針 」とす る） を作成 し、 保護者 や地 域とと も に 、
いじめ のな い学校 づく りを進 める 。

２

いじめについて
「いじ め防 止対策 推進 法」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 。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

どの子 ども にもど の学 級にも 起こ り得る
人権侵 害で あり人 とし て決し て許 されな い
大人に は気 づきに くい 所で行 われ 発見し にく い
生徒は 入れ 替わり 加害 ・被害 の両 面にな るこ とがあ る
暴力を 伴わ なくて も生 命、身 体に 重大な 危険
態様に より 暴行、 恐喝 等の刑 罰法 規に抵 触
傍観者 から 仲裁者 への 転換が 重要

３

本校のいじめ問題の現状
本校で は、 対人関 係の トラブ ルが 多発し てい ること が、 いじめ へと 発展す るこ と が 懸
念され る。 内容と して 、携帯 電話 のＳＮ Ｓ（ ライン やフ ェイス ブッ ク等） を利 用し 、 特
定の人 物の 誹謗中 傷や 、個人 攻撃 や仲間 はず れなど があ る。ま た、 表面化 しに くい 潜 在
的な集 団が でき、 学校 や学級 、部 活動で の正 しい世 論作 りの妨 げに なって いる 。

４

いじめ防止に向けた基本的な取り組み
（１ ）い じめの ない 土壌作 り
学校全 体と して教 育活 動全般 を通 じ、「 いじ めは、 人権 侵害で ある 」「い じめ を 許 さ
ない」「い じめを 見逃 さない 」と いう気 風作 りをす る。
①生徒 会活 動に取 り入 れる。
本校の 生徒 会活動 とし て、い じめ 防止ポ スタ ー・標 語の 募集及 び校 内掲示 、生 徒 会 役
員によ る集 会での 呼び かけ等 の啓 発活動 を行 ってい る。 また委 員会 活動で 、ア ン ケ ー
ト調査 を行 いいじ めの 実態把 握を 行い、 通信 に載せ 委員 会から いじ め防止 を訴 え た 。
そして 、こ れらの 活動 を明石 市の 主催す る「 いじめ スト ップ明 石・ 子ども 会議 」 と い
う研修 会に 参加し 、自 校での 取り 組み内 容の 発表と 他校 の発表 を聴 き、意 見交 換 す る
中で生 徒会 役員の 意識 の高揚 につ ながり 、校 内の活 発な 啓発活 動に 発展し た。 こ の よ
うな活 動を 継続し てい く。

②道徳 教育 に取り 入れ る。
年間 計画を 作成 する際 に、
「いじ め防 止」を 題材 とした 内容 を取り 入れ る。ま た、い じ
めにつ なが る可能 性の ある行 為を 確認し た場 合は、 適宜 類似し たケ ースを 題材 と し た
内容を 取り 上げ、道徳 に取り 入れ る。道 徳性 を養う こと で生徒 一人 一人に「思 いや り 」
や「優 しさ 」を持 ち弱 い立場 の人 間を大 切に する心 の成 長を促 す。
③いじ めが 起こり にく い環境 づく り
困っ たこ とがあ れば 、すぐ に周 囲に相 談で きる環 境を 整備す る。 また、 当事 者で な い
周囲の 生徒 が自ら の「 気づき 」を 教職員 がは じめと した 大人に つな ぐ行動 を起 こ し や
すい雰 囲気 づくり を行 う。

（２） 早期 発見・ 対応
いじ めは、 教職 員や大 人が 気づき にく いとこ ろで 行われ 、潜 在化し やす いこと を 認 識
し、生 徒の 小さな 変化 を敏感 に察 知し、早期 発見・対応 する。早期 に解決 する こと で 、
いじめ られ ている 生徒 が受け る心 身の傷 を最 小限度 に押 さえ、 事態 が深刻 化・ 重 大 化
するこ とを 防ぐ。
① 生徒の 言動 に敏感 にな る。
職員 （特に 学級 担任及 び部 活動顧 問） は以下 の生 徒の言 動に 注意し 、確 認され た 場 合
は放置 せず 必ず改 善さ せる。
ア）
「 からか い」や「悪 ふざけ 」が 一方的 で「 する側 」と「され る側 」が固 定さ れてい る 。
イ）特 定の 生徒が 「い じられ キャ ラ」に なっ ている 。
ウ）表 情が 暗く孤 立す ること が多 い。
エ）発 言等 で注目 され る際、 嘲笑 や冷笑 が多 い。
オ）私 物が 隠され たり 、無く なる ことが 多い 。
カ）特 定の 生徒に 気を 遣って いる 雰囲気 があ る。
キ）特 定の グルー プが 存在し 、他 を寄せ 付け ない雰 囲気 がある 。
＊上 記以外 にも 対人関 係に よる悩 みを 持って いる 生徒に は、 カウン セリ ングマ イ ン ド
で接す るよ う心が け、 内面理 解に 努める 。
② 実態把 握に 努める 。
定期 的なア ンケ ートや 、個 別面談・
「 あしあ と」の点検 など を通し 、日 頃から 生徒 の 様
子を把 握し ておく 。ま た、保 護者 や地域 との つなが りを 深め、 些細 なこと でも い じ め
につな がる ことが あれ ば、学 校に 伝えて もら うよう にす る。
（３） いじ め防止 対策 委員会 の設 置
校長 、教 頭、全 体生 徒指導 担当 、学年 主任 、学年 生徒 指導、 不登 校担当 、養 護教 諭 を
メンバ ーと して設 置す る。な お、 実態に 応じ てスク ール カウン セラ ー、ス クー ル ソ ー
シャル ワー カー（ 児童 生徒支 援課 ）を招 聘し 構成す るな ど柔軟 に対 応する 。
・定例 委員 会を月 に１ 回開催 する 。いじ め事 案発生 ある いは想 定で きると きは 、緊 急 に
招集す る。
・年間 指導 計画の 作成 ・実施 、校 内相談 窓口 の整備 と周 知、情 報収 集、情 報の 整理 ・ 分
析と適 切な 管理、 効果 的な対 策の 検討と 全教 職員へ の共 通理解 を図 る。
・家庭 ・地 域との 密接 な連携 を図 り、一 体と なった 教育 活動を 推進 する。

５

い じめ が発生 した 場合の 対応
（１ ）い じめ防 止対 策委員 会へ の報告 、対 応
①報告 を受 けた者 は委 員会を 招集 し、内 容に より対 応を 検討す る。
・加害 ・被 害双方 の生 徒から 、複 数の教 師で 事実確 認を する。 確認 後、双 方の 保護 者 に
連絡し 状況 と指導 方針 を伝え る。
（※ 被 害 生徒が 負傷 してい る場 合など は、 治療を 優先 する。）
ア）被 害が 大けが を負 ってい たり 、多額 な金 品を奪 われ たなど 被害 が深刻 な場 合。
（１） 校長 は教育 委員 会に報 告す る。
（２） 全体 生徒指 導は 明石警 察少 年係に 連絡 する。
（３） 担任 を含む 二名 以上で 家庭 訪問し 直接 報告す る。
※こ の 場 合 判 明 し て い る 事 実 の み を 伝 え る 。 事 態 に 陥 っ た 詳 細 な 原 因 な ど の 説
明は避 ける 。
（４） 関係 機関の 助言 を参考 にし 、指導 にあ たる。
イ）上 記以 外の場 合
（１）被害生徒は、帰宅させる。加害生徒は複数の教師で、引き続き指導する。内
容に よって は保 護者に 来校 しても らい 、経過 説明 及び指 導を 行う。 被害 生徒
の保護 者に 謝罪し たい との相 談が あった 場合 、被 害側 の 保護者 にそ の旨を 伝 え
断りを 得て から、 連絡 先を伝 える 。
（２） 指導 後、被 害生 徒宅へ 複数 の教師 （学 年主任 同行 が望ま しい ）で家 庭訪 問し
指導内 容今 後の方 針を 報告す る。
（３） 翌日 、教師 立ち 会いの もと 謝罪の 場を 設定す る。
②重大 事態 が発生 した 場合
重大 事態と は、
「 いじめ によ り子ど もの 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 」でそ の状 況で校 長が 判断す る。
校長 は直ち に教 育委員 会に 報告す ると ともに 、教 育委員 会と 調査主 体を 協議し （ 学 校
主体で 調査 し教育 委員 会は学 校の 調査を バッ クアッ プす るのか 、教 育委員 会が 調 査 す
るのか ）、 判断す る。 学校主 体の 調査に あた っては 、校 長はリ ーダ ーシッ プを 発揮 し 、
いじめ 防止 対策委 員会 に専門 的知 識及び 経験 を有す る外 部の専 門家 である 弁護 士 （ 明
石市契 約） や教育 委員 会児童 生徒 支援課 担当 職員等 を加 えた組 織で 調査し 、事 態 の 解
決にあ たる 。
また 、教育 委員 会主体 で調 査を行 う場 合は、 教育 委員会 が設 置する 重大 事態調 査 の た
めの組 織に 協力し 、事 態解決 に向 けて対 応す る。

③事後 指導
事態 の解決 後は 双方の 生徒 が、明 るく 前向き に意 欲的な 学校 生活が 送れ るよう 、 い じ
め防止 対策 委員会 は配 慮する 。特 に養護 教諭 ・スク ール カウン セラ ーを中 心に 、 当 事
者が安 心し た気持 ちが 持てる よう 見守る 体制 を整え る。 状態に より スクー ルソ ー シ ャ
ルワー カー （児童 生徒 支援課 ）を 招聘し 意見 を参考 にす る。
長期 間の継 続観 察と指 導を 心がけ 、再 発防止 に努 めると とも に、事 例と して記 録 に 残
し、指 導方 法改善 への 資料と する 。

６

指導体制及び年間計画
（１ ）組 織図
・いじ め防 止対策 委員 会
・職員 会議
・生徒 会運 営委員 会
・道徳 ・人 権教育 推進 部会
・特別 支援 教育推 進部 会

（２） 年間 計画指 導計 画
職員会 議等
４月

いじめ 防止 対策委 員会
指導方 針・ 計画

・衣川 中学 校ＰＴ Ａ
・明石 市教 育委員 会
児童生 徒支 援課
・衣川 地区 愛護協 議会
・明石 警察 署少年 係
・衣川 校区 補導委 員会
・明石 少年 サポー トセ ンター ・衣川校 区 民生児 童委 員会

未然防 止に 向けた
取り組 み
学年・ 学級 経営

５月

生徒総 会

６月

生活委 員ア ンケー ト
通信発 行
地域補 導活 動

７月
８月

アンケ ート 結果確 認
指導方 針検 討
職員研 修

地域補 導活 動

早期発 見に 向けた
取り組 み
生活ア ンケ ート
個人面 談
家庭訪 問

いじめ アン ケート
三者面 談
生活ア ンケ ート
個人面 接

９月

個人面 談

10 月

いじめ アン ケート

11 月

アンケ ート 結果確 認
指導方 針検 討

いじめ 防止 啓発活 動
（ポス ター ・標語 ）

12 月

三者面 談

1月

生活ア ンケ ート
個人面 談

2月

いじめ アン ケート

3月

アンケ ート 結果確 認
指導方 針検 討
一年間 の反 省

※事案 ・検 討課題 発生 の場合 、適 宜いじ め防 止対策 委員 会を開 催

