平成２９年度 松江清心養護学校 学校いじめ防止基本方針
１ 学校いじめ防止基本方針の策定について
仲間を大切にしてお互いの人権を守り、いじめをしない児童生徒を育むことに主眼を置き、児
童生徒が意欲をもって充実した学校生活を送れるよう日常の指導体制を定め、いじめの未然防止
を図る。さらに、いじめの早期発見に取り組み、認知した場合の適切な解決を図るため、この基
本方針を定める。
２ いじめについての基本認識
（１）いじめとは
当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、
精神的な苦痛を感じているもの
（２）いじめについての基本的な考え方
①

どの児童生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。

②

人権侵害であり、許される行為ではない。

③

職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。

④

学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り
組むべき問題である。

３ いじめ防止の取組 （別紙１ 別紙２参照）
管理職の方針のもと、いじめ防止委員会を設置し、全校を挙げていじめの未然防止と早期発見
に取り組む。
（１）いじめの防止のための取組
○ いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職
員会議等で研修を深め、平素から教職員全員で共通理解をする。また、全校集会や学級活動
などで、友達を大切にすること、人権を守ることを盛り込み、いじめをしない、許さない雰
囲気を学校全体に作っていく。
○ 学校の教育活動全体を通じた人権教育や道徳教育の充実、読書活動・体験活動等の推進に
より、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等
しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養うとともに、児童生徒が円滑に他者とコミュニ
ケーションを図る能力を育て、いじめを行わない態度・能力の育成を図る。
○ いじめが行われる要因には、勉強や人間関係のストレス等が関わっていることを踏まえ、
一人ひとりを大切にしたわかりやすい授業づくりや一人ひとりが活躍できる集団づくりを
進めるとともに、友達や教職員に相談しやすい環境を作り、相談するなどして自分からスト
レスに適切に対処する力を育む。
○ 学校の教育活動全体を通じて、児童生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取るこ
とのできる機会をすべての児童生徒に提供し、自尊感情が高められるよう努める。また、児

童生徒の自己肯定感が高められるよう、困難な状況を乗り越えるような機会を積極的に設け
ていく。
（２）いじめの早期発見のための取組
ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から複数の教職員
で的確に関わり、情報を共有する。また、日頃から児童生徒との人間関係を深め、定期的な教
育相談を実施するなど、児童生徒から相談しやすい環境づくりに努める。保護者には、家庭訪
問や面談日などを利用し聞き取りを行うとともに、連絡帳を使うなどして、日頃からの様子の
把握に努める。
４ いじめを認知した場合の取組 （別紙３参照）
（１）組織的な対応を行う。
発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、いじめ防止委員会のメンバーに報告し、情
報を共有する。
（２）いじめの発見・通報を受けたときの対応
いじめ防止委員会では、関係児童生徒の担任等を加えた『いじめ対策委員会』を組織し、す
みやかに関係児童生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。いじ
めを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒に対しては、安全を確保し、いじめから
守ることが大切であり、いじめを行った児童生徒に対しては、社会性の向上等、人格の成長に
主眼を置いた指導を行う。
（３）いじめを受けた児童生徒又はその保護者への支援
いじめを受けた児童生徒から、事実関係の聴取を行う。その後、家庭訪問等により、できる
だけ速やかに保護者に事実関係を伝えるとともに、今後の対応等について情報共有を行う。そ
の際、不安を取り除くなど心のケア等の対応も行う。あわせて、いじめを受けた児童生徒にと
って信頼できる人（親しい友人や教職員、家族、地域の人等）と連携し、当該児童生徒に継続
的に寄り添い支える体制をつくる。状況に応じて、心理や福祉の専門家、
（主任）児童委員、弁
護士、教員経験者・警察官経験者など外部専門家の協力も得ながら継続的な支援を行う。
（４）いじめを行った児童生徒への指導又はその保護者への助言
いじめを行ったとされる児童生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認
された場合、学校は、複数の教員が連携して組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する
措置をとる。また、保護者に対しても迅速に連絡し、事実に対する理解や納得を得た上で協力
を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
いじめを行った児童生徒への指導に当たっては、状況に応じ、出席停止や懲戒、警察との連
携による措置も含め、毅然とした対応を行う。一方で、心理的な孤立感・疎外感を与えること
がないよう一定の教育的配慮を行う。
（５）いじめが起きた集団への働きかけ
加害者や被害者だけでなく、いじめを傍観していた児童生徒に対しても、自分の問題として
捉えさせ、たとえ、いじめをやめさせることができなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう
指導する。

５ 重大事態への対応
（１） 重大事態の意味
次に示す場合を、いじめが行われた際の「重大事態」と受け止め、適切に対応する。
○ いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた
疑いがあると認めるとき。
・児童生徒が自死を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合

など

○ いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が「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られるとき。
○ 児童生徒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） 重大事態への対応
直ちに教育委員会に報告し、連携して調査にあたる。
６ ネットいじめへの対応
ネット上の不適切な書き込み等については、学校ネットパトロールなどを活用して早期発見に
努め、発見した場合には直ちに削除するなどの措置を取る。必要に応じて、インターネットや携
帯電話の使用などについて情報モラル教育の推進を図るとともに、保護者にはパンフレットの配
布などにより啓発を図る。

別紙１ 未然防止と早期発見のための取組

管

理

職

学校経営方針
学校いじめ防止基本方針

いじめ防止委員会
構成員：
校長 教頭 事務長 各部主事
企画連携部長 生徒指導部長
人権・同和教育主任 養護教諭
PTA 代表

・学校いじめ防止基本方針作成、見直し
・年間指導計画の作成
・校内研修会企画
・情報等の整理分析

全

教

［未然防止の取組］
◇学業指導の充実
・
「自立」と「社会参加」を目標とした個別の指導
計画の作成

職

員

［早期発見の取組］
◇情報の収集・相談体制の確立
・登下校時の児童生徒の健康状態の情報交換
・センター連絡会での情報交換

・「わかる、できる」が実感できる授業づくり

・保健室と学級との情報交換

・関わりを大切にした授業づくり

・保護者面談の定期実施

・体験的な活動を取り入れた授業づくり

・家庭訪問の実施

・全校児童生徒が参画する全校集会の実施

・教育相談の実施

◇特別活動、道徳教育の充実
・お互いのよさを認めあう集団づくり（学級活動、
ホームルーム、朝終礼）
・人権同和教育の本校における３つの側面（知識

◇情報の共有
・保健室と学級の連携
・学級ミーティングによる児童生徒の情報交換

的側面、価値的・態度的側面、技能的側面）を

・教科会による児童生徒の情報交換

意識した授業づくり

・学部会による児童生徒の情報の共有

◇教職員の研修の充実
・
「清心 心のとびら１０か条」を月ごとに１条ず
つ職員室内に掲示したり、職員研修で取り上げ
たりして、理解徹底を図る
・人権・同和教育、いじめ問題に関する校内研修
の実施
◇保護者・関係機関・地域との連携
・学校だより、学級通信等による情報発信
・PTA 活動の充実
・児童生徒の毎日の様子の情報交換
・清心フェスティバルの充実
・オープンスクールの実施

別紙２ 年間行動計画
４月

職
員
会
議
等

防
止
対
策

早
期
発
見

７月

８月

９月

事案発生時、緊急対応会議の開催

・学部集会（各学部）
・全校集会（生徒指導部）
・個別の指導計画（自立・社
会参加）

・人権・同和教育
研修会

・いじめ防止委員会
(指針方針・年間指導計画)

学部・学級の集団づくり
学級ミーティング（清心
・体育祭（生徒指導部・
全校）

・保護者面談（教務部・
各学級）

１０月

防
止
対
策

６月

・人権・同和教育（年間目標
設定）

早
期
発
見

職
員
会
議
等

５月

１１月

こころの扉）

・生徒指導研修会

・オープンスクール（相談部）
・全校集会（生徒指導部）

・学部集会（各学部）

学級ミーティング・学部会（児童、生徒の情報交換）
センター連絡会・保健室との連携
保護者との情報交換・教育相談
・家庭訪問（教務部・各学
級）
・保護者面談（教務部・各
学級）

１２月

１月

２月

３月

事案発生時、緊急対応会議の開催
・研修会（生徒指導部）

・全校集会（生徒指導部）
・清心フェスティバル（生
徒指導部）

・人権・同和教育研修会

・いじめ防止委員会
（本年度のまとめ・来年度の議題
検討）
・人権・同和教育（実践振り返り）

学部・学級の集団づくり
・学部集会
学級ミーティング（清心 こころの扉） ・全校集会「卒業生を送
（各学部）
る会」
（生徒指導部）

学級ミーティング・学部会（児童、生徒の情報交換）
センター連絡会・保健室との連携
保護者との情報交換・教育相談
・保護者面談（教務部・
各学級）

別紙３

緊急時の組織的対応

いじめの認知

※事実を時系列で記録に残す

【重大事態も含む】

いじめ防止委員会の構成員

校長

教頭

いじめ対策委員会
【構成員】校長 教頭 事務長 各学部主事 企画連携部長 生徒
指導部長 人権・同和教育主任 養護教諭 関係児童生徒担任教員
その他必要に応じて加える

【重大事態】

調査・事実関係の把握

全教職員と情報共有

県教育委員会

◇調査方針・方法等の決定

職員会議等

必要に応じて次の機関と

目的・優先順位、担当者・期日等

連携

① 教育委員会
② 警察
③ ソーシャルワー
カーなど
④ 医療機関
⑤ 地域（民生委員）

いじめ解決への指導・支援
◇指導方針の決定と指導体制の確立
指導、支援の対象と具体的な手立て

被害生徒への対応

加害生徒への対応

被害生徒保護者への対応

加害生徒保護者への対応

※保護者へは複数で対応

関係集団への対応

継続指導・経過観察
事態収束の判断

被害生徒がいじめの解消を自覚し、関係生徒との関
係が良好になっている。

日常の指導体制の充実

