
五所川原市立金木中学校「いじめ防止基本方針」

１ いじめ防止基本方針策定にあたって

いじめは、いじめを受けた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、その生命や心身に重大な危険を生じさせる

恐れがある。

したがって、本校ではすべての生徒がいじめを行わず、他の生徒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

問題に関する生徒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もので

ある。

〔 基本方針 〕

（１） 教育活動全体を通じて、誰もが、安心して豊かに生活することができる学校づくりを

目指す。

（２） 生徒が主体となって、いじめのない学校づくりに取り組むことができるよう指導、支

援に努める。

（３） いじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの生徒にも起こりうることを強く意識

していじめを未然に防ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるように保護者・地

域・関係機関と連携し、情報を共有しながら指導にあたる。

（４） いじめを絶対に許さないこと、いじめられている生徒を守り抜くことを表明し、いじ

めの把握に努めるとともに、校長のリーダーシップのもと組織的に取り組む。

（５） 相談窓口を明示するとともに、定期的なアンケートや個別の面談を実施するなど、全

校体制で一人ひとりの状況の把握に努める。

２ いじめとは

「いじめ」とは、「本校に在籍している生徒に対して、本校に在籍している他の生徒が行う

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、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

本校では、 「いじめ」を訴えてきた生徒の立場に立ち、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、生徒を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。

３ 校内体制について

いじめの防止等を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置する。

（１） 構成員（基本メンバー）… 企画会議のメンバーを主とする。

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任を基本メンバーとし、いじめが発生

した場合、これに該当する学級担任が入る。また、必要に応じて養護教諭、スクールカ

ウンセラー、行政等の専門家が入る。

（２） 活動内容

① いじめの未然防止に関すること。

② いじめの早期発見に関すること。



③ いじめ事案に対する対応策に関すること。

④ いじめ事案に対する対策、いじめが心身に及ぼす影響やいじめの問題に関する生徒

理解等を深めるための研修に関すること。

（３） 開催

週１回を定例会とし、いじめ事案の発生時は緊急開催とする。

４ いじめの未然防止について

人権尊重の精神に基づく教育活動の展開と、生徒の主体的ないじめ防止活動を推進する。

（１） 生徒がいじめ問題を自分のこととして考え、自ら活動できる集団づくりに努める。

（２） 人権教育・道徳教育・特別活動を通して、規範意識や集団の在り方等についての学習

を深める。

（３） 学校生活での悩みの解消を図るためにスクールカウンセラー等を活用する。

（４） 教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないように細心の注意を図る。

（５） 常に危機感を持ち、いじめ問題への取り組みを定期的に点検して改善充実を図る。

５ いじめの早期発見について

（１） いじめを早期発見するために、在籍する生徒に対して定期的な調査を次の通り実施す

る。

① 生徒対象いじめについてのアンケート調査

・月１回（年１２回）実施する。

② 教育相談、三者面談を通じた生徒からの聞き取り調査

・年２回（６月、１２月）実施する。

（２） 生徒及び保護者がいじめに関する相談を行うことができるよう、次のとおり相談体制

の整備を行う。

① 全校朝会、参観日、その他の場面で、すべての教職員と相談ができることを伝達す

る。

② スクールカウンセラーの来校日を伝え、生徒及び保護者が相談できることを伝達す

る。

（３） 日々の観察に重点を置き、生徒の小さな変化を見逃さないようにする。

・教職員が生徒とともに過ごす機会を積極的に設け、いじめの早期発見を図る。

・休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、生徒の様子に目を配り、「生徒がいると

ころには教職員がいる」ことを目指す。

・チェックリストなどを活用して、生徒の行動や生徒が形成するグループ、そのグルー

プ内の人間関係などを注視する。

（４） 通信や電話等の定期連絡、家庭訪問や保護者会等を活用して、保護者と情報を共有す

る。

（５） いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの

防止等に関する教職員の資質向上を図る。



６ 解決に向けた対応について

（１） いじめに関する相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認を行う。

（２） いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、い

じめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者

への助言を継続的に行う。

（３） いじめを受けた生徒等が安心して学校生活を送るために必要があると認められるとき

は、保護者と連携を取りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ず

る。

（４） いじめの関係者同士で争いが発生しないよう、いじめの事案に関する情報を関係保護

者と共有するための必要な措置を講ずる。

（５） 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と

連携して対処する。

（６） いじめが解消した後も、関係保護者と継続的な連絡を行う。

７ 重大事態への対応について

生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、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場合には、次の対処を行う。

（１） 重大事案が発生した旨を五所川原市教育委員会に速やかに報告する。

（２） 五所川原市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

（３） 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。

（４） 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必

要な情報を適切に提供する。

※ いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警

察署と連携して対処する。また、生徒の生命・心身又は財産に重大な損害が生じる恐れ

があるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

８ 評価

いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の２点

を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。

（１） いじめの早期発見に関する取組に関すること。

（２） いじめの再発を防止するための取組に関すること。

９ その他

（１） インターネットを通じて行われるいじめに対する対策

生徒及び保護者が、発信された情報の高度な流通性、発信者の匿名性、その他のイン

ターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われ

るいじめを防止し、効果的に対処できるように、必要な啓発活動として外部講師を招き、

インターネットや携帯電話の情報モラル研修会等を行う。



五所川原市立金木中学校「いじめ防止年間指導計画」

月 生徒の取り組み
大人(教職員・ＰＴＡ等)の取り組み

未然防止 早期発見

４ ・入学式・対面式⇒生徒会長の決意発表
・学年学級開き⇒学年学級役員の決意発表
・学級活動⇒学級目標作り、個人目標作り
・全校道徳⇒あいさつについて

・いじめ防止対策委員会の設置
(校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・学年主任)

・職員会議での情報交换
・休み時間等の生徒観察

・いじめアンケート①の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・参観日の学年学級懇談

５ ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・生徒総会⇒会長、委員長、部長の決意発表
・全校(学年)道徳⇒いじめについて
・クリーン作戦⇒全校ボランティア
・運動会⇒集団活動での人間関係作り
・全校学活⇒猛暑時の飲み物について

・校長による全校(学年)道徳
・学年主任による学年学活
・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察
・校長による３年生グループ面談

・いじめアンケート②の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・ＳＣの１年生グループ面談
・桜祭りの巡回指導

６ ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・中体連壮行式・報告会⇒選手による決
意発表と反省
・全校学活⇒家庭学習について
・ＪＵＮＰ活動への参加（生徒会）

・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察
・中体連期間の生活指導
・運動部引退後の生活指導

・いじめアンケート③の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・定期教育相談(二者面談)
・ＳＣによる相談活動(２日)

７ ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・終業式⇒１学期の反省発表
・ボランティア活動への参加
・学級活動⇒夏休みの生活設計

・情報モラル学習会（ＰＴＡ）
・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察
・夏休み期間の生活指導

・いじめアンケート④の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・ＳＣによる相談活動(２日)
・参観日の学年学級懇談
・３年生三者面談

８ ・学級活動⇒夏休みの反省と２学期個人目
標作り
・ハローワーク(３年生)
・小中交流リトルティーチャー(３年生)

・出校日の生徒観察
・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察

・いじめアンケート⑤の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・３年生三者面談

９ ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・中体連新人戦壮行式・報告会⇒選手による
決意発表と反省
・情報モラル学習会⇒利用ルールの確認等

・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察

・いじめアンケート⑥の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・ＳＣによる相談活動(３日)

10 ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・金中祭⇒一人一役の責任感
・合唱コンクール⇒心を通わせる活動
・進路説明会（３年生）

・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察
・校長による進路指導講話

・いじめアンケート⑦の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・ＳＣによる相談活動(３日)
・参観日の学年学級懇談

11 ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・全校学活⇒家庭学習について
・生徒会役員選挙⇒いじめのない学校作り

・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察

・いじめアンケート⑧の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・ＳＣによる相談活動(２日)
・スクールバス乗車指導

12 ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・球技大会⇒ルールを尊重した活動
・終業式⇒２学期の反省発表
・学級活動⇒冬休みの生活設計
・生徒用学校評価アンケートの提出

・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察
・冬休み期間の生活指導

・いじめアンケート⑨の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・ＳＣによる相談活動(２日)
・全校三者面談
・保護者用学校評価アンケート

１ ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・学級活動⇒冬休みの反省と３学期個人目
標作り

・出校日の生徒観察
・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察

・いじめアンケート⑩の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・ＳＣによる相談活動(１日)

２ ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・学級・委員会・部での振り返り
・生徒総会⇒会長、委員長、部長の反省発表
・新生徒会役員の決意発表

・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察
・新入生入学説明会での学校

・いじめアンケート⑪の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・ＳＣによる相談活動(２日)

３ ・全校朝会⇒生徒スピーチ
・学級活動⇒１年間の個人反省と次年度の
抱負発表、春休みの生活設計

・職員会議での情報交換
・休み時間等の生徒観察
・春休み期間の生活指導
・次年度への引き継ぎ

・いじめアンケート⑫の実施
・生活記録ノートの活用
・休み時間等の生徒観察
・ＳＣによる相談活動(１日)



五所川原市立金木中学校
「いじめ防止対策のための具体的な指導内容プログラム」

１ 学校の姿勢

「いじめは、絶対に許されない行為である。」という前提のもと、学校全体でいじめ問題に真

剣に取り組むという強い意志を示すとともに、いじめは学校の教育活動全体が問われる問題で

あることを、全教職員で共通認識する。

（１） 相談しやすい環境整備と雰囲気づくり

学校全体で「いじめはいけない」という意識を共有し、相談のための体制や相談しや

すい雰囲気を作り上げ、さらに、相談された事案については真摯に向き合うという姿勢

を示す。

（２） 教職員間の連携と情報共有

複数の教職員の目で生徒を見守るなど、組織的な指導体制を構築していくことが大切

である。気軽にものが言い合える職場の雰囲気づくりを心がけ、生徒に関する情報共有

の場を頻繁に設定する。

２ 教職員としての意識

いじめは未然防止対策がとりわけ重要であることを十分に自覚し、どの学級、どの部活、ど

のグループでもいじめは発生し得るという危機感を持ち、生徒の悩みを親身になって受け止め、

生徒が発するサインをあらゆる機会を捉えて敏感に感知するよう努めることが大切である。さ

らに、いじめは加害者と被害者の関係だけで起こるのではなく、教職員の言動や学級等の雰囲

気の影響も大きいので、いじめをさせないという人権に配慮した環境づくりを心掛けるととも

に、生徒が自分たちでいじめの問題を解決できる力を育成する。

いじめを生まない環境を作ることが何よりの未然防止対策であり、その認識に立って、教職

員一人一人が日頃の指導の仕方や生徒との関わり方について謙虚に振り返り、教職員自身が豊

かな感性と高い人権意識を養うことが大切である。「生徒一人一人の人格を気遣っていくこと」

が、いじめを抑止するために教職員が常に意識すべきことである。

３ 学級・集団づくり

（１） 居場所づくり

「居場所づくり」とは、学級を中心として、生徒が安心できる、自己存在感や充実感

を感じられる場所を提供することであり、教職員は、生徒のためにそうした「場づくり」

を進めることに努める。

（２） 絆づくり

「絆づくり」とは、生徒一人一人が主体的に取り組む協同的な活動を通して、連帯感

を紡いでいくことである。絆づくりを進めるのは生徒自身であり、教職員に求められる

のはそのための「場づくり」で、教職員がすべての生徒が「自己有用感」を持つことが

できる場面や機会を設定し、生徒一人一人が役割や責任を持ち、互いに必要とされる活

動を展開することが大切である。あくまでも、絆は生徒がつくるのであって、教職員が



絆づくりを「してあげる」「させる」という発想は捨てなければならない。

４ わかる授業

いじめ加害の背景に勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、授業につい

ていけない焦りや劣等感等が過度なストレスとならないように、生徒一人一人を大切にしたわ

かりやすい授業づくりに努める。そこで、生徒指導の機能を重視した取組を基盤にし、グルー

プ学習等の授業形態の工夫改善を図り、他と適切に関わる能力を高め、共に高め合う人間関係

が醸成されるよう工夫を重ね、指導に当たる。

５ 道徳・学級活動

（１） 道徳

未熟な考え方や道徳的判断力の低さから起こるいじめに対し、道徳の時間が大きな力

を発揮する。とりわけ、いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生す

るものであり、「いじめをしない・許さない」という人間性豊かな心を育てるよう努める。

（２） 学級活動

生徒は学校生活の大半を学級で過ごすため、いじめの発生を防止するには、「居場所

づくり」や「絆づくり」を意識した学級づくりが重要であり、生徒同士が互いの良さを

認め合うことができるよう、より良い人間関係づくりに取り組むことが大切である。

《 生徒指導の機能を重視した「わかる授業」 》

①「自己決定の場を与える」ために、

⇒ 自ら課題を見つけ、自ら考え、判断し、表現する授業

②「自己存在感を与える」ために、

⇒ 学ぶ楽しさや成就感を味わわせることができる授業

③「共感的人間関係を育成する」ために、

⇒ 生徒同士及び生徒と教職員がお互いに認め合い、学び合うことができる授業

① 「思いやり」「寛容」「公正・公平」等、道徳的価値の自覚を深め、「いじめをしな

い」「いじめを許さない」という資質を育む道徳の時間を工夫する。

② 人間の弱さや至らなさ等に共感し、より良い生き方について考えられる発問を工夫

する。

③ 生徒が互いの気持ちや考えを聞き合い、確かめ合えるような話し合いをする。

④ 生徒の身近な体験を想起できる道徳の時間の導入・まとめの工夫をする。

⑤ いじめの「被害者」「加害者」「観衆」「傍観者」それぞれの立場から考えられる資

料等の工夫をする。

⑥ 全教育活動を通じて、「個性伸長」や「生命尊重」等、自尊感情を高め、生命の大

切さを学ぶ機会を充実する。

《 学級活動で望ましい人間関係づくりのための有効な手法例 》

①構成的グループエンカウンター ②ピア・サポート・プログラム

③ソーシャル・スキル・トレーニング ④アサーション・トレーニング

⑤ピア・メディエーション ⑥ロールプレイ



６ 学校生活・学校行事・生徒会活動・部活動

（１） 学校生活

未然防止は、授業だけではなく日々の学校生活全体の中で取り組むべきものである。

教職員には、日常の観察から生徒の実態を把握し、様々な場面で変化を感じ取ることの

できる高い意識を持ち続けることが求められる。

生徒が安心して学校生活を送ることができ、「いじめなんて、くだらないよね」と言

い合える環境を作っていくことが大切で、そのために、生徒がいじめ防止に主体的に取

り組めるような活動を計画的に継続して行う。

（２） 学校行事

学校行事を通して、生徒は大きく成長することができる。しかし、ただ「体験する」

「交流を深める」だけで終わってしまっては不十分である。自発的に取り組む場面を設

定し、達成感や成就感をもたせるだけでなく、人と関わることの喜びや大切さに気づき、

互いに関わり合いながら、他人から認められているといった「自己有用感」を獲得して

いくことを目標として、具体的な計画を立てて取り組んでいく。

（３） 生徒会活動

いじめをなくす取組を、生徒が中心となって推進していく活動を計画したい。母校の

良き伝統を継承する意識や校風づくりに一人一人が参加しているという自覚と責任が

生まれ、リーダーを中心に自分たちの力で問題を解決していく実践力が育成される。

ここで何よりも重要なことは、「生徒自身がいじめ問題を自分たちの問題として受け

止めているか」ということである。「やらされている」と感じていたのでは意味がない。

全ての生徒がいじめ問題への取組の意義を理解して主体的に参加できる活動になって

いるかどうかをチェックし、教職員は陰で支援するよう努める。

（４） 部活動

「リーダーを中心とした集団づくりと主体的な活動の実践、集団として活動する利点

を生かした協調性や自主性の伸長、人間形成の場としての活動」といった点から、部活

動は生徒の育成に大きな役割を果たしている。しかし、様々な人間関係の中で行われて

いるため、いじめに繋がる可能性が高く、いじめの温床になりやすいという側面もある

ので、顧問は十分留意して指導していく。

７ 家庭、地域、関係機関との連携

いじめの問題は学校と生徒のみで取り組む問題はなく、家庭や地域社会、関係機関と連携し、

協力体制づくりを進めていくことが大切である。


