
久慈市立長内中学校いじめ防止基本方針【令和３年５月改訂】

【 はじめに 】

ここに定める「久慈市立長内中学校いじめ防止基本方針」は、平成２５年６月２８日公布、平成２５年

９月２８日施行された「いじめ防止対策推進法」（以下「法」という）の第１３条をふまえ、本校におけ

るいじめ問題等に対する具体的な方針および対策等を示すものである。

１ いじめの問題に対する基本的な考え方

（１）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、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなる深刻な

問題である。また、最近のインターネットを介した、いわゆる「ネット上のいじめ」は、いじめをい

っそう複雑化、潜在化させている。

いじめの問題は、学校が一丸となって組織的に取り組むことを第一義とし、家庭、地域、及び関係

機関等の協力を得ながら、社会総がかりで対峙することが必要である。

また、いじめの問題の解決には、生徒にいじめを絶対にゆるさないという意識と態度を育てること

が大切である。

こうした中、本校は、学校教育目標に掲げる『学習や仕事に打ち込める生徒、思いやりを持ち互い

に認め合える生徒、心も体も共にたくましい生徒、郷土の復興・発展に尽くせる生徒』を育むことに

より、いじめを生まない環境を築くとともに、すべての生徒の目が輝き、清新で活気に満ちた学校生

活を送ることができるよう教育活動を推進する。そのために、校長のリーダーシップのもと、全教職

員がいじめの問題に対する感性を高め、組織的にいじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組む

ことが肝要である。

「いじめは、どこでも、誰にでもおこりうる」という基本的な認識にたち、本校生徒が人間関係を

構築し、毎日を楽しく安心して学校生活を送ることを願い、「久慈市立長内中学校いじめ防止基本方

針」を策定する。

（２）いじめとは

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している当該生徒と一定の人間

関係にある他の生徒等が行う、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生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

【法第２条】

（３）いじめの特質とは

①いじめは、目にみえにくいもの

②いじめは、人に相談しにくいもの

③いじめは、いつでもどこでも、だれにでも起こりうるもの

④いじめの態様は、ひやかしやからかいから犯罪にあたるものまで多種多様なもの

⑤いじめられる側とそれ以外の者の認識が違っていることがある

【国の改定を受けて、追加 】H29.6.28職員会議にて

※「いじめの認知」について、改定前の「けんかは除く」という記述を削除

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している場合もあるため、背景にある

事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものと

する。



⑥いじめは複雑化、深刻化すると人の命にかかわるもの

※いじめはいじめられた者の心の中にある「心の傷」である

（４）いじめの種類（文部科学省の分類による）

①冷やかし・からかい・悪口や脅かし文句、嫌なことをいわれる 【言葉】

②仲間はずれ、集団による無視 【仲間はずし】

③軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 【軽度暴力】

④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 【暴力】

⑤金品をたかられる

⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする【悪戯・盗難・損壊】

⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことを、させられたりする【脅迫・侮辱・強要】

⑧パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる【誹謗中傷・個人情報漏洩・名誉毀損】

⑨その他

（５）いじめ克服のための本校の姿勢

①「未然防止」、「早期発見」、「早期解決」を大原則とする

②「いじめ」の訴えには「いじめがあった」という前提で早期対応

※いじめであったかどうかの最終決定は解決後に改めて検証

③こどもの訴えや保護者の相談に、真摯に耳を傾け、誠実さとスピードをもって対応

④悪いのはいじめる側であり、いじめられる側でないのは明らかであり、いじめの指導をいじめられ

た側の気持ちの寄り添いが基本

⑤一部の問題とせず、学校全体・組織的に対応

２ いじめを『未然に防止』するために

（１） 生徒に対して

① 「居場所」と「絆」のある学校・学級づくり

集団内で役割を担い、達成感や成就感を感じ取る経験を積ませることや温かい人間関係の中でお

互いを認め合う集団づくりの取組

② 「規範意識」の向上・「自己指導能力」の育成

規範意識を醸成することが「いじめは絶対ゆるされないことであること、卑怯で恥ずべき行為で

あること」を認識する近道であると考え、学校ルールをきちんと守らせる指導の徹底

③ 「わかる授業づくり」、学習の「基礎基本の定着」

分かる授業をし、学力の基礎・基本の定着を図り、学習に対する達成感や成就感を持たせること

が生徒の心や生活を安定させる近道であるとした学習指導

【国の改定を受けて、⑥として追加 】H29.6.28職員会議で確認事項

※「いじめへの対処」について、いじめの「解消」の定義を詳細に規定

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。

Ⅰ いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも３か月の期

間を目安とする。期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の

期間を設定して状況を注視する。

Ⅱ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確

認する。



④ 「生命」や「人権」を大切にする指導

道徳教育の充実を図るとともに学校教育全体を通して「命の大切さ」を実感できる体験活動等の

充実

本校職員が人権感覚を磨き、常に自らの指導姿勢の見直し

⑤ 「情報リテラシー」・「情報モラル」の育成

最近のいじめ問題にはネットを使ったものが急増していることから、生徒、保護者に通信や講演

会、懇談会等を通して積極的に啓発することで情報リテラシーや情報モラルの向上を図る

（２）生徒の取組として

① 中学生らしい規律ある学校生活を送る

② 学校生活の目的を理解し、目標とやりがいを持って生活できるよう学ぶ

③ 学習に対する達成感・成就感を持つことができるように授業に取り組む

④ 思いやりの心を持ち、適切なコミュニケーション能力を身に着けるように学ぶ

⑤ いじめについて正しく理解し、いじめをしない・許さないという決意を固める

⑥ いじめにつながるような友だち同士のトラブルや意地悪などの問題を放置せず、学級や学年の問題

として解決のために取り組む

⑦ 組織的ないじめ防止の啓発活動を行い、いじめ防止に関する話し合いなどに積極的に参加する

（３）学校全体として

☆「いじめをさせない・見逃さない・許さない」姿勢で

☆「いじめ」を発見したら毅然とした態度で

①いじめに取り組む方針の明確化と公表

○「いじめに学校としてどう取り組むのか」という方針の明確化と生徒・保護者への説明の実施（通

信、懇談会等の利用）

○全職員での方針の共通理解（職員研修・会議等の実施）

○情報が確実に把握できる体制の整備

②全職員の危機意識の向上

○アンテナを高くはり、いじめの芽、いじめの察知、発見できる職員

○高い人権感覚を見につけた職員

③気になることを見逃さず、お互いに伝え合う職員集団

○日常的な情報共有

【国の改定を受けて、⑥、⑦、⑧として追加 】H29.6.28職員会議及びR3.4.28職員会議で確認事項

※「いじめの防止」について、特に配慮が必要な児童生徒についての対応が明記

Ⅰ 発達障害を含む、障害のある児童生徒がかかわるいじめについては、教職員が個々の児童生徒の障害

の特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報共有を行いつ

つ、当該児童生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行うことが必要

である。

Ⅱ 海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる児童

生徒は、言語や文化の差から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意し、それらの差

別からいじめが行われることがないよう、教職員、児童生徒、保護者等の外国人児童生徒等に対する理解

を促進するとともに、学校全体で注意深く見守り、必要な支援を行う。

Ⅲ 感染症等に関わり、偏見や差別をすることがないよう児童生徒、保護者等に事前指導を行う。また、

心配のある児童生徒には寄り添った支援を行うとともに、随時相談できる体制を整えておく。



○担任だけでなく、学年を中心に複数職員での把握、指導

○気になることの迅速な情報共有

（４）保護者・地域に対して

① 生徒が目的を持ち規律ある生活を送れるように励まし、支援、指導をお願いする。

② いじめにつながるような生徒のトラブルや意地悪などの情報をキャッチしたら、学校や関係機関

に連絡をお願いする。

③ いじめ問題やいじめ防止に関する学習会や話合いなどに積極的に参加をお願いする。

３ いじめ『早期発見』するために

（１） 校内連携体制の充実 【組織・体制としての状況把握】

① 小さないじめのサインを見逃さないきめ細かい情報交換

② ＳＣ、支援員等と協力体制の整備（情報交換・役割分担）

③ 全職員（事務職員や校務員も含む）での情報把握

（２）共感的な人間関係の醸成 【生徒から情報が入りやすい環境づくり】

① 生徒の立場に立った人間味ある温かい指導

② 生徒一人ひとりとのふれあい

③ 自分や仲間の良さをつたえあい、お互いの存在を認め合う指導

（３）アンケート調査等の効果的な実施や保護者との連携 【心の状態を把握する】

① 年間を通した計画的なアンケートの実施

学校独自アンケート（教育相談アンケート年２回、月 1回の定期的ないじめアンケート）、
県一斉「心と体の健康観察」、ハイパー－ＱＵアンケート年１回

② 教育相談期間の設定、生徒一人ひとりと個別面談を実施（年２回）

③ 保護者と丁寧な連絡・連携を取り、協力依頼

４ いじめ発見後の『早期対応』するために

☆「確かな初動対応が決めて」であると認識し指導

☆自分だけで解決できると過信しない（抱え込まない）対応

（１）情報のキャッチ

① ５Ｗ「いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ」１Ｈ「どのように」が時系列になるように、複数

の教員で同時に確認

② 双方から話を聞く時は慎重かつ注意深く進め、事実をつきあわせ矛盾がないかを整理

（２）管理職への報告

① どのケースも緊急事態の意識をもち、報告を最優先

② 管理職への報告

③ 情報提供者への配慮

（３）対応体制の確立

① 校長（副校長・主幹教諭・生徒指導主事）を中核に、事案に応じて柔軟な対応体制の確立

② 事実関係把握までの手順・役割分担・内容を明確にした正確な事実確認

（４）事実関係の把握

① 聴き取るべき内容・留意すべき内容を確認

② 被害者・加害者・関係者（傍観者・観衆者）を個別に同時進行で事情聴取

③ 聞き取り中で随時情報を交換し、ズレや秘匿を減らし全体像を把握



（５）対応方針の決定

① 被害者の安全や保護を最優先にし、緊張度を確認

② いつ、だれが、どのように対応するのかを決定

③ 全教職員に周知し、迅速に対応

（６）確かな初動対応

① 情報が本人、保護者からの提供の場合やケガ、破損などではっきりしている場合は即日対応

② 即時、保護者に学校の動きを確実に伝達

③ 可能な限り家庭訪問を実施。（主任・担任）

５ いじめを『早期解決』するために

（１） 被害者・保護者にたいして

☆徹底して被害者の立場に立って対応

① もっとも信頼関係のある教職員が対応

② ｢最後まで絶対に守る｣という被害者や保護者への意志表示

③ 被害者の意向をくみ、安心して学校生活をおくるための具体的なプラン作成

④ 心のケアや登下校・休み時間等の見守りの継続

⑤ 解決後、保護者に経過等を定期的に報告（アフターケア）

（２） 加害者・保護者にたいして

☆いじめを行った動機や気持ちにしっかり目をむけさせ、加害者の今後の生活について前向きに取

り組ませる意欲づくり

① 行為に対し、正面から向き合わせ、いじめはいかなる理由があっても許されないことだと理を尽

くし冷静に説諭

② 被害者と認識の違いがあることをふまえ対応

③ 加害者の心にも別要因でストレス負荷がかかっているケースが多いため、その点については共感的

に理解し、ストレスを軽減

④ 保護者には事実を伝え、協力関係を構築

⑤ 相手の心の痛みを理解させ、今後の行動改善を熟考

⑥ 解決後もしばらくは保護者に経過の定期的な報告

（３） 観衆・傍観者に対して

☆いじめは被害者と加害者だけの問題ではなく、周りの者の態度（雰囲気）によって助長されたり、

抑止されたりすることに気づかせる指導

① いじめは観衆の態度によって加速し、傍観者によって深刻化することを発達段階に応じ指導

② 全教育活動を通して、思いやりの心や正義感を育成

（４）ＰＴＡや保護者・地域との連携

☆生徒の幸せにつながる信頼関係を構築し、協力・連携し温かい目で見守る体制で

・必要に応じていじめについて情報等を提供し、家庭や地域での様子を継続して見守ってもらえるよ

う連携強化

・情報交流、意見交流の場を設け、連携を一層強化



６ 校内体制「いじめ防止対策委員会」について

法：第２２条

学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学

校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者、その他の関係者に

より構成されるいじめ防止等の対策のための組織を置くものとする。

（１） 校内いじめ防止対策委員会の設置（ 兼 不登校対策・生徒指導対策）

○構成メンバー：校長、副校長、主幹教諭、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、特別支援教育コ

ーディネーター、教育相談担当、ＳＣ（スクールカウンセラー）

（２） いじめ防止対策委員会の役割

① 本校で生じたいじめ問題への対応協議

② 本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、保護者へのいじめ防止啓発等に関すること

③ 生徒の日常生活を複数の目で把握することで「いじめの芽」の早期発見

（３） いじめの対応

① いじめの事実が報告されたら、直ちに対策委員会を招集

② 事実関係の把握、関係生徒・保護者への対応等の協議をおこない、迅速に指導開始

③ 担任、学年任せにせず、学校全体組織で対応

④ 全職員に事実を伝え、共通認識・共通行動（実践）で指導

（４） 校内研修の計画・実施

① 教職員の共通認識を図るため、いじめを始めとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修の計画・

実施

（５）教師・生徒・保護者・地域有識者の連携によるいじめ防止対策委員会「長中きずな委員会」の設置

① 「長中きずな委員会」の役割

○いじめを防止するために、「意見交換」や「取組の話合い」などを行う。

○生徒自らが自分たちの問題として捉え、いじめのない学校生活が送るように活動できるように

する。

校長：【総責任者】

副校長、主幹教諭

①方針の明確化 ②組織の活性化 ③校内研修の充実 ④保護者面接

（必要な場合） ⑤外部機関・ＳＣとの連携 ⑥マスコミ対応

生徒指導主事：

【事務局】

①情報の集約 ②指導・支援の提示 ③生徒指導（事情聴取・説諭）

④保護者面接（必要に応じて）

学年主任

①担任のフォローアップ ②生徒指導（事情聴取・説諭） ③保護者対

応（連絡・事情説明・家庭訪問） ④保護者面接 ⑤アフターフォロー（事

件解決後の生活見届け・学年全体への指導）

担 任

①いじめの早期発見・事実確認 ②管理職・対策委員会への報告 ③生徒指

導（事情聴取・説諭） ④保護者対応（連絡・事情説明・家庭訪問）⑤保護

者面接 ⑥アフターフォロー

養護教諭 ①生徒来室状況や会話などの情報提供 ②欠席状況の把握と情報提供

Ｓ Ｃ
①必要に応じて被害・加害生徒へのカウンセリング ②対応等に対する

助言や支援 ③生徒の状況把握と情報提供 ④外部とのパイプ

その他

※必要に応じて

民生児童委員・市福祉課・岩手県福祉総合相談センター（児相）・医療機関・

警察（生活安全課）等に参加を要請



② 「長中きずな委員会」の構成 ・・・ 校長【総括責任者】、副校長【事務局】

学校教職員 ・・・ 「校長、副校長、主幹教諭、生徒指導主事、養護教諭」

生徒代表 ・・・・ 「全校生徒会長、全校生徒会副会長(2)、学年生徒会会長(3)」
保護者代表 ・・・ 「PTA会長、PTA副会長(4)」
地域有識者 ・・・ 「学校評議員(3)」

③ 「長中きずな委員会」の開催

基本的には、6月、10月、1月をめどに定例として開催する。
また、必要に応じて校長が臨時に召集することがある。

７ 重大事案への対処について

（１） 重大事態とは

①いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると

き。

②いじめにより当該学校に在籍する生徒等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

いがあると認めるとき。 【法第２８条①】

（２） 重大事態の報告

①学校は、重大事態が発生した場合、速やかに学校の設置者（当該教育委員会）に報告する。

②生徒からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したものと

して対処する。

（３） 重大事態の調査

■ 学校が調査の主体となる場合

・・・ 設置者の指導・支援のもと、以下のとおり対応する。

①重大事態に係る事実関係を明確にするための調査については、本校の「いじめ対策委員会」が中心

となり、全職員体制で速やかに行う。

②調査の際には、重大事態の性質に応じて、適切な専門家を加えるとともに、いじめ事案の関係者と

直接の人間関係または特別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、調査の公平性・中立性を確保

する。

③調査においては、いじめの事実関係を可能な限り網羅し、明確にする。特に、客観的な事実関係を

速やかに調査する。

④調査結果を学校の設置者に報告する。

⑤いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、調査によって明らかとなった事実関係について、経過

報告を含め、適時・適切な方法（基本は面談）により情報提供する。（個人情報に配慮）

⑥いじめを受けた生徒及びその保護者の意向を配慮したうえで、PTA役員への報告、保護者説明会等に

より、適時・適切にすべての保護者に説明するとともに、解決に向けて協力を依頼する。

⑦「いじめ防止対策委員会」で再発防止策をまとめ、学校をあげて取り組む。

■ 学校の設置者（当該教育委員会）が調査の主体になる場合

・・・ 設置者の指示のもと、資料の提出など、調査に協力する。



８ 他機関との連携について（スクールカウンセラーや支援員を含む）

（１） 校内スクールカウンセラー・支援員との連携

① いじめの未然防止・早期発見・早期解決のため、子ども達の悩みや不安等の相談

② 保護者の相談・カウンセリングの実施

③ 校内いじめ防止対策委員会への助言と支援

④ 外部機関とのパイプ役

（２） 久慈市教育委員会との連携

① いじめの事実を確認した場合は教育委員会へ連絡 連携を図り迅速に対応

② いじめが長期化している場合は経過を報告し、支援を依頼

（３） 医療機関・県福祉総合相談センター（児相）・市児童福祉課・主任児童委員・民生委員との連携

① 非行、育成、養護、保健、障がいなど児童福祉が関係してくるケースについては様々な外部機関と

連携を図り、専門的は角度から総合的な判断と対応を依頼

② 他機関と継続的に連携しながら問題を解決

（４） 警察署との連携

① 犯罪性が高いいじめについては警察と連携して対応

② 被害者救済、二次被害防止、再発防止の徹底

（５） 関係機関

○久慈市教育委員会学校教育課 ０１９４－５２－２１５５

○久慈市教育委員会あすなろ塾 ０１９４－５３－２６１０

○久慈警察署 ０１９４－５３－０１１０

○総合教育センターふれあい電話 ０１９８－２７－２３３１

○県教委いじめ相談電話 ０１９－６２３－７８３０

メール相談 fureai@pref.iwate.jp
○全国共通 24時間いじめ相談ダイヤル ０１２０－０－７８３１０

○こころの健康相談統一ダイヤル ０５７０－０６４－５５６

○子どもの人権ホットライン ０１２０―００７－１１０

９ いじめ未然防止、早期発見、早期対応の年間計画

月 取 組 内 容 備 考

４月

○入学説明会、ＰＴＡ総会、校報等で「学校いじめ防止基本方針」（以

下「方針」）の説明

○職員研修の実施（「方針」の説明、前年度のいじめの実態と対応等）

○毎月１回のいじめアンケート

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

５月

○運動会における指導のポイントと注意点の確認

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

○第１回いじめ未然防止・対策委員会の実施

○１学期教育相談アンケート

６月

○第１回教育相談週間の実施

○ハイパー－ＱＵアンケート実施（全学年）

○いじめ未然防止に向けた全校集会、学年集会

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）



６月 ○毎月１回のいじめアンケート

○第１回「長中きずな委員会」

７月

○地区懇談会等で保護者向けにネットいじめについて説明

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

○毎月１回のいじめアンケート

○前期教職員取組評価（学校評価）アンケート（対策等の見直し）

○職員会議（夏休み前までのいじめ防止対策の取組振り返り）

○職員研修（ネットいじめを含めた研修会、教育相談研修会）

※夏休みの生

活を指導

８月

○校内いじめ防止対策委員会の実施（１学期の取組の評価）

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

○ハイパー－ＱＵ結果分析

９月

○「心とからだの健康観察」の実施

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

○毎月１回のいじめアンケート

○前期保護者アンケート（いじめ）

１０月

○前期保護者アンケート結果の配布

○「あったか言葉（ふわふわ言葉）がけ運動」

○学年会にて「いじめ防止対策の取組」についての中間交流

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

○毎月１回のいじめアンケート

○第２回「長中きずな委員会」

１１月

○毎月 1回のいじめアンケート

○ハイパー－ＱＵアンケート実施（１・２学年）

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

○2学期教育相談アンケート

○第２回教育相談週間

市の調査をか

ねる

１２月

○毎月１回のいじめアンケート

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

○「教職員の取組評価（学校評価）」（後期）の実施

※冬休みの生

活を指導

１月

○校内いじめ防止対策委員会の実施（２学期の取組の評価）

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

○職員会議（冬休み前までのいじめ防止対策の取組の振り返り）

○教職員による次年度構想

○第３回「長中きずな委員会」

２月

○学校評議委員会

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

○毎月１回のいじめアンケート

○生徒会の取組のまとめ

○後期保護者アンケート（いじめ）

３月

○後期保護者アンケート結果の配布

○「教職員の取組評価アンケート」（１年間の評価）

○隔週での校内いじめ防止対策委員会（縮小版：運営委員）

※春休みの生

活を指導



１０ 学校評価における留意事項

○いじめを隠さず、いじめの実態把握およびいじめに対する措置を適切に行うため、学校評価におい

て、次の２点を加味し適正に学校の取組を評価する。

① いじめの早期発見の取組に関すること

② いじめの再発を防止するための取組に関すること

１１ 個人情報等の取扱い

○ 個人調査（アンケート等）について

① いじめ問題が重大事態に発展した場合等に資料になることから、３年間保存しておく。

１２ その他 ・・・ 「いじめのない学校づくり」の基本的な考え方

『 増刊号生徒指導リーフ いじめのない学校づくり 「学校いじめ防止基本方針」策定Ｑ＆Ａ 』

生徒指導・進路指導研究センター文部科学省国立教育政策研究所 より抜粋

★教職員全員が意識や理解を共有する！★

同じ児童生徒の行為に気づいた場合でも、ある教師はいじめと捉えるのに対し、別の教師は遊びやふざ

けと捉えるといったこともあるのではないでしょうか。あるいは、同じようにいじめを題材とした授業を

行っていたとしても、どの程度まで踏み込んで児童生徒に訴えるのかには個人差があったりするのではな

いでしょうか。

そうした教職員の「温度差」があるとすれば、各学校がせっかく様々な取組を行っていても、期待ほど

の成果を上げ得ないのは当然と言えるでしょう。それどころか、個々の教師がそれぞれに異なる理解や認

識に基づいて勝手な判断や言動を行うことで、ささいなトラブルが深刻ないじめへとエスカレートしてし

まうかもしれません。

教職員間の「温度差」を取り除き、すべての教職員が組織的・計画的にいじめに取り組む学校体制を構

築していくことが望まれます。

教職員間の「 温度差 」を取り除こう！！ 教職員間の「 指導の不一致 」を取り除こう！！

★ストレスとストレッサー★

日本語では、ストレスの症状と原因とを区別せずに、｢ストレス｣の一語で表現することが少なくありま

せん。しかし、正しくは、ストレスというのはストレス症状（イライラ感、無気力感、身体の不調等） を

指す用語で、それをもたらす要因（≒原因）となるものはストレッサーと表現します。

いじめに関して言うと、本文中にあるように、友人関係や勉強に関するできごとがストレッサーとなっ

て、いじめに結びつきやすい「不機嫌怒りストレス」を高めることがわかっています。また、人に負けた

くないという過度の競争意識がストレッサーを一層強く感じさせることもわかっています。

３月 ○校内いじめ防止対策委員会の実施（1年間の取組の評価）

○次年度への引継ぎ



★★★ 自 己 有 用 感 と は ★★★

単なる自己肯定感や自己存在感ではなく、相手からの好意的な反応や評価があって感じることのできる

自己の有用性のことを自己有用感と呼びます。

他者から認めてもらえていると感じられた子供は、いたずらに他者を否定することも、攻撃することも減ります。

相手を貶おとしめて自分の存在を相対的に高めるという必要がないからです。さらには、相手のことも認

めることができるようにもなっていきます。すべての児童生徒に対して、授業や行事の中で活躍できる場

面を設定していくことが、いじめの未然防止につながります。

★★★ 「居場所づくり」・「絆づくり」と「自己有用感」 ★★★

国立教育政策研究所では、いじめの実態を定点観測的に調査する「いじめ追跡調査」によっていじめの

実態を把握する一方で、学校のどのような実践がいじめを減らすことにつながるのかを検証してきました。そう

した中でキーワードとして浮かび上がってきたのが、「居場所づくり」であり、「絆づくり」です。

「居場所づくり」とは、文字通り、学級や学年、学校を児童生徒の居場所になるようにしていくことで

す。様々な危険から子供を守るという安全はもとより、そこにいることに不安を感じたり，落ち着かない感じを持った

りしないという安心感も重要です。そのためには、授業改善、授業の見直しから始めていくことが必要になり

ます。

また、小学校の低学年のうちから、授業中は正しい姿勢を保つことに慣れさせておくことも大切です。そう

でないと、「わかる授業」を行っていても集中力が途切れて「わからなくなる」こともありえます。忘れ

物をさせない指導なども、同じです。単に「居心地よくしてあげる」ということではなく、「子供が困らないようにす

る」ための場所づくりと考えましょう。

「絆づくり」とは、教師がきちんと「居場所づくり」を進めているという前提のもとで、子供自らが主体的に取り組む

活動の中で、互いのことを認め合ったり、心のつながりを感じたりできることです。子供同士が一緒に活動すること

を通して自ら感じとっていくものが「絆」であり「自己有用感」ですから、「絆づくり」を行うのはあくまでも子供

（同士）です。教師が直接に「絆づくり」に関与すること、直接に「自己有用感」を与えることはできま

せん。

ただ、そのための「場づくり」はできますし、必要です。全員の子供の「絆づくり」を促すためには、それなり

の教師の働きかけが不可欠ですし、組織的・計画的な働きかけが必要です。一言で言うなら、すべての児

童生徒が活躍できる場面を準備することです。

こうした視点で「授業づくり」と「集団づくり」を見直していくことができれば、いたずらにトラブル

が起きることも、それがいじめへとエスカレートすることもなくなっていきます。きちんと授業に参加し、

基礎的な学力を身につけ、認められているという実感を持った子供なら、いたずらにいじめの加害に向かうことは

ないはずだからです。すなわち、

・規律（きりつ）

・学力（がくりょく）

・自己有用感（じこゆうようかん）

が大切なのです。

（参考文献：国立教育政策研究所『いじめについて、正しく知り、正しく考え、正しく行動する。』）

○ いじめに向かわせない、主に学校で取り組むべき課題は

・規律（きりつ） ・学力（がくりょく） ・自己有用感（ゆうようかん）

★ きちんと授業に参加し、基礎的な学力を身につけ、認められているという実感を持った子ども


