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平成２７年度 いじめ問題に関する取組(いじめ防止対策推進法の施行に伴う) 行方市立津澄小学校

いじめに向かわせないためのいじめに向かわせないためのいじめに向かわせないためのいじめに向かわせないための いじめ問題に関する取組 ～主な流れ～いじめ問題に関する取組 ～主な流れ～いじめ問題に関する取組 ～主な流れ～いじめ問題に関する取組 ～主な流れ～ いじめを早期発見するためいじめを早期発見するためいじめを早期発見するためいじめを早期発見するため
日常の取組（未然防止） の取組日常の取組（未然防止） の取組日常の取組（未然防止） の取組日常の取組（未然防止） の取組

１ 魅力ある授業・学級・学校作り１ 魅力ある授業・学級・学校作り１ 魅力ある授業・学級・学校作り１ 魅力ある授業・学級・学校作り 「いじめ防止対策委員会」を設置し，学校としての取組を策定 １ 共感的な人間関係の醸成１ 共感的な人間関係の醸成１ 共感的な人間関係の醸成１ 共感的な人間関係の醸成
・「分かる・できる・楽しい」と ・児童の個性を尊重し，相手の立
実感できる授業や学級づくり 場に立った人間味のある温かい

・委員会や児童会活動など特別活 いじめに向かわせない日常の取組 いじめを早期に発見するための取組 指導を行う。
動における共感的な人間関係づ ・日頃から児童一人一人とのふれ
くりと自発性・自治力の育成 あいを大切にする。

いじめの訴え，いじめに関する情報，いじめと思われる状況の察知いじめの訴え，いじめに関する情報，いじめと思われる状況の察知いじめの訴え，いじめに関する情報，いじめと思われる状況の察知いじめの訴え，いじめに関する情報，いじめと思われる状況の察知 ・児童同士の人間関係づくりを大
２ 生命や人権を大切にする指導２ 生命や人権を大切にする指導２ 生命や人権を大切にする指導２ 生命や人権を大切にする指導 ○日常での児童の兆候を把握する。(担任・全教職員) 切にし，自分や仲間のよさを伝
・道徳，学級活動で具体的な実践 ○養護教諭，スクールカウンセラー等の専門性を生かす。 え合い，互いの存在を認め合う
を推進 指導を行う。

・発達段階に応じた様々な体験活 管理職等への報告，事実確認等の対応の決定管理職等への報告，事実確認等の対応の決定管理職等への報告，事実確認等の対応の決定管理職等への報告，事実確認等の対応の決定
動 ○いじめの判断は，一人でしない。(生徒指導主事，教務主任等への報告・協議) ２ 校内連携体制の充実２ 校内連携体制の充実２ 校内連携体制の充実２ 校内連携体制の充実

・発達や障害への理解を深める指 ○校長へ迅速に報告し，初動対応の方向を決定する。 ・学級担任や少人数指導教員，養
導 ○情報提供者に迷惑がかからないように配慮する。 護教諭等は小さなサインも見逃

・教職員の人権感覚を高める取組 さないで，きめ細かな情報交換
関係児童からの事実確認関係児童からの事実確認関係児童からの事実確認関係児童からの事実確認 を日常的に行う。

３ すべての教育活動を通した指導３ すべての教育活動を通した指導３ すべての教育活動を通した指導３ すべての教育活動を通した指導 ○複数の教員で対応し，個別に話を聞く。 ○共感的に聞き，事実を確実につかむ。 ・事務職員や市職員も含めて全教
・「自己指導能力」を高める生徒 職員で情報をキャッチする。
指導 「いじめ防止対策委員会」において対応方針の決定「いじめ防止対策委員会」において対応方針の決定「いじめ防止対策委員会」において対応方針の決定「いじめ防止対策委員会」において対応方針の決定

・インターネットやメール等の利 ○いじめた子，いじめられた子に対する具体的な対応や指導の手順等を検討する。 ３ アンケート調査等の実施や保護３ アンケート調査等の実施や保護３ アンケート調査等の実施や保護３ アンケート調査等の実施や保護
用実態を把握した情報モラル教 ○学級担任一人に任せることなく，役割分担を明確にする。 者との連携者との連携者との連携者との連携
育 ○校長の指導の下，決定した対応方針を職員間で共通理解する。 ・年間を通して，アンケートや相

談等を実施し，実態を指導に
他の児童への指導 関係機関との連携他の児童への指導 関係機関との連携他の児童への指導 関係機関との連携他の児童への指導 関係機関との連携 生かす。

★対応時，陥りやすいこと対応時，陥りやすいこと対応時，陥りやすいこと対応時，陥りやすいこと★ ○新たないじめを防ぐための指導を行う。 ○教育委員会，警察，民生委員・児童委 ・教師のいじめを見抜く力を
○傍観者や取り巻きもいじめを助長させる 員，専門医等と連携・協力を図る。(情 養うとともに，保護者と丁

□児童の思いに寄り添った指 行為であることを理解させる。 緒不安定，恐喝や暴行等の犯罪行為) 寧に連絡を取り合う。
導がなくなりやすい。

□職員間の意思疎通がなくな いじめられた児童と保護者への援助 いじめた児童と保護者への指導・対応いじめられた児童と保護者への援助 いじめた児童と保護者への指導・対応いじめられた児童と保護者への援助 いじめた児童と保護者への指導・対応いじめられた児童と保護者への援助 いじめた児童と保護者への指導・対応
り，問題行動についての情 ○訴えや相談には，相談者の気持ちに寄り添って ○いじめは許されない行為であることを十分に自 ★対応時，気をつける対応時，気をつける対応時，気をつける対応時，気をつける
報共有ができなくなりやす 対応する。 覚させ，謝罪の仕方等を一緒に考える。 ことことことこと★
い。 ○家庭訪問は原則として複数教員で行う。 ○繰り返さないためにいじめの背景にあった状況

□担任が一人で抱え込んでし ○解決に向けて，保護者と共に支援する体制を作 を一緒に考える。 □職員間の共通理解が不十
まいがちになる。 る。(カウンセリング等の継続支援) ○家庭訪問し，指導について説明し理解を得る。 分な状態のままでは対応

□対応の迅速さに欠けてしま しない。
いやすい。 □いじめの背景にある状況

継続指導，指導の見直し継続指導，指導の見直し継続指導，指導の見直し継続指導，指導の見直し を理解しないで，思い込
みや決めつけでは指導し

対応上の危機管理・・・対応上の危機管理・・・対応上の危機管理・・・対応上の危機管理・・・「「「「さ・し・す・せ・そさ・し・す・せ・そさ・し・す・せ・そさ・し・す・せ・そ」」」」 ない。

さ･･･最悪の状態を想定して し･･･慎重に いじめの解消いじめの解消いじめの解消いじめの解消 □５ W １ H 等の情報が不
す･･･素早く せ･･･誠意をもって 明確のままに，対応を二
そ･･･組織的に対応する 転三転しない。

「いじめ防止対策委員会」における取組の定期的な見直し「いじめ防止対策委員会」における取組の定期的な見直し「いじめ防止対策委員会」における取組の定期的な見直し「いじめ防止対策委員会」における取組の定期的な見直し
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［未然防止，早期発見のために］ ［対応の際の心得として］［未然防止，早期発見のために］ ［対応の際の心得として］［未然防止，早期発見のために］ ［対応の際の心得として］［未然防止，早期発見のために］ ［対応の際の心得として］

・「分かった，できた」と思える授業，「みんなと活動すると楽しい」と思 ★ いじめを受けている（と思われる）児童に対して★ いじめを受けている（と思われる）児童に対して★ いじめを受けている（と思われる）児童に対して★ いじめを受けている（と思われる）児童に対して
える学級経営に努める。 ・「あなたを絶対に守る」という姿勢を示し，「あなたのせいではない」というメ

ッセージを送り続ける。
・自己存在感，共感的な人間関係づくり，自己決定の場を大切にし，自己 ・本人が何をしてほしいのかに耳を傾け，そのことを踏まえて援助する。

指導能力を育てる。 ☆ いじめを受けている（と思われる）保護者に対して☆ いじめを受けている（と思われる）保護者に対して☆ いじめを受けている（と思われる）保護者に対して☆ いじめを受けている（と思われる）保護者に対して
・保護者の訴えや怒りを真摯に受け止め，親身になって解消に努める。

・事実関係をきちんと説明し，「絶対に守る」という姿勢を誠実に示す。 ・時間をかけて十分に話を聞き，その後，児童が不安なく学校生活を送るために
生徒指導主事等へ伝える風通しのよい職員集団を目指す。 何をする必要があるかを一緒に考える。

・「生徒指導対策委員会」を機能させ，「いじめ」を題材とした学習に取り組 ★ いじめている（と思われる）児童に対して★ いじめている（と思われる）児童に対して★ いじめている（と思われる）児童に対して★ いじめている（と思われる）児童に対して
んで意識の変容に努める。 ・事実関係を明らかにした上で，自分の行為を振り返らせ，何がいけなかったの

かに気付かせる。
・学級・学校で「いじめはしない，許さない」学級・学校を宣言し，指導 ・行為について厳しく指導しても，本人の人格否定は絶対にしない。
の過程を工夫した指導を行い，教室掲示等によって常に意識できるように ・児童との関係づくりに努め，いじめた相手への謝罪方法を一緒に考える。
する。 ☆ いじめている（と思われる）保護者に対して☆ いじめている（と思われる）保護者に対して☆ いじめている（と思われる）保護者に対して☆ いじめている（と思われる）保護者に対して

・定期的に「いじめアンケート」を実施するとともに，その機に，学級や ・二度といじめをしないために何をする必要があるかを一緒に考える。
全校でいじめについて指導する。また，アンケート結果に少しでも気に ・叱責するだけでなく，いじめをした本人の心に寄り添うことを依頼する。
なる点があれば，解決に向けた動きを確実にする。

［いじめの情報や訴えがあったときのポイント］ ［状況に応じた対応のために］［いじめの情報や訴えがあったときのポイント］ ［状況に応じた対応のために］［いじめの情報や訴えがあったときのポイント］ ［状況に応じた対応のために］［いじめの情報や訴えがあったときのポイント］ ［状況に応じた対応のために］

すぐに「 いじめ防止対策委員会 」を開催する (１) いじめと判断できる場合(いじめをする児童に対して)すぐに「 いじめ防止対策委員会 」を開催する (１) いじめと判断できる場合(いじめをする児童に対して)すぐに「 いじめ防止対策委員会 」を開催する (１) いじめと判断できる場合(いじめをする児童に対して)すぐに「 いじめ防止対策委員会 」を開催する (１) いじめと判断できる場合(いじめをする児童に対して)
・二度と繰り返さないために，どうしたらよいかを一緒に考える。
・やめられない場合は，厳しく対応することを本人に伝える。

事実確認・情報収集事実確認・情報収集事実確認・情報収集事実確認・情報収集（担任・学年主任・生徒指導主事等が共同で行う） ・謝罪の方法を一緒に考え，人間関係の改善に寄り添う。
・情報収集の段階から「迅速」「組織的」に対応する。 ・謝罪をする機会には，きちんと付き添って支援する。
・保護者との連携・相談を密にし，「誠実」に対応する。
・指導と援助を「組織的」に行う。（該当児童への声かけ・巡視等） (２) 訴えはあるが，いじめと認識しづらい場合(２) 訴えはあるが，いじめと認識しづらい場合(２) 訴えはあるが，いじめと認識しづらい場合(２) 訴えはあるが，いじめと認識しづらい場合

・一人で判断せず，複数で情報を集め，組織的に対応する。
� � � � 本人がいじめられていないと言わざるを得ないような場合や笑顔を取り繕わな

ければならない場合もある。「いじめではないんだね」「それはいじめとは言わ
判断しづらい訴え 判断できる訴え 双方が認めない場合判断しづらい訴え 判断できる訴え 双方が認めない場合判断しづらい訴え 判断できる訴え 双方が認めない場合判断しづらい訴え 判断できる訴え 双方が認めない場合 ないよ」「気にせずに」などと一人で判断しない。

・いじめられた本人の日頃の行動について，批判しない。
・一人で判断しない ・児童の安全を確保 ・具体的な行為を取 �「あなたにも責任がある」「いつもそうだから」「はっきり嫌と言わないと･･･」

でチームで幅広く し継続的に支援す り上げて指導す 「なぜ言いに来なかったのか･･･」などとは言わない。
情報を集め，対応 る。 る。
策を練る。 ・いじめた児童への ・行為の意味や危険 (３) いじめをする児童がいじめと認めない場合(３) いじめをする児童がいじめと認めない場合(３) いじめをする児童がいじめと認めない場合(３) いじめをする児童がいじめと認めない場合

・訴えを否定せず， 指導と援助を丁寧 性を，双方に丁寧 ・いじめをした本人の不平や不満があれば最後まで聞く。
訴えに至った経緯 に行う。 に説明する。 ・「いじめ」という言葉は使わずに，行為や事実を確認するように心がける。たと
等を分析する。 ・保護者との緊密な ・継続的な観察と双 え自分ではいじめをしたつもりがなくても，その行為が相手にとってつらくて嫌

・継続的な行動観察 連携と，関係機関 方への援助を続け な行為であったことを，納得できるように話す。
を丁寧に行う。 との連携を図る。 る。


