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学校いじめ防止基本方針 
平成３１年４月 

大分県立安心院高等学校 

 
１． 基本理念 

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、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあり、

全ての生徒に関係する問題である。 

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、いじめ防止に向けた日常の指導体制を充実させ、「いじめはどの子どもにも、ど

の学校でも、起こりうる」との意識を持ち、いじめの未然防止、早期発見に取り組む。また、いじめ

が心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて生徒の理解を深め、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「学校いじめ防止基本方針」を定め対策を行う。 

本校では、校訓「 明朗誠実 自発創造 協調奉仕 」のもと、人間尊重の精神を培い、心豊かで

たくましい人間づくりにつとめており、全ての生徒が安全・安心な学校生活を送れるようにしていき

たい。 

 

２．いじめとは 

(ア) いじめの定義 

いじめとは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関

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ている

ものを含む。）であって、当該行為の対象になった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。 

① 冷やかしやからかい、悪口や脅かし文句、いやなことを言われる 
② 仲間はずれ、集団による無視をされる。 
③ ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 
④ 金品をたかられる、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 
⑤ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 
⑥ パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。   等 

  

(イ) いじめの防止等に関する基本的考え方 

 いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服の

ためには、全ての生徒を対象としたいじめ未然防止の観点が重要であり、全ての生徒をいじめに向かわ

せることなく、心通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつく

るために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。 

 このため、学校の教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促

し、生徒の豊かな情操や道徳心、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し合える

態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。また、いじめの背景にあ

るストレス等の要因に着目し、その改善を図り、適切に対処できる力を育む観点が必要である。加え

て、全ての生徒が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる魅力ある学校づくりは未然防止の観点か

らも重要である。 

また、これら学校や保護者の取り組みに加え、いじめの問題への取組の重要性について認識を広め、

家庭と地域が一体となって取組を推進するための普及啓発が必要である。 
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３．いじめ防止のための組織・役割・年間指導計画 

学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処等に関する措置を実効的・組織的な対応

を行うため中核となる常設の組織として、本校に「いじめ対策委員会」を設置する。 

（１）組織（委員会のメンバー） 

校内組織 ・校長、教頭、事務長、主幹教諭、指導教諭、地域連携研究指定主任、教務主任、 

生徒指導主任、特別活動主任、キャリアサポート主任、学年主任（３名）、 

人権教育生徒支援主任、関係クラス担任、スクールカウンセラー、スクールサポーター、 

認知関与職員等 

（２）役割 

 ・ 学校基本方針に基づく取組の実施        ・ 年間計画の作成・実行・検証 

 ・ いじめの相談・通報窓口            ・ いじめ情報の収集・記録・共有 

 ・ アンケート調査や事実関係の聴取や指導・支援  ・ 保護者との連携 等 

 

（３）いじめ防止の年間指導計画～「心の居場所づくり」と「絆づくり」 

 年間指導計画 教職員研修等 
４月 仲間づくり・歓迎遠足 

教育合宿（１年） 
各クラス担任による個人面談（１回目） 
健康・悩みの調査実施 
ネット安全教育研修会 

・年度始めの打合せ、取組確認 
・生徒情報交換会 
・登校観察指導（毎日交代で実施） 
 

５月 ボランティア活動 
体育大会 

・第１回学校評議員会 
・生徒支援研修会 

６月 人権教育ＨＲＡ 
リーダー研修会 
マナーアップ運動 

・心理検査実施 
・人権研修 
・第１回中・高連絡会 

７月 アンケート調査（１回目） ・研修会（１学期の振り返りと２学期準備） 
８月 人権平和学習 

ボランティア活動 
 

９月 個人面談（２回目） 
文化祭 

 

１０月 マナーアップ運動 
保健講話 

 

１１月 人権講演会・人権教育ＨＲＡ 
ボランティア活動 

・研修会（2学期の振り返りと3学期準備） 
・第２回中・高連絡会 
・第２回学校評議員会 

１２月 アンケート調査（２回目） 
修学旅行 
クラスマッチ 

 

１月 人権教育ＨＲＡ  
２月 人権教育ＨＲＡ ・研修会（1年間を振り返り次年度の準備） 
３月 卒業式 

クラスマッチ 
・第３回学校評議員会 

  ※学年会議・分掌会議等で適宜情報交換会を実施する。 
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４．いじめの防止の措置 

（１） いじめの予防 

 いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、いじめに向かわせない

ための未然防止に取り組む。 

 また、未然防止の基本は、生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み規律正しい態度で授

業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。加えて、集団の一員とし

ての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め会える人間

関係・学校風土をつくる。さらに教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長し

たりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。 

 人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに、生徒の主体的ないじめ防止活動を推進する。 

＜具体的な取り組み＞ 

・生徒たち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。 

・人権教育・道徳教育・特別活動を通じていじめ撲滅や命の大切さ等について学習を深める。 

・学校生活での悩み解消を図るために、スクールカウンセラー等を活用する。 

・生徒が積極的に学習できるよう、わかる授業・楽しい授業に心がける。 

・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細心の注意を払う。 

・常に危機感をもち、いじめ問題への取組を定期的に点検して、改善充実を図る。 

・教職員研修の充実、いじめ相談体制の整備、相談窓口の周知徹底を行う。 

・行政等の関係機関と定期的な情報交換を行い、恒常的な連携を深める。 

（２）いじめの早期発見 

いじめの早期発見は、いじめ解決への迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、生徒のささい

な変化に気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で

行なわれたり、遊びやふざけあいを装って行われたりすることなど、大人が気付きにくく判断しにくい

形で行われることを認識し、生徒が無意識に出している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、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したり、躊躇したりするこ

となく、個人面談や情報収集を行い積極的にいじめを認知することが必要である。 

 いじめの早期発見のため、家庭における早期発見に向けた関りができるよう保護者への啓発を行うと

ともに定期的なアンケート調査等によって、常に生徒の状況を把握する体制づくりに努める。また、生

徒が困った時に相談しやすい仕組みや環境、雰囲気づくりや教育相談、電話相談窓口の周知等により生

徒や保護者がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して幅広く情報収集するな

ど、地域ぐるみで生徒を見守ることが必要である。 

 ＜具体的な取り組み＞ 

・生徒の声に耳を傾ける。（アンケート調査、生活ノート、個別面談等） 

・生徒の行動を注視する。（チェックリスト、ネットパトロール等） 

・保護者と情報を共有する。（通信物・電話等の定期連絡、家庭訪問、保護者会等） 

・行政等の関係機関と日常的に連携する。（行政等の関係機関との情報共有等） 

（３）いじめへの対処 

いじめがあることが確認された場合、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し、いじ

めたとされる生徒に対して事情を確認したうえで適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。ま

た、 家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係機関との連携が必要である。このため、教職員は

平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を深めておくことが必要であり、また、特定の教

職員が一人で抱え込むことなく、学校における組織的な対応を可能とするような体制整備が必要である。 
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【いじめられている生徒の対応】 

     ・いじめられている生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するとともに、いじめられた生徒に対し、

徹底して守り通すことを伝え不安を除去する。 

     ・いじめられた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、いじめられた

生徒に寄り添い支える体制をつくる。 

  ・いじめられている生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高め

るよう留意する。 

・SNS等を利用した中傷などの有無についても確認する。 

・昼食を誰と食べているのかなどを確認し、教室内の居場所の有無を確かめる。居場所が無い場合、ク

ラスメートなどの協力を得て、その確保を支援する。 

・保護者にいじめの概要と支援の方針、具体的支援について説明を行う。 

 【いじめている生徒への対応】 

    ・いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であ

ることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。 

・必要に応じて、いじめた生徒を別室において指導したり、出席停止制度を活用したりして、いじめら

れた生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。 

・いじめる生徒に指導を行っても十分な効果を上げることが困難である場合は、所轄警察署等とも連携

して対応する。 

・不満やストレス（交友関係や学習、進路、家庭の悩み等）があっても、いじめに向かうのではなく、

運動や読書などで的確に発散できる力を育む。 

・いじめは決して許される行為ではないことを説いた上で、加害者がもつ事情についても耳を傾け、い

じめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、いじめに至った経緯について確認する。 

事実確認後、保護者にも説明する。 

    ・SNS等を利用した中傷なども同様に許される行為ではないことを理解させる。 

    ・本校の生徒指導内規を基に指導措置を行う。 

    ・指導措置の申し渡しの際、場合によってはそれに至る前（いじめの概要が明らかになった後）に保護

者へいじめの概要と指導の方針について説明を行う。 

   【友人、知人（観衆、傍観者）への対応】 

    ・被害者の了解を得た上で、一同を集め、自分たちの居る場所でいじめが起きていたことの重大さを説

き、その時の各自の行動が適切であったのかを考えさせる。その上で、いじめを許す集団であっては

ならないということを自覚させる。 

    ・いじめと考えられる事象を見聞きした（SNSを利用した中傷等も同様）場合は、必ず教師に報告する

よう伝える。 

    ・以後、被害者及び加害者との接し方が不自然なものにならないよう努めること。一日も早く集団が正

常化できるよう全員で考え行動していくよう伝える。 

    ・必要であれば、緊急のクラスPTAもしくは部活動の保護者会を開き、いじめの概要や今後の指導方針

についての説明を行い、各家庭における支援をお願いする。 

【保護者及び関係機関との連携】 

・家庭訪問等により、迅速に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。 

・いじめられた生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り保護者の不安を除去す

る。 

・事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供す

る。 
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・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者等の協力を得るな

ど、対応に困難がある場合のサポート体制を整えておく。 

・平素より学校と関係機関の担当者窓口との情報交換や連絡会議の開催など、情報共有体制を構築してお

くことが必要である。 

 

５．ネットいじめへの対応 

  （１）「ネット上のいじめ」とは 

    近年、携帯電話が子どもたちの間にも急速に普及し、子どもたちのメールやインターネットの利用が増加してお

り、それに伴い、インターネット上の学校非公式サイトや掲示板等を利用して、特定の生徒に対する誹謗・中傷

が行われるなどの「ネット上のいじめ」という新しい形のいじめ問題が生じている。 

     また、「ネット上のいじめ」やインターネット上の掲示板等への書き込みなどが原因で、実際に暴力事件等に発

展している事例もある。「ネット上のいじめ」は、他のいじめ同様に、決して許されるものではなく、学校・教育委

員会と家庭・地域が連携して解決に向けた取組を行っていく必要がある。しかしながら、「ネット上のいじめ」の実

態について、保護者や学校が十分に把握できていないことや、学校において有効な対応方策を共有できてい

ないという状況が指摘されている。このような状況の中、子どもの人権尊重という観点からも、子どもたちが安心し

て学べる環境づくりを行います。 

 「ネット上のいじめ」の特徴 

      ・不特定多数の者から、絶え間なく誹謗・中傷が行われ、被害が短期間で極めて深刻なものとなる。 

      ・インターネットの持つ匿名性から、安易に誹謗・中傷の書き込みが行われるため、子どもが簡単に被害者に 

も加害者にもなる。 

・インターネット上に掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易にできることから、誹謗・中傷の対象と 

して悪用されやすい。また、インターネット上に一度流出した個人情報は、回収することが困難となるととも

に、不特定多数の他者からアクセスされる危険性がある。 

     ・保護者や教師などの身近な大人が、子どもの携帯電話等の利用の状況を把握することが難しい。また、子ど

もの利用している掲示板などを詳細に確認することが困難なため、「ネットのいじめ」の実態の把握が難しい。 

   (2)生徒への対応 

     【いじめられている生徒の対応】 

     ・学校における教育相談体制の充実を図り、きめ細やかなケアを行うとともに、いじめられた子どもを守

り通すことが重要。学級担任だけでなく、複数の教師やカウンセラー等で情報を共有し対応するなど、

学校全体で取り組むことが重要。 

    【いじめている生徒への対応】 

     ・加害者自身がいじめにあっていた事例もあることから、安易に加害者と決めつけず起こった背景や事情

について綿密に調べるなど適切な対応が必要。粘り強い指導を行うとともに、加害生徒自身が悩みや

問題を抱えていたりする場合には、事後指導から受ける精神的な影響が大きい事例もあることから、

場合によっては加害生徒に対するケアも行う。 

     【全校生徒への対応】 

     ・個人情報保護など十分な配慮の元で、全校生徒に加害者にも被害者にもならないよう指導を行う。また 

掲示板・チェーンメール等で誹謗・中傷を発見した場合には、教員や保護者に相談するよう指導する。 

（３）保護者への対応 

      ・家庭に迅速に連絡し、家庭訪問等を行い、保護者との話し合いの機会をもつ。その際、学校の対応を説

明し、その後の対応については相談しながら進める。加害者生徒が明らかな場合には、その保護者に対

しても再発防止のために家庭での携帯電話やインターネット利用の在り方について説明を行う。 

 （４）書き込みサイトへの削除依頼 
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・書き込み内容を確認し、書き込みのあった掲示板等の URL を控えるとともに、書き込みをプリント

アウトするなど、内容を保存する。サイトの「管理者へのメール」や「お問い合わせ」と確認し、削

除依頼を個人PC ではなく学校PC から行う。削除依頼しても削除されない場合や、管理者の連絡先

が不明な場合にはプロバイダへ削除依頼を行う。それでも削除されない場合は警察、法務局・地方法

務局に相談する。 

（５）チェーンメール等への対応（一般的に、同じ内容を不特定多数の人に転送するよう求めるメール） 

     ・「ネット上のいじめ」に分類される誹謗・中傷に関するもの以外にも、様々な内容のものがあり、メ

ール中に、「このメールを○○人に転送してください」というような内容が書かれているものは、すべ

てチェーンメールである。生徒にチェーンメールの例について紹介するとともに、チェーンメールを

他の友人等に転送しないように、次の点を踏まえ、指導を行うことが重要である。 
 

◇ 生徒への指導のポイント －チェーンメールの被害を防ぐため ◇ 
・携帯電話やパソコンからのメールは、誰に転送したか若しくは転送しなかったかについて、第三者が 
知ることは、通常の方法では不可能であること。 

・チェーンメールの内容は、架空の内容であり、チェーンメールを転送しないことで、不幸になったり、

危害を加えられたりすることはないこと。 
・チェーンメールを転送すると、受け取った人は迷惑し、友人関係を損ねる可能性もあるので、絶対に

転送しないこと。また、チェーンメールの内容に、特定の個人を誹謗・中傷する内容が含まれている 
ものを転送した場合、自分自身も「ネット上のいじめ」の加害者となること。 

・チェーンメールを送ってきた人に対して、抗議のメールを送るなどの行動は、トラブルの原因にもな

るため、行わないようにすること。 
・チェーンメールに書かれている電話番号やメールアドレス等は、メールの内容とは無関係であり、こ

ちらから連絡しないこと。 
・チェーンメールに書かれているウェブサイトのアドレスにはアクセスしないこと。出会い系サイトや

アダルト系サイトなど大変危険なサイトにつながる場合があること。 
【参考】チェーンメール転送先 
チェーンメールについて不安が解消できない児童生徒には、チェーンメールの転送先を紹介 

（財）日本データ通信協会迷惑メール相談センター等において、チェーンメールの転送先のアドレスを紹 
介している。 http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/index.html 

その他相談窓口 
☆ネットいじめ等 

  大分県教育センター教育相談部 

   ０９７－５０３－８９８７，０９７－５６９－０８２９ 

     （平日 ９時～１７時） 

  学校安全・安心支援課 いじめ・不登校対策班（大分県教育庁） 

   ０９７－５０６－５５４６ 

  子どもの人権１１０番（大分地方法務局） 

   ０１２０－００７－１１０（全国共通フリーダイヤル） 

     （平日８時３０分～１７時１５分時間外は留守番電話対応） 

  法務省インターネット人権相談受付窓口（２４時間受付） 

携帯電話から http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html 

   パソコンから http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html 
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                                                      削除 

  

  

 

                                              削除されない場合 

                                      削除 

 

 

管理者不明     削除されない場合 

                                

削除 

 

 

 

 

文部科学省「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル 

 

６． 重大事態への対応 

  （１）重大事態とは 

 ①いじめを受けた生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

   ・ 生徒が自殺を企図した場合 

   ・ 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  等を想定 

② いじめを受けた生徒が相当の期間、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き。 

  ・ 年間３０日を目安 

  ・ 一定期間連続して欠席しているような場合 → 迅速に調査に着手 

    ※生徒や保護者からいじめを受けて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で学

校が「いじめの結果ではない」、「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生した

ものと捉え、報告・調査にあたる。生徒又は保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて

重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言で

きないことに留意する。 

 

（２） 重大事態の報告 

    学校 → 学校の設置者（大分県教育委員会） → 大分県知事 

 

（３） 調査の主体判断 

学校が調査主体となる場合：学校に置かれた「いじめ対策委員会」を母体とし、事態の性質に応じて適

切な専門家を加えるなど、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係、利害関係を有しない第三者を加

え、調査の公平性・中立性を確保した方法も考えられる。 

〈ネット上の誹謗・中傷への対応〉 

書き込みの内容を確認 
 
・掲示板等のURLを記録 

・書き込みをプリントアウト 

・携帯電話の場合はデジタル 

 カメラで撮影等をして内容を 

掲示板の管理者に削除依頼 

掲示板のプロバイダに削除依頼 

○警察に相談 
○法務局、地方法務局に相談 

削
除
を
確
認
。
生
徒
、
保
護
者
等
へ
の
説
明 
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（４） 事実関係を明確にするための調査実施 

   ・ 重大事態にいたる要因となったいじめについて明確にする 

① いつ（いつ頃から） 

② 誰から 

③ どのような態様であったか 

④ いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか 

⑤ 学校・教職員がどのように対応したか 

 

    ・ 因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査 

ア）いじめを受けた生徒からの聴き取りが可能な場合 

    ・いじめを受けた生徒から十分に聴き取るとともに、生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り   

調査を行う。 

・調査による事実確認とともに、いじめを行った生徒への適切な指導を行い、いじめの行為を止める。 

・いじめを受けた生徒に対しては、事情や心情を聴取し、状況に合わせた継続的なケア、落ち着いた

学校生活復帰の支援や学習支援を行う。 

イ）いじめを受けた生徒からの聴き取りが不可能な場合（生徒の入院や死亡など） 

    ・当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取。 

・迅速に当該保護者に今後の調査について協議し、調査に着手。 

・調査は、原則として、生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査により行う。 

 


