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横須賀市立浦賀中学校 「学校いじめ防止基本方針」 

平成２８年４月 １日策定 
令和５年３月３１日改定 

１．いじめの防止等に向けた基本姿勢 

  （いじめの定義）「いじめ防止対策推進法」より抜粋 

 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等  

 当該児童等と一定の人的関係にある他の児童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児童等が心身の苦痛を感

じているものをいう。 

  

 いじめは、いじめを受けた生徒の権利を著しく侵害し、学校の中での安心した生活や教育の機会を奪うものであります。い

じめを受けた生徒の心身の健全な成長及び人格形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または精神及び身体に

重大な危険を生じさせる恐れがあります。本校では、全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動

に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながらいじめの早期発見

に取り組むと共に、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の「学校いじめ防止基本方針」を定めます。 

 また、「学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組みの実施状況を学校評価に位置付け、いじめ防止のための取り組みの

改善を図ります。 

 
 

２．いじめ防止等に取り組むための校内組織 

 いじめの防止等を実効的に行うため、以下の構成員により表１「学校いじめ防止対策委員会」、表２「生徒指導情報交換

会」、表３「支援教育委員会」を設定します。 

 学校の教職員がいじめを発見したり相談したりした場合には、速やかに「学校いじめ防止対策委員会」に報告し、組織的

に対応します。 

 
 
表１「学校いじめ防止対策委員会」 

学校内 

校長 ・ 教頭 ・ 生徒指導担当 ・ 支援教育ＣＤ（コーディネーター） ・ 養護教諭 ・ 各学年主任  

ＳＣ（スクールカウンセラー） ・ ＳＳＷ（スクール・ソーシャル・ワーカー）  ・ 登校支援相談員 

学校外 

学校運営協議会４名 

 
 
表２「生徒指導情報交換会」 

学校内 

校長 ・ 教頭 ・ 生徒指導担当 ・ 生徒指導支援 G長 ・ 養護教諭 ・ 各学年主任 

各学年生徒指導担当 ・ 支援級担当 

 
 
表３「支援教育情報交換会」 

学校内 

校長 ・ 教頭 ・ 支援教育ＣＤ ・ 各学年支援教育担当 ・ 養護教諭 ・ ＳＣ ・ 登校支援相談員  ・ＳＳＷ 
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＜会議の開催形態＞ 

 表１「学校いじめ防止対策委員会」 

  構成員が集まり、年に２回開催します。 

  （活動内容） 

  ・いじめ防止等の取り組みの検討と検証 

 

 表２「生徒指導情報交換会」、表３「支援教育情報交換会」 

  ①の活動をより効果的にするために活用し、きめ細かく生徒の様子を把握し情報を共有する中で、専門職等の 

   アドバイスを受けながらいじめ防止に関する取り組みの企画立案や対応策の検討を行います。原則として、週に 

  一回開催します。 

    （活動内容） 

  ・いじめ対応への検討、対応方針の決定 

  ・いじめ相談、通報対応 

 

 

＜年間指導計画＞ 

 いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめ防止のための様々な取り組みを体系的・計画的に行 

 うため、いじめの早期発見の取り組み、早期対応の取り組み、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る 

 校内研修など、年間の指導計画を別に定めます。（表４参照） 
 

 

３．いじめの未然防止 

 ①いじめの特質等について、校内研修や職員会議を活用し、平素から教職員全体の共通理解を図ります。 

  ・教職員全員の共通理解を図ると共に、生徒へも集会や授業（道徳）、学級活動（ホームルーム）などで全教職      

    員が日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは絶対に許されない行為である」ことを指導していきます。 

 

 ②職員が生徒を一人の人間として尊重し、日頃から生徒の心に寄り添うように心掛けます。 

  ・教職員の不適切な認識や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、     

    指導のあり方に細心の注意を払います。 

 

 ③学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、体験活動などの推進により、生徒の社会性を育む 

   と共に、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊 

   重する態度を養います。 

    ・自他の意見の相違があっても、お互いを認め合いながら建設的に調整し解決する力や、自分の言動が周りに        

    どのような影響を与えるか判断し行動できる力など、生徒のコミュニケーション能力を育てます。 

 

  ④授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスにならないよう、一人ひとりを大切にした分かりやすい      

   授業づくりを進めます。 

  ・授業について行けない生徒は、授業や放課後に学習支援員による学習支援の場を設けることで、基礎基本の  

    徹底を図ります。また、校内研修などでお互いの授業を評価し合ったり、分かりやすい授業が展開できるよう、  

    教職員の授業力向上に努めます。 

 

 ⑤学校の教育活動全体を通じて、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全ての生      

   徒に提供し、自己有用感が高められるよう努めます。 

  ・全ての生徒が認められている、満たされているという思いを抱くことができるよう、また生徒に活躍の場を与え、        

    他者の役に立っていると感じ取れる機会を、提供していきます。 

 

 ⑥いじめは、学校や家庭だけの問題ではなく、全ての大人たちの問題として取り組む必要があることから、日頃から 

    家庭や地域との共通理解を図るため、開かれた学校づくりに努めます。  

    ・教職員だけでなく、家庭や地域の人々にも生徒の活躍や頑張りを情報として発信したり、協力を求めていくこ  

     とで、多くの大人から認められ、支えられていると感じられるような環境づくりに努めます。 

  

 ⑦東日本大震災や福島第一原子力発電所事故による被災等について、教職員が意識を高く持ち、日常の取り組 

  みの中から児童・生徒が理解を深め、考えることができるよう取り組みます。 
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４．いじめの早期発見 

  いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやけんか、ふざけ合いを装って行われたりするな 

 ど、気付きにくく判断しにくい形で行われることが多くあります。そこで、些細な兆候であっても見逃さないよう早期発 

 見に力を入れ、隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知するよう努めます。 

 

 ①休み時間や放課後の生徒の雑談や言動、面談や家庭訪問等で、生徒の様子を把握するよう努めます。 

 

 ②長期休業後やゴールデンウイーク明けに生活アンケートを実施し、いじめで悩んでいる生徒の把握に努め、個々 

   の面談を通して一人一人に寄り添った対応を行います。 

    

 ③生徒や保護者、教職員がいつでもいじめに関しての相談ができるよう、相談窓口の周知に努めます。 

  ・横須賀市教育委員会 子どもの悩み相談ホットライン   ０４６－８２２－６５２２ 

  ・神奈川県立総合教育センター いじめ１１０番      ０４６－６８１－８１１１ 

  ・浦賀中学校 相談室（登校支援相談員）             ０４６－８４１－３８３５ 

 

５．いじめへの対処 

 ①発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに対応します。また、状況に応じて関係機 

   関や専門機関と連携しながら対応に当たります。 

 

  ②遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見したら、直ちにその行為をやめさせます。また、生徒や保護 

   者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は真摯に傾聴し、些細な兆候であってもいじめの疑い 

   がある行為は、早い段階から的確に関わりを持ちます。 

 

  ③いじめの事実が確認された場合は、すぐにいじめをやめさせると共に、再発防止のためいじめを受けた生徒や 

   保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導と保護者への助言を継続的に行います。 

 

 ④いじめを受けた生徒が、安心して教育を受けるため、保護者と連携を図りながら別室での学習を行うなど、生徒 

   の気持ちに寄り添った措置を講じます。 

 

  ⑤犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会や警察などの外部機関と連携して対処します。 

 

  ⑥学級や学年、全校生徒が集まる場で、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を育むように 

  します。 

 

 ⑦インターネットや携帯電話に関するいじめについては、なかなか大人の目に触れにくく発見しにくいため、学校 

   における情報モラル教育を更に進めると共に、保護者に対しても理解を求めていきます。ネット上の不適切な書 

   き込みについては、被害の拡大を避けるため、保護者と共に直ちに削除する措置を執ります。また、生徒・保護 

   者を対象に、外部機関を講師に招き、ネット犯罪の防止教室を開催します。 

   また、日常的に活用している chrome bookの正しい使い方についても HRや集会を通して継続的に指導します。 

 

 ⑧特に配慮が必要な児童生徒に係るいじめについては、当該児童生徒の特性を踏まえ、日常的かつ継続的な支援 

    を行います。 

  

 ⑨具体的な対応については、横須賀市教育委員会「いじめ問題の理解と対応」冊子に則って行います。 

 

６．重大事態への対応 

 （重大事態の定義） 

 「重大事態」とは、法第２８条第１項第１号において「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は 

 財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき」、第２号において「いじめにより当該学校に在籍する児童 

 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」 とされている。 

 

 重大事態が発生した場合は、国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に則り、次の対処を行います。 

 ア 重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告します。 

 イ 教育委員会と協議の上、当該事実に対処する組織を設置します。 

 ウ 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します。 

  エ 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実確認その他の必要な情報を適切に提 

     供します。 
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表４ 横須賀市立浦賀中学校 いじめ防止対策のための年間計画 

 ＊生徒指導情報交換会、支援教育委員会は原則週１度開催する。 
 

 教職員の活動 生徒への活動 保護者・地域への活動 

 

４月 

 

・生徒指導情報交換会 
・支援教育情報交換会 

 

・学級、学年開き、ルール作り 
 ＊人間関係づくり 
・全校集会(TV放送)での講話 
・全校道徳（いじめについて） 

・いじめ防止対策についての 
 説明と啓発（保護者会など） 
・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊いじめ防止対策の説明 

 

５月 

・生徒指導情報交換会 
・支援教育情報交換会 

 

・校外行事(１・３年)を通じた 
 人間関係、集団づくり 
・全校集会(TV放送)での講話 
・ＱＵアンケートの実施① 
・修学旅行 
  ＊行事を通じた集団、人間 
  関係づくり 
・生活アンケートの実施 

・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 

 

６月 

 

 

 

・学校いじめ防止対策委員会 
 全体会① 
 ＊いじめ防止対策に関する 
  共通理解と情報交換 
・小中連携：児童生徒指導部会 
 ＊生徒の小学校時代の様子と 
  中学校での様子 
・生徒指導情報交換会 
・支援教育情報交換会 

・全校集会(TV放送)での講話 
・合唱コンクール 
 ＊行事を通じた集団、人間 

  関係づくり 

 

・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 

 

 

 

７月 

 

・生徒指導情報交換会 
 ＊夏休み中の支援体制 
・支援教育情報交換会 

 

・三者面談 
 ＊家庭での様子、生徒の困り  
感の把握 
・全校集会(TV放送)での講話 

・三者面談による保護者との 
 情報交換 
・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 

 

８月 

・生徒指導情報交換会 
 ＊夏休み後の支援体制 
・支援教育情報交換会 

・全校集会(TV放送)での講話 
・夏休み明けの経過観察 

・祭礼参加・パトロール 

 

 

９月 

 

・生徒指導情報交換会 
・支援教育情報交換会 

 

・全校集会(TV放送)での講話 
・生活アンケートの実施 
・校外行事(２年)を通じた 
 人間関係、集団づくり 

・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 
・学校へ行こう週間 
 ＊学校の様子の公開 

 

１０月 

 

・生徒指導情報交換会 
・支援教育情報交換会 

 

・全校集会(TV放送)での講話 
・体育祭 
 ＊行事を通じた集団、人間 
  関係づくり 
 

・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 

 
１１月 

・生徒指導情報交換会 
・支援教育情報交換会 

・全校集会(TV放送)での講話 
・ＱＵアンケートの実施② 

・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 

 

１２月 

・生徒指導情報交換会 
・支援教育情報交換会 

 

・全校集会(TV放送)での講話 
・二者面談 
 ＊二者面談を通して、担任が生 
   徒に寄り添う時間を確保する 

・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 

 
１月 

・生徒指導情報交換会 
 ＊冬休み後の支援体制 
・支援教育情報交換会 

・冬休み明けの経過観察 
・全校集会(TV放送)での講話 
・生活アンケートの実施 

・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 

 
２月 

・生徒指導情報交換会 
・支援教育情報交換会 

・全校集会(TV放送)での講話 
・三者面談 
 ＊家庭での様子、生徒の困り  
  感の把握 

・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 

 

３月 

 

・学校いじめ防止対策委員会 
 全体会② 
 ＊今年度の反省と次年度の 
  課題 
・生徒指導情報交換会 
・支援教育情報交換会 
・小中高連携 

・全校集会(TV放送)での講話 
・生徒の人間関係や困り感の 
 把握 
・全校道徳（他者への感謝） 

 

・PTA を通じた地域の情報収集 
 ＊地域との情報交換 

 

 

 


