
       平成 27 年５月１５日(金) 実施 

第１回学校いじめ防止対策委員会全体会の記録 

 

（参加メンバー） 保護者(P) 3 名、 学校評議員・地域支援者(S)3 名、 教師(T) 8 名    以上１４名 

                                  

 

● 第１回目は自己紹介を兼ねて、いじめについての体験や考えを熱く語っていただき 

終了いたしました。時代の流れと共に携帯・ネットに関わる課題が多く出ました。 

 

１．学校長挨拶 

 ・ 新メンバーの紹介 

 ・今年度は「いじめ」というテーマに基づいて 

① 地域として何ができるか 

② 保護者として何ができるか 

③ 大人として何ができるか・・・・を話し合っていければと考えている。 

・携帯電話のマナーについても講習会等を利用して理解を深め合いたい。 

 

２．司会より「自己紹介を兼ね、いじめについて話してほしい」 

・Ｔ１・・子供たちがあだなで呼び合うことでのトラブルについて 

・Ｔ２・・若い頃持った女子。少数派の女子の文句を早めに対処していればという思い。 

・Ｔ３・・携帯での関わりが続いている。人との関わりを指導していく。 

・Ｔ４・・友達に対して何も出来なかったという体験。強い者が弱い者を制したいという思い。理性を育てたい。 

・Ｔ５・・バスケットを通しても相手の気持ちや弱い立場がわかるよう指導していきたい。 

・Ｔ６・・小６のときのハーフの転校生のことが今でも心の中に残っている。 

・Ｔ７・・川崎の事件も社会総掛かりのいじめと考えている。この会が有意義なものと 

    なれば良い。 

・P1・・携帯・ネットさけられない時代。地域の者として関わっていきたい。 

・P2・・いじめを傍観していることが多かった。学校の関わり方が大切。 

      ネットなど目に見えないところで起こっていることが時代の違いもあり 

      関わり方・考え方を柔軟にしていかないと行けないと思った。 

      部活のトラブルも昔と違いちょっとしたことがいじめにつながる。 

・Ｐ3・・ 下の子があだなをつけられ嫌だった。小さい子が標的になりやすい。相手は軽い気持ち、本人はすご

く嫌だった。 

・S1・・長男が被害者として呼ばれたことがあった。 

      いじめに対して真摯に向き合う学校になった。いじめは隠していることが多い。 

・S2・・いじめは連鎖する。早い段階でサインをみつけ、対処していきたい。できることはやりたい。 

・S3・・いじめられた子が口にだして言える雰囲気づくりが大切なのではないかと思う。 

 

 

 

 



（司会）各学年より 

３年・・・携帯・ラインに関わる事例で他人へのなりすまし・男女間のトラブルなど相手への気持ちを無視する

ケースがあった。人との関わり方・携帯との関わり方の指導が必要。 

２年・・・立場の弱い子・口で言えない子を面倒みてくれる生徒が多い学年。この１年 

     が勝負だとおもっている。 

          

１年・・・放っておけばいじめにつながるようなことがチョコチョコある。 

     今日も言われて嫌なことをしつこく言ってくるという生徒の指導をした。 

 

（司会）「学校いじめ防止対策基本方針」冊子についての説明を支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰより 

T・・・冊子を読みながら基本方針を含め内容確認。 

     ・情報機器による誹謗・中傷が多発。 

     ・早期発見・早期対応・１人１人を大切にする。 

     ・道徳教育６月・１１月・３月に「いじめられている君へ」の本を使って道徳の授業を行う。 

     ・３件の事例より・・・保護者から連絡をもらってすぐにわかった。保護者から担任へすぐに連絡が

入ることが神明中の良いところだと思っている。 

 

（司会）質疑応答 

・P・・今回の件は「いじめ」か「携帯のトラブル」かどちらだと思われているか知りたい。 

・Ｔ・・相手がどう思っているかによると思う。 

・P・・相手方のご両親の感覚に違和感を感じた。経緯を話してほしい。 

・Ｔ・・個人情報なので・・・本人もご両親も反省している。時間はかかったが理解してもらえた。 

（司会）いじめに関わっての話を 

・Ｔ・・できるだけいじめをみつけ解消する。未然防止としていじめが起きにくい環境づくり。細かい積み重ね。

場合によっては犯罪という言葉を使って警察対応。 

 

（司会）全体を通して 

・P・・・道具の進歩に大人がついて行けない。今年も携帯の取り組みはあるか？ 

       また、それを伝える手立てとしてＰＴＡもお手伝いしたい。 

・Ｔ・・講師の方も子供より保護者に伝えたいといっていた。 

・S・・地域の中で活動しているが、わかりづらい。連携マップを作ろうと思うが 

    それに入れても良いか？ 

・Ｔ・・はい。 

（司会）次回の確認・・・第２回１０月に予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27(2015)年度 第２回学校いじめ防止対策委員会全体会まとめ 

                                     於：図書室  

 
１  日 時  平成 27 年 10 月 14 日 15:00 ～ 16:00 
   出席者：保護者(P)2 名、 学校評議員・地域支援者(S) 3 名、教師(T)10 名   計、15 名 

        
２  学校長挨拶 
   教師は全力で子供たちが住みやすい学校作りをしていく。貴重な機会なので忌憚のないご 

意見をお願いします。 

 
３  前期を振り返って(T) 
   （成果）道徳の授業でいじめ(傍観者)について扱った資料を取り上げた。各クラスいじめ 

防止５か条をつくり、クラスでいじめについて考える機会を得た。 
(課題）１年・２年で２件上がった。心ない発言から、どこまでがいじめかを理解していな

い部分があるのでそれを理解させることが課題。 

 
４  岩手県矢巾町中 2 いじめ問題について(T) 
   ・資料での振り返り 
   ・それぞれの立場でできる事(キーワードで、発表順) 

T1 「生徒理解⇚情報共有⇚アンケート」きちんと生徒理解をすることでいじ

めをなくしていきたい。 

T2 「連携・察知」気になったことを話せる雰囲気作り。教師も発信すること

が必要。生徒と時間、空間を共有し『気づきのアンテナを持つ』 

T3 「風通しの良い職場環境」⇒生徒のいじめをなくすためにはまず職員から。

仲の良い職員室をめざしていじめを防いていきたい。 

S１ 「守る」命をまもるが第一。地域、保護者、教師、生徒がそれぞれの立場

で弱い者を守る。 

S2 「防止はクラス全員で」周りのものもわかっているが、口に出して言える 
か言えないか。すぐ担任や仲間に言えるかがポイント。 

S3 「生徒・教員・家庭・地域との問題の共有と避けない気持ち」 
何とか解決してやろう、という気持ちが大事。 

Ｐ１ 「よりそう（ココロに）」加害者の心の傷も。犯人さがしではなく被害者・ 
加害者の心に寄り添っていじめ防止に努めたい。 

Ｐ２ 「見る・聞く・対話」男の子は話さないので、話しやすい雰囲気を家庭で 
も努力したい。気づきにつながる。 

T４ 「見る・話す→生徒・教師  言葉は心栄養」いじめはどの子にも大人に 
なっても起こりうる。話すことが大切。話してこそわかる部分がある。 

T５ 「見る」予防。ジャージに上履きの跡があることで気づくことも。ちょっ 
とした子供とのやりとり。細かいところをしっかり見ていく。 

T６ 「認める・認め合い（広い捉え・組織）」例えば、ズボンを下げる。これも

いじめ。もっと広く捉え、組織を作って対処していくことが大切。お互い



の良さを認め合うことが大切。 

T７ 「聞く・話す・見る」生徒の声(会話)を聞く、教師から話しかける、様子

を見ることを通して予防・発見し、支援をする。 

T８ 「信頼」生徒との信頼関係ができていれば、もっと情報を得ることができ

るはず。信頼関係を構築し、未然防止に努めたい。 

T９ 「○組織対応⇔×抱え込み」報告(ホウ)・連絡(レン)・相談(ソウ)が大切。 
何でも言いやすい環境作りを心掛けたい。 

T10  「理解（知ること）」・いじめとは何かを知ることが大切。 
釈迦の言葉「人の心は弱いものだ」を根底に、異質なものを受け入れる。 
一人一人の心を育てる。いじめた側・いじめられた側の気持ちを知ること

が大切。 

 
５  閉会(T) 

矢巾中もいじめ対策の会もあり、冊子もあった。 
  神明中も４つの会議がある。事例が起こるとそれぞれの会議ですぐに対応している。 
   悲劇が起きないように対応していきたい。 

 
６ 次回への課題 
 ・参加者から出た意見を共有し、深める場にしていきたい。(グループに分かれて話し合い 

を持つなど。) 
 ・いじめの本質に迫れる会議にしていく必要がある。 
 ・地域や保護者が発見し、食い止めたいじめの事例を共有する場にしていきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 28 年 3 月 1７日 実施 

第３回 いじめ防止会議のまとめ 
                              

（参加メンバー）保護者(P)２名、 学校評議員・地域支援者(S) ２名、 教師(T) ９名  計、１４名 

 

１ 学校長あいさつ 

人と人とのつながりを学校が中心となって家庭や地域と協力し大人がしっかりとみとって作り上げ

ていかれるように。 

基本方針の見直しもしていきたい。いじめに対しても様々な報道がされる中、どう対処していったら

いいかについてご意見をお願いしたい。 

 

  ２ 本年度の振り返り 

     １学年 

       多くの人間関係のトラブルがあった。男子はふざけから、女子は気が合わないなどから。古いこ

とが原因ということもあったりしたが。 

       ２年生の新しいクラスに向けての中で良い方向にもっていけるようにしたい。 

    女子が多い学年なので、日頃から生徒のことをよく見ていく。 

 

 ２学年 

   後期は大きないじめはなかった。対人トラブルはあったがいじめまではいかない。今後はクラス替

えでも注意しておこなっていきたい。 

 

 ３学年 

   これまでの力添えを感謝いたしています。表立ったいじめよりも目に見えないところ（携帯）を介

した部分が心配。卒業後も子供同士の関係は続くので注意していきたい。 

 

 実際に起きた事例。 

① １年のいじめ・・・塾のなかで,  一人の子に対して誹謗・中傷・物を返さない・プリントに落書きな

ど塾でのことではあるが、学校で指導。人間関係の接し方を話した。 

② 部活内のいじめ・・・１対多数。１人を外す。部活の中でのつきあい方の指導を指導。学年・顧問で

指導継続中。 

③ 携帯トラブル・・・写真をとってラインで流す。指導を続けている。肖像権や名誉毀損の問題。いじ

めにつながる。インターネット・携帯については継続的に指導していきたい。 

 

 

・「学校いじめ防止基本方針」の見直しについて 

・今の神明中学校に合うよりよいものにしたいということで案をつくりましたので、御助言等ありましたらお願

いします。 

→ プリントの赤字の変更部分を確認。補足説明 

Ｐ４ ① ＰＤＡＣＡサイクルがきちんとされているかの確認。 

Ｐ７ ① この冊子をじっくり読み込むところからスタートしたい。 



Ｐ７ ② 例として道徳の授業でいじめ防止５か条を作った。 

Ｐ７ ③ ・わかりやすい授業をつくることがいじめ防止につながると考えている。 

     ・めあて・振り返りをきちんと提示。 

     ・授業規律の徹底が、いじめのない環境作りにつながる。 

Ｐ８ ⑤ 道徳の授業で朝日新聞の記事を使い授業をおこなった。いじめ防止５か条を作り視覚に訴える効果を

考えポスター化。 

Ｐ８ ⑧ ３月にパワーポイントを使った生徒にもわかりやすい講習会であった。どういったこたが罪に問われ

るかが伝わった。 

Ｐ９ ① 日々の視察 → フロアーで過ごす。いじめが起こりやすいのが昼休み。昼休みが怖いという訴えも

ある。教師がしっかり見ていく。 

Ｐ１０ ③と④の順番を入れ替える。 

④ 無記名 → 自分のアンケートに責任を持って記入してほしいということで記名にしたい。 

Ｐ１０ 「いじめを考える」＜５＞ 

・ 必ず守る を伝えていきたい。 

・ 保護者の訴えに寄り添う。 

・ 医療機関へは学校側で連れて行くなどの確認 

Ｐ１２  ・聞き取りは複数で対応 

     ・電話での対応がトラブルにつながるので家庭訪問をして保護者の方と顔を合わせ対応していく。 

Ｐ１５ 「早期発見・早期対応」→ 当該学年の教師が対応。 

 

（司会）携帯の講演会も全体で保護者の参加が１５名ほどだった。少ないのが残念。 

今年起こったいじめについてなどの情報交換も含めグループ討議をしてください。    

    

 ＜グループ討議の報告＞ 

○グループ１ 

   秋休みや春休みなど携帯を買ってもらえるこの時期が夏休みより心配。 

   ラインなど相手の立場になってということの指導でどう手を貸していくべきか。 

   地下鉄の事件をかっこいいという感覚をおかしくないかと気づかせる価値観の違いをどう指導していく

べきか。 

○ グループ２ 

 ・ハイランド１丁目で今年の２月の深夜たばこやろうそく１００本が落ちていた。 

  神明中学校の可能性はあるか？心配。 

 ・いじめの外での事例も知りたい。 

  ・いじめないという気持ちにさせるにはどうしたらよいか。人間関係が希薄になってきている。携帯がトラ

ブルのもとを作っている。大人の声掛けが未然防止につながる。「見ているよ」という姿勢を伝える。 

○グループ３ 

   近の中学生の特性として気になるのは 

    ・表現の仕方がきつい 

    ・集団のなかでの上手く関係がつくれない 

    ・寛容さが少ない 

    → こういった生徒を上手く育んでいくことが未然防止につながる。 

 



（司会）グループの発表を通してご意見お願いします。 

 

Q1 学校アンケートで主旨も大事だが、無記名も残す（あり）の選択しは無いのか？ 

A1 自分が来たときは無記名だったが、しっかり記名をして責任をもつ意味で記名にしたい。 

Q2 基本は記名で内部告発（どうしても伝えたいけど名前を書く勇気がない）という場合。 

A2「いじめを見たことがある」とかかれても詳細が聞けない。 

Q3 記名でも書いた子は保護されるんですよね 

A3 ２者面をその後しているので。記名だから出しにくいことはない。 

A3 無記名であっても打ち明けられる関係作りが大切。関係が悪くなれば無記名もありかもしれないが、子供と

の関係を大事にしながら書ける環境作りが大切。 

    

T１ 地域の方の話しを伺うことが大切。構成メンバーをプラスする等ご意見があればお願いしたい。 

 

（司会） 情報交換の場でもあるので、ご意見お願いします。 

 

S1 町内会の立場でＰＴＡ・中学生の子供がいる親の方に来ていただいたい。 

 

（司会） 校外委員さんは？ 

 

T1 直接中学生と関わって居る方に来てほしい。育成推進の方とか、民政指導委員の方・学校現場を知っている

方・タイムリーなご意見を言って下さる方に来ていただきたい。 

 

（司会）集まりやすい時間等も検討していきたい。 

 

T2 本校の生徒・生徒会の生徒も入ってというのもできたらいいなと思う。 

 

（司会） いじめが起こらないようにしていきたい。 

 

P1 基本方針の改訂にあたって 

       ・学校関係以外の方からご意見をいただきたかった。（記名・無記名など） 

       ・廊下にいますと書いてしまって居なかったとき何か起こってしまったらどうするんだなど。 

  → 引き続き基本方針を、バイブルとしていけたらと思う。 

 

 
 

 


