
静岡県立藤枝特別支援学校　焼津分校　いじめ防止等のための基本方針

１　基本理念　

　　静岡県立藤枝特別支援学校焼津分校(以下焼津分校)全ての生徒が安心して様々な活動に取り組むことが 

　できるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行うものである。

(1)  いじめの定義

　　　いじめとは「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等一定の人間関係にある他の生徒が

　　行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットや携帯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が心身に苦痛を感じているもの」である。いじめか否かの判断は、いじめられた

　　生徒の立場に立って行うよう徹底させる。

(2)    教職員の基本姿勢

　 ・いじめは重大な人権侵害であるとともに、金品をたかる、盗む、暴力をふるう、誹謗中傷等は犯罪行為である

　 　ことを認識する

　 ・いじめはどの学級にも起こりうるものだという認識をもつ

　 ・いじめの四層構造を意識し対応する

　　　～　いじめの四層構造　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いじめている生徒　　　周囲ではやしたてる　　見て見ぬふり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(加害者)　　　　　　　　生徒(観衆)　　　　　　をする生徒　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(傍観者)

　 ・いじめられている生徒を守り通す姿勢をもつ

   ・教職員個々の対応に差があることを認めたうえで、統一すべきところは統一し、そうでないところは互いに

　　 補完し合う体制をつくる

２　いじめ対策のための組織   

名称 構成員 開催時期　　　　　　　☆協議内容等

いじめ防止主任会 主事、学年主任 毎週　月曜日　　主任会開催時

☆いじめの芽生え行動を意識し生

徒の情報交換をする

いじめ防止委員会 (校長)副校長、生徒指導課長

主事、教務課長

隔月　運営員会開催前

☆生徒指導課長を中心に分校全体

の状況について確認する

いじめ対策委員会 (校長)副校長、生徒指導課長

主事、教務課長、学年主任、該当学級担

任等

随時

(いじめ問題が明らかになったとき)
必要に応じ外部機関を招聘する

☆いじめに対する対応策、役割分

担をする

３　いじめの防止のための対策

(1)   全体への予防的支援

　　ア　授業実践プログラム　　学年ごとあるいは分校全体で実施する

タイトル 内容

1 いじめとは　1 ・プログラムの概要を知る。話し合いのルールを決める。

・いじめの定義、種類、その構造について知る。

・学校の安全について考える。

2 いじめとは　2 ・前時の確認　　セクハラ、虐待について

・学年のルールの作成または改善

・告げ口と報告のちがい、報告することの意義

いじめられている生徒

(被害者 )



3 いじめられたとき  1 ・前時の確認

・いじめられたとき、どうするのがよいのか(話し合い)
・シナリオスタディ

・いじめ防止ポスター、標語の作成

4 いじめられたとき　2 ・前時の確認

・シナリオスタディ

・いじめられたときの方略を知る、練習する

5 思いやりのある集団 ・前時の確認

・いじめを見たとき、どうするのが良いのか(話し合い)
・報告についての確認

・シナリオスタディ

・集団の一人として知っておくべきこと

6 安全な学校 ・これまでの確認

・学年ルール、分校ルールの確認、改善

・学年を良くしていくための話し合い　　　　　　　　　　　　　　

プログラムの基本

・教員は2人以上で指導する

・生徒が納得することが大切なので、教員からの指導とともに生徒同士の話し合いの時間をとる

・「知識」「技能」とともに「遂行」(行動化)まで見届ける。(練習し、実際の場面で使うところま

　で確認する)

　イ　日々の指導     …　教員の姿勢

    (ア)  学級経営の充実

　　　・生徒に対する教師の受容的、共感的態度により生徒一人一人の良さが発揮され、互いを認め

　　　　合う学級をつくります

　　　・生徒の自発的、自治的活動を保障し規律と活気ある学級・学年集団づくりを進めます

　　　・正しい言葉遣いができる集団を育てます

　　　・分校のルールや学年のルール、社会生活上のマナーが守られるような指導を徹底します。ま

　　　　た、改善に向けて粘り強く毅然とした指導を徹底することも重要です

　　　・担任として、自らの学年・学級経営の在り方を「学級経営を見直すチェックリスト」(資料1)

　　　　を学期ごとに使用することで、定期的に見直し、見通しをもって進めます　

　　(イ)　授業における生徒指導の充実

　　　・「自己決定」「自己肯定感」「共感的人間関係」のある授業づくりを進めます

　　　・「分かる授業」「(できたという)達成感のある授業」を通して生徒の学び合いを保障します

　　(ウ)  ＬＨＲ、道徳

　　　・話し合い活動を通して、いじめにつながるような学級・学年の諸問題の解決や未然防止を図

　　　　ります

　　　・学級・学年内のコミュニケーションを活性化するため、社会性を育てるためのプログラムを

　　　　活用し学習します

　　　・人間関係のトラブルやいじめの問題に直面したときの対処の仕方をＳＳＴ等を活用し学習し

　　　　ます

　　　・思いやりや生命・人権を大切にする指導の充実に努めます

　　(エ)　行事、生徒会活動、交流学習

　　　・挑戦することで達成感や感動、人間関係の深化が得られる行事等を企画し、実施します

　　　・生徒たちが自分たちの問題としていじめの予防と解決に取り組めるよう生徒会活動を進め

　　　　ます

　　　・水産高校の生徒との対等な交流や地域への貢献活動を授業や行事で進めることで、焼津分校

　　　　生徒としてプライドを育てます　　　　

    (2)  個々への予防的支援

    　   ・分校生徒の個々の状況(家庭環境、小・中学校時代のいじめ、いじめられ体験、不登校傾向等)を全

　　　　  教職員が把握できるように情報交換を年度始めに行う



　　　　・障害特性やこれまでの体験から、いじめの加害者あるいは被害者になりやすい生徒については、学年

　　　　　を超えて複数の目で見守る態勢を整える

　　　  ・授業での様子だけでなく、朝の健康観察、昼休みの様子、職員室へのあいさつの様子等からふだん

　　　　  の様子と異なることに気づいた教員は必ず該当学年の主任や担任に直接伝え、パソコンの「支援記　

　　　　  録」に記録する

　　 　・いじめ行動の芽生えが見えたとき、本人の間違った考えであることを伝え、より適した問題解決の方法に

　　 　　ついて指導・支援する

　　(3)　保護者との連携

　　　 ・年度当初からお便り、懇談会などでいじめに対する学校の姿勢を伝え、協力と情報提供をお願いする

　　　

　　４　いじめの早期発見

　　　(1)  早期発見のための手だて

　　　ア　観察

　　　　　・ 授業、休み時間、昼食時等の生徒の様子に注意を払う

　　　　　・ 担任に限らず、普段の生徒の様子とは異なることに気づいた教職員は、担任に直接伝えたり、「焼津

　　　　　　分校教育支援記録」へ記録したりして情報の共有を図る

　　　イ　情報収集

　　　　  ・ いじめ予防主任会、委員会では、定期的に生徒の情報交換をし個々の状況について情報収集する

           ・ 毎学期末、副校長及び部主事と全生徒との個別面談を実施し、情報収集をする

　　　　  ・ 水産高校との連絡会で、互いの生徒の情報交換をする　　　　　　

　　　ウ　調査

　　　 　・　毎学期末保護者、生徒へのアンケート調査を実施する

　　　 　・　いじめが発見されたときは、個々への聞き取りも含め生徒への人権を配慮しながら、速やかに調査

　　　　　　する

   　(2)  早期発見のためのアンケート

　　　　　下記の項目について、全生徒、保護者に毎学期末アンケートする

       生徒用

　　

　　　　　　　学校生活を振り返ろう　　　　　　　　　年　  (  　男・　女　  )  　　　　　　　　　　

　　　　　　　学校生活がよりよいものになるよう、学校生活をふりかえりましょう

　　　　　　　１　廊下などですれちがうとき、大げさによける

　　　　　　　　　ア　したことがある　　イ　されたことがある　　ウ　見たことがある

　　　　　　　２　隣の人とつくえをはなす

　　　　　　　　　ア　したことがある　　イ　されたことがある　　ウ　見たことがある

　　　　　　　３　無視する　　　

　　　　　　　　　ア　したことがある　　イ　されたことがある　　ウ　見たことがある

　     保護者用

              　お子さんの学校生活について　　　　　年　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　お子さんの最近の様子についてあてはまるものをチェックしてください

　　　　　　　　□　衣服の汚れや破れが見られたり、けがをして帰ってくる　　　

　　　　　　　　□　持ち物がなくなったり、壊れたり、落書きされたりしている

　　　　　　　　□　家庭からお金や品物を持ち出している

　　　　　　　　□　食欲がなくなったり、登校をいやがったりする

　　　　　　　　□　言葉遣いが荒くなり、家族に反抗したり八つ当たりしたりする

　　　　　　　　□　不審な電話やメールがくる

　　　　　　　　□　帰宅時刻がいつもより早くなったり、遅くなったりする

　　　　　　　　

　　　　　　　　　御自分のお子さんではないが、上記にあてはまるような話を聞いたことが

　　　　　　　　ある場合はお知らせください。　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　



５　いじめに対する措置

(1) いじめの発見から解決に向けて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・いじめが疑われる言動を目撃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・生徒や保護者からの訴え　　等　　　

 　　　　　　　　

　　　　　　　　　発見者は必ず学年主任、部主事(副校長)に報告　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☆ひとりで抱え込まない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☆解決をあせらない　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　(いじめ対策委員会開催)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報の整理　…　いじめの態様、関係者、被害・加害生徒、周囲の状況等　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応方針の決定…緊急度・危険度の確認、事情聴取の際の留意点等　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役割分担…被害・加害生徒の事情聴取、周囲の生徒、全体への指導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保護者への対応　　

　　　                                   　事実の基づく指導を     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　(2) 事情聴取について

　　　　・聴取の順番　被害生徒→周囲のいる生徒(冷静にとらえている者)→加害生徒

　　　　・留意事項　　 他の生徒の目がない場所、時間帯で行う

　　　　　　　　　　　　　 その生徒が話しやすい人・場所で行う

 　　　　　　　　　　　　　関係者からの情報に食い違いがないか、複数の教員で確認しながら行う

                             情報提供者についての秘密厳守で報復が起こらないように細心の注意を払う

　　　　　　　　　　　　　聴取後は、当該生徒を自宅に送り届け、教師が保護者に直接説明する

　　　　・禁止事項　　× 被害生徒と加害生徒を同じ場所で聞き取る

　　　　　　　　　　　　　× 注意、叱責、説教だけで終わる

　　　　　　　　　　　　　×　双方の言い分を聞き、すぐ仲直りを促す指導

　　　　　　　　　　　　　×　「謝罪」で終わらせる

　　　　　　　　　　　　　×　当事者同士の話し合いによる解決だけを促す指導

　(3) 被害者、加害者、周囲の生徒への指導について

　　　ア　被害者への対応

　　　　【基本姿勢】

　　　　・徹底していじめられた生徒の味方になる

　　　　・表面的な変化から解決したと判断せず、支援を継続する

　　　 ×「あなたにも原因がある」とか安易な励まし

　　　　【支援】

　　　　・学校はいじめている側を絶対に許さないこと、今後の指導方針を伝える

　　　　・加害者への対応の仕方、他の生徒との付き合い方を具体的に指導する

　　　　・面談、生活の記録の確認等継続して支援する

　　　イ　加害者への対応

　　　　【基本的な姿勢】

　　　　・いじめを行った背景を理解しつつ、行った行動に対しては毅然と指導する

　　　　・自分はどうすべきだったか、これからどうしていくのかをいっしょに考え、具体的な行動にする

　　　　・対応する教師は中立の立場をとり、うそやごまかしのない事実確認を行う

　　　　【支援】

　　　　・被害者への辛さに気づかせ、自分が加害者であることの自覚をもたせる

　　　　・いじめは決して許されないことや責任転嫁を許さない

　　　　・不平、不満、本人の満たされない気持ち等をじっくり聴く

　　　　・本人のエネルギーをプラスの行動に向かうように継続した支援をする

　　　ウ　周囲の生徒への指導

　　　　【基本的な姿勢】

　　　　・いじめの問題に教師が生徒とともに本気で取り組んでいる姿勢を示す

　　　　・いじめの事実を伝えることは「チクリ」等ではなく、つらい立場の人を救うことであり、人権と命を守る行為

　　　　　であることを伝える

いじめ (気になる情報 ) のキャッチ

対応チームの編成

事実の究明と支援、指導



　　　　【指導】

　　　　・周囲ではやしたてたり、傍観していた生徒も問題の関係者として事実を受け止めさせる

　　　　・これからの行動について具体的に考えさせる

　　　　・いじめを許さない集団づくりにむけた話し合いを深める

　　　　・いじめが解決したと思われる場合でも、十分な注意を怠らず、継続して指導を行う

　　　エ　保護者との連携

　　　　【被害生徒の保護者】

　　　　・事実が明らかになった時点で速やかに家庭訪問し学校で把握した事実について正確に伝える

　　　　・学校の対応を具体的に伝え、被害生徒を守るという姿勢を示す

　　　　・いじめの全貌が分かるまで相手の保護者へ連絡することを避けることを依頼する

　　　　×「お子さんにも問題があった」といった誤った発言をする

　　　　×電話で簡単に応対する

　　　　【加害生徒の保護者】

　　　　・事情聴取後、生徒を送り届けながら家庭訪問をし、事実を経過とともに伝え、その場で生徒に事実確認

　　　　　をする

　　　　・被害生徒の状況も伝え、いじめの深刻さを認識してもらう

　　　　・指導の経過や本人の変容を伝え、指導に対する理解を求める

　　　　・事実を認めなかったり、学校の対応を批判したりする保護者には、改めて事実確認と学校の指導方針や

　　　　  信念を示し、理解を求める

　　　　×保護者を非難したり、これまでの子育てを批判したりする

６　重大事態への対応　

 (1)重大事態の定義

　　・いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき：生徒が自殺を

　　　企図した場合等）

　　・いじめにより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認めるとき：不登校の

　　　定義を踏まえ年間 30 日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手

    ・生徒や保護者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：重大事態が発生したものとし

      て報告・調査等にあたる

 (2)調査主体

     ○調査を行うための組織

    ・この組織は、職能団体や大学、学会からの推薦等により専門的知識及び経験を有する第三者の参加を図り、

      調査の公平性・中立性を確保するよう努める

    ・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

     ○事実関係を明確にするための調査の実施

    ・学校にたとえ不都合なことがあったとしても事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が重要

　　・いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合は該当生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優

　　　先とした調査を実施する

　　・いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合は当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取する

　　・ 自殺事案の調査は、「児童生徒の自殺が起きたときの調査の指針」を参考とする

　(3)調査結果の提供及び報告

    ○ いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任

　　・学校の設置者又は学校は、いじめを受けた生徒及びその保護者に対して、事実関係等その他の必要　　

　　　な情報を適切に提供する責任を有する

　　・質問紙調査の実施により得られたアンケートについては、いじめられた生徒又はその保護者に提供する場

　　　合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象となる在校生やその保護者に説　

　　　明する等の措置が必要である

　　○ 調査結果の報告

　　・希望に応じて、いじめを受けた生徒又はその保護者の所見を調査結果の報告に添える


