
千葉県立市原緑高等学校

『生 徒 を 守 り 抜 く』
いじめ問題対策基本方針

１ いじめ問題に関する基本理念

いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの生徒にも、どの学校に
も起こり得るものであるとの認識のもと、学校・教育委員会・家庭・地域が一体となって、一過
性ではなく継続して、未然防止・早期発見・早期対応に取り組まなければならない。
いじめ問題については、校長のリーダーシップのもと、生徒を守り抜くとの信念のもと、学校

全体で組織的な取組を進めていく。
「いじめを発生させない環境づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接
に関わっており、すべての職員が日々実践する。またこの基本方針は、教職員・生徒等から幅広
く意見を聴取して策定するとともに、社会の変化や生徒・地域の実態に応じて、柔軟に見直して
いくこととする。

２ いじめの定義

「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当
該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒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
象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。

※「いじめ防止対策推進法総則第二条」から

３ いじめの基本認識
いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があるかを十分に認

識し、日々「未然防止」と「早期発見」に努めるとともに、いじめが認知された場合、「早期対
応」に努め、生徒を守り抜く。

職員が持つべき基本的な認識

１ いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
２ いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
３ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
４ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
５ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
６ いじめは教職員の生徒観や言動・指導の在り方が問われる問題である。
７ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。
８ いじめは過度の競争意識、勝利至上主義により誘発することもある。
９ いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし

一体となって取り組むべき問題である。
10 いじめは、学校・家庭・地域社会などすべての関係者が、生徒を守り抜くとの

強い決意で臨むことが求められる問題である。

４ 未然防止（いじめを発生させない環境づくり）

人権教育の推進

●いじめは、相手の「人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」ことを
生徒に理解させる。

●生徒が「人の痛み」がわかるよう、人権教育の基盤である「自他の生命の尊重」の精神や
「人権感覚」を育むとともに、人権意識の高揚を図る。



道徳教育の充実

●いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものであり、いじめをし
ない・許さないという、人間性豊かな心を育てる。

●道徳の授業では、生徒の実態に合わせて、題材や資料等の内容を十分に検討したうえで取
り扱う。
●心根が揺さぶられる教材や資料を用意し、人としての「気高さ」や「心づかい」、「優し
さ」等に触れさせ、自分自身の生活や行動を省み、いじめの抑止につなげる。

善行意識の高揚

●各学年共通した指導体制を維持しながら「善行」を奨励し、積極的に「善行カード」を
発行して称揚することに努め、生徒の自尊感情や自己肯定感の向上を目指していく。

体験教育の充実

●自己と向き合い、他者、社会、自然との直接的なかかわりの中で、生命に対する畏敬の念、
感動する心、協働することの大切さ、共に生きる心に自分自身が気づいたり発見して体得
したりしていけるよう、発達段階に応じた体験活動を計画的・体系的に展開していく。

コミュニケーション活動を重視した授業や特別活動の充実

●教職員と生徒の共感的な人間関係を基盤に、双方型授業や発展型授業などを取り入れた「わ
かる授業」の展開に努め、自己有用感を高めるとともに、生徒が他者の痛みや感情を共感
的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体
的なプログラムを、授業や特別教育活動等の教育活動に取り入れていく。

生徒会活動の充実

●生徒会役員を中心とした「いじめ防止」キャンペーンを実施したり、「暴力」や「暴言」
を排除する活動を推進し、生徒自身によっていじめを防止する力を養っていく。

保護者・外部への情報提供

●「いじめ防止対策推進法」の遵守や本校のいじめ防止基本方針について、ホームページ上
に公開して本校の取組や対応について正確で丁寧な説明を行い、事実の隠蔽や虚偽のない
説明を行う。また、学校の様子を保護者や地域に伝えるために、日々の出来事をホームペ
ージにアップして、地域に開かれた学校づくりを推進していく。 さらに、「学校評価」
により、いじめ防止対策についての取組の評価を、生徒・保護者に求めていく。

教職員の研修の充実

●教職員一人一人が生徒を守り抜くとの強い信念のもと、様々なスキルや指導方法を身につ
けるなど、教職員の指導力やいじめの認知能力を高めるための研修や、スクールカウンセ
ラー等の専門家を講師とした研修、アンケートを基にした具体的な対応の仕方の研究等を
計画的に実施し、すべての教職員で共通理解を図る。

５ 早期発見（生徒の変化の察知）

日々の観察の工夫

●休み時間や昼休み・放課後等の生徒の様子に目を配り、生徒と共に過ごす機会を積極的に
設ける。

●いじめ防止や早期発見のためのアンケート調査を保護者に依頼したり、チェックリストや
パンフレット等を保護者面談時に活用して連携を密にする。



観察の視点

●年齢的に見て、グループを形成したり、発達の個人差も大きくなる時期でもあるので、い
じめが発生しやすくなると考え、担任を中心に職員は、学級・学年内にどのようなグルー
プがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかの把握に努める。

●気になる言動が見られた場合、グループに対して適切な指導を行い、関係修復にあたる。

教育相談（カウンセリング）の推進

●日常の生活の中での職員の声かけや相談活動等、生徒が日頃から気軽に相談や通報ができ
る環境をつくるとともに、相談や通報をする勇気を持つことは、いじめを根絶する上で適
切で大事な行為であるとの姿勢での指導を積極的に行い、職員と生徒との信頼関係を形成
する。
●日常的な教育相談体制を基礎として、国の「いじめ対策啓発週間」が、５月２０日から
５月２６日及び１０月２０日から１０月２６日としていることから、この期間に全生徒
を対象とした教育相談週間を設け、教育相談体制の強化推進を図る。

●学校には日常的に「いじめの相談窓口」があることや、学校以外の相談・通報窓口がある
ことを生徒・保護者に知らせる掲示や広報を行う等で、生徒への周知を適宜実施する。

＊学校の相談窓口
①スクールカウンセラー 小林満里子
教育相談係 西川のり子 武内寿恵

②市原緑高校いじめ相談ダイヤル（夜間も留守番電話で受付可）
ＴＥＬ ０４３６（７５）０６００ ＦＡＸ ０４３６（７４）７９２０

③気持ちを伝える箱（目安箱）
＊学校以外の主な相談窓口

①子どもと親のサポートセンター ０１２０（４１５）４４６
②市原警察署生活安全課 ０４３６（４１）０１１０
③千葉県警察少年センター ０１２０（７８３）４９７
④市原市青少年指導センター ０４３６（４２）７００１

いじめ実態調査・アンケートの実施

●実態に応じて随時実施することを原則とするが、少なくとも学期１回は実施する。
●いじめられている生徒にとっては、その場で記入することが難しい状況も考えられるので、
実施方法については、記名・無記名・持ち帰り等、実情に応じて配慮する。

●いじめ発見の手立ての一つであると同時に、複数回実施することにより、いじめの抑止に
もなるという認識を持ってアンケートを行う。

６ インターネットを通じて行われるいじめの対策

特殊性の理解と未然防止・早期発見

●インターネットの特殊性による危険や弊害などを十分に周知するとともに、ネット上のト
ラブルについて最新の動向を事例をあげるなどして生徒に伝え、「情報モラル」に関する
理解力の向上に努める。

●学校での情報モラルだけでは限界があり、家庭での指導が不可欠であることから、生徒の
携帯電話やスマートフォン・パソコン等を管理する保護者と緊密に連携・協力し、双方か
ら指導を行う。

●メール等を見たときの生徒の表情の変化や携帯電話やスマートフォン等の使い方の変化な
ど、被害を受けている生徒が発するサインを見逃さないよう、保護者会・保護者面談等を
通じて周知していく。

７ いじめ問題に取り組む体制
いじめ問題への取組にあたっては、校長のリーダシップのもと、すべての教職員が「生徒を守

り抜く」「いじめを根絶する」との強い意思を持ち、学校全体で組織的な取組を行う必要がある。
そのためには、早期発見・早期対応はもちろん、いじめを生まない土壌を形成するための「予



防的」「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開し蓄積していくことが必要である。
いじめ問題への組織的な取組を推進するため、いじめ問題に特化した機動的なチームである「い
じめ問題対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校
全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能しているかなどについて、定期的に
点検・評価を行い、生徒の状況や地域の実態に応じた実効性のある取組を展開していく。

「いじめ問題対策委員会」の対応

い じ め 発 生

＜構成員＞
校長 教頭 生徒指導主事 特活指導主任
進路指導主事 総務主任 教務主任
環境衛生主任 学年主任 養護教諭
教育相談担当 スクールカウンセラー

＜調査班＞
学年主任 生徒指導主事
学級担任 養護教諭

緊急対策会議 ※必要に応じてスクールカウンセラーも含む。

※事実確認のために調査班を編成する場合もある。 ＜対応班＞
※事案により、柔軟に編成する。 学年主任 学級担任

部活動顧問 学年職員

校 内 組 織 保護者・地域との連携 ・県教育委員会

１学年 人権道徳教育 総 務 部 ・医療機関
推進委員会

ＰＴＡ理事会 ・スーパーバイザー

２学年 生徒指導部会 ・弁護士等
開かれた学校
づくり委員会 ・外部機関

３学年 特活指導部会

※定例の「いじめ問題対策委員会」は、原則として学期に１回程度行う。
※いじめ事案の発生時は、緊急対応会議を開き、事案に応じて調査班や対応班等を編成し対応する。



８ いじめ発生時の基本的な対応

正確な実態把握 → 指導体制・方針決定 → 生徒・保護者への → 事後の対応
指導・支援

●当事者双方、周囲 ●生徒を守り抜くとの ●いじめられている ●継続的に指
の生徒から聴き取 信念を確認する。 生徒を保護し、本 導や支援を
り調査をし、「聴 ●指導の方針を明確に 人・保護者の心配 行う。
き取り記録用紙」 する。 や不安を取り除く。 ●カウンセラ
に記入する。 ●すべての教職員の共 ●調査結果を被害生 ー等の活用

●個々の生徒への聴 通理解を図る。 徒・保護者に提供 も含め、心
き取りは、複数の ●対応する教職員の役 するとともに、加 のケアにあ
職員で行う。 割分担を効果的に行 害生徒・保護者へ たる。

●暴言や威圧等の不 う。 いじめの事実を伝
適切な方法は、関 ●教育委員会・関係機 え、いじめている
係生徒への聴き取 関との連携を図る。 生徒・保護者に相
りにおいて、禁止 手の苦しみや痛み
する。また、場所 を理解させる指導
や食事・休憩時間 ・説明を十分に行
を確保するなど生 い、いじめは決し
徒の心身の健康に て許されない行為
配慮する。 であるという人権

●関係教職員と情報 意識を持たせる。
を共有し、正確に
把握する。

●１つの事象にとら
われずいじめの全 ※いじめの「被害」・「加害」という二者関係だけにとどめず、「観衆」「傍
体像を把握する。 観者」への指導も確実に行う。

●聴き取りの記録
は、手書き・ワー ※いじめ加害生徒・保護者には、本校規定の「特別指導」の内容を周知
プロでまとめたも する。
のの両方を保存す
る。

９ 生命または身体の安全が脅かされるような重大な事案が発生した場合
●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
ると認めるとき。

・生徒が自殺を企図した場合
・身体に重大な障害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神疾患を発症した場合

●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。

対 応

●重大な事案が発生した場合は、直ちに「緊急対策会議」を開き、事実確認後は速やかに県
教育委員会や警察等の関係機関へ報告する。

学校安全保健課学校危機管理 ０４３（２２３）４０９０
指導課生徒指導室 ０４３（２２３）４０５４
市原警察署 ０４３６（４１）０１１０
市原市青少年指導センター ０４３６（４３）３９３９

●事案によっては、学年及び全校すべての保護者に説明する必要の是非を判断し、必要があ
れば当事者の同意を得た上で説明文書の配布や緊急保護者会等を実施する。

●事案によってはマスコミ対応も考えられる。窓口を教頭に一本化し、誠実に対応する。㉝



１０ いじめ発生時の組織的対応の流れ

《生 徒 を 守 り 抜 く》

日常の観察 アンケート 教育相談 周囲の生徒の訴え

情報を得た職員

担任 学年主任

生徒指導主事 教頭 校長

いじめ問題対策委員会（緊急対策会議）

適宜連絡
報告 共通理解 保 護 者

調査方針 分担決定 報告
職員会議 県 教 委

支援
報告 共通理解 調査班編成

事案の状況によりメンバーの決定

報告 事実関係の把握

指導方針の決定 指導体制の編成

対応班編成 学校だけで
事案の状況によりメンバーの決定 解決が困難

な事案

警 察
対応班によるいじめ解消に向けた指導 青少年指導

センター
及び

解 消 関係機関

※暴力・恐喝等
継続指導 経過観察 犯罪行為があ

った場合

再発防止 未然防止活動




