つくば国際大学東風高等学校いじめ防止基本方針
は じめ に
本校では，いじ めの 問題 の克服に向け て，
「いじ め防止対 策推進 法」
（以下 ，
「 法」という。）第 13
条の 規定に基 づき，また「 いじめ の防止等のための 基本的な 方針」と「茨 城県い じめ防止基本方針」
（以 下「県の 基本 方針 」と いう。） を参 酌し ，いじ め の防止 を推進す るため，「 つくば 国際大 学東 風
高等 学校いじ め防 止基本 方 針（以 下「東風高等学校 基本方針 」とい う。） を策 定いたし ました 。
今後，この 「東 風高 等学 校基本 方針」に基づき，学校，地 域住民 ，家 庭， その 他関係者と協力し
て， いじめ防 止等 に真 剣に 取り組 んでまいりますので，本校 に関係 する 皆様 にご 理解とご協力をお
願い する次第 です 。
令和 3 年 4 月 1 日
つくば国際大 学東 風高等 学 校長
１

谷田部

佳見

い じ めの 防止のた めの対策 に 関する基 本的 な 考え方

（ １） 基 本理 念
いじめ は学 校内外 を 問わず ，弱い者を苦しめ る行為で あると 捉え ，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 せるおそ れが
ある。したが って ，本校 で は全て の生徒がいじめを 行わず， いじめ を認 識しなが らこ
れを放置する こと がない よ う，ま たいじめはいじめ られた生 徒の心 身に 深刻な影 響を
及ぼす許され ない 行為で あ るとい うことについて， 生徒が十 分に理 解で きるよう にす
ることを旨と し， いじめ の 防止の ための対策を講じ る。
（ ２） い じめ の禁止
法第 4 条「 いじ めを 行ってはなら ない。」の遵 守の徹底を図 る。
（ ３） 教 職員 の認識す べき事項
いじめ の防 止に関 し ては， 以下の 5 点 を全 職員 が認識 して取り 組む。
ア

いじ めは どの生 徒 にも起 こりうる，またい じめはど の生徒 も被 害者にも 加害者に
もな りうるた め， 日常的 に 生徒の 行動を把握する。

イ

何が いじ めなの か を具体 的に列挙して，目 に付く場 所に掲 示す ることに よって，
生徒 と教職員 がい じめは 何 かにつ いて常に意識する 。
・無視
・から かい ，冷や か し
・暴言
・暴力
・非行 の強 要
・物品 ，金 銭の強 要
・使い 走り
・ネッ トを 使った 中 傷

ウ

など

いじ めの 未然防 止 には， 生徒が主体的に参 加できる ような 授業 づくりや 集団づく
り， 学校づく りを 行う。

エ

いじ めは 大人が 気 付きに くい形で行われる ため，早 期発見 には ，ささい な兆候で

オ

いじ めの 報告を 受 けた場 合，特定の教職員 で抱え込 まず， 組織 的に被害 生徒を守

あっ ても，い じめ ではな い かとの 疑いをもって，積 極的に認 知する 。
り， 加害生徒 に毅 然とし た 態度で 指導する。
（ ４） 目 標
いじめ の防 止の取 り 組みに ついては，以下の ５つの取 り組み の徹 底を図る ことを本
校の取り組み 目標 とする 。
ア

未然 防止 への取 り 組みの 徹底

イ

早期 発見 への取 り 組みの 徹底

ウ

早期 解消 への取 り 組みの 徹底

エ

関係 機関 との連 携 の徹底

オ
２

教職 員研 修の充 実 の徹底

「 東 風高 等学校い じめ防止 対 策会議」 の設 置
いじめの 防止 を実効 的 に行う ため，次の機能を 担う「い じめ防 止対 策会議」 を設置す
る。

（１ ）会議は 次の 者で構 成 する。
校長， 教頭 ，教務 部 長，生 徒指導部長，保健 厚生部長 ，学年 部長 ，養護教 諭，カウ
ンセラー，生 徒指 導部所 属 職員，（ 加害 者担任 ，被 害 者担任 ）そ の他校長が必 要と認め
る者。
（２ ）上記の 構成 員のほ か ，校長 が必要と認める場 合，専門 的な知 見を 有する者 などを臨
時に構成員と する ことが で きる。
（３ ）校長は 会議 を総理 し ，会議 を代表する。
（４ ）会議は 次に 上げる 事 務を所 掌する。
ア

東風 高等 学校基 本 方針に 基づく取り組みの 実施や具 体的な 年間 計画の作 成・実
行・検 証・修 正に 関する こ と。

イ

いじ めの 未然防 止 や早期 発見に関すること 。

ウ

いじ め問 題の確 認 とその 対応に関すること 。

エ

いじ め問 題の具 体 的対応 策を検討すること 。

オ

いじ めの 相談窓 口 として 相談を受けること 。

カ

教職 員研 修の企 画 ，立案 に関すること。

キ

生徒 向け の研修 や 情報モ ラル教育に関する こと。

（５ ）会議は 校長 が招集 す る。
（６ ）会議は 次の 区分で 招 集する 。
月１回 を定 例会と し ，いじ めの挑発を把握し た場合や いじめ の相 談情報が あった場
合，そ の都度 臨時 会とし 招 集する 。
（７ ）その他 ，会 議の運 営 に必要 な事項は，校長が 決定する 。
（８ ）重大事 態発 生の場 合 は，「学 校法 人霞ヶ 浦学 園 のいじ め防止対策基本方 針」に則 って
対処す る。
３

い じ めの 防止に関 する措置

（ １） 未 然防 止
生徒の 豊か な心を 育 成し， 心の通う対人交流 の能力の 素地を 養う ことがい じめの防
止に資するこ とか ら，道 徳 教育や 体験活動をはじめ として， 以下の よう な全ての 教育
活動を通して 社会 性を育 む 。
ア

授 業 ，学 級活 動 やホ ーム ル ーム 活動
授業 ，学 級活動 や ホーム ルーム活動におい ては，生 徒が自 らの 行動を自 分で選択
し，相 手との 関わ りの中 で 行動す る活動を通して， 自己指導 能力（ その とき，そ の
場で， どのよ うな 行動が 適 切か， 自分で考えて，決 めて，実 行する 能力 ）を高め ，
いじめ に向か わな い態度 ， 能力を 育成する。
また ，自 他の意 見 の相違 があっても，互い を認め合 いなが ら建 設的に調 整し，解
決して いける 力や ，自分 の 言動が 相手や周りにどの ような影 響を与 える かを判断 し
て行動 できる 力な ど，生 徒 が円滑 に他者とコミュニ ケーショ ンを図 る能 力を育て る。

（ア）授業に おい ては， 言 語活動 を定期的に，かつ 効果的に 取り入 れ， 生徒同士 のコ
ミュ ニケーシ ョン 活動を 通 して， 生徒の自己の有用 感（他者 との関 係の 中で，「自
分は 役に立っ てい る」な ど ，自分 の存在を価値ある ものと受 け止め られ る感覚）
や共 感的理解 （そ の人そ の ものを 理解すること）の 能力を培 い，自 己指 導能力を
高め る。
（イ）ホーム ルー ムでの 話 し合い 活動や体験活動等 を，生徒 が主体 的に 取り組め るよ
うに 工夫する こと によっ て ，生徒 同士の絆を深め， かつ社会 性を育 む。
ま た， 生徒が 協 力して 行う活動を工夫す ることに よって ，い じめの起 こりにく
いホ ームルー ムの 環境を 作 り出す 。

（ウ）障 害へ の理解 を 深める ための指導や相互 に互いの 違いを 認め 合うこと ができる
ホー ムルーム 経営 を行う こ とによ って，ホームルー ムを生徒 が安心 して 何でも話
し合 える居場 所に する。
イ

生 徒 会活 動， 学 校行 事， 部 活動
いじ めに 向かわ な い生徒 を育成するため， 生徒会活 動，学 校行 事及び部 活動の中
で，全 ての生 徒が 主体的 に 活躍で きる場面や役割を 設定し， 生徒が 他の 生徒から 認
められ る体験 をも つこと に よって ，自己有用感（自 分は認め られて いる ，自分は 大
切にさ れてい ると いった 思 い）を 高める。
また ，体験 活動 やボラ ン ティア 活動等を通して， 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 分の存 在と他人の存在を 等しく認 め，お 互い の人格を 尊
重でき る態度 を養 う。

（ア）体験活 動を 伴う行 事 を年間 計画に位置付け， その中で 生徒が 他者 のための 奉仕
活動や 異年齢 の児 童や生 徒 と関わ る経験を積むこと により， 自己有 用感 を高める 。
（イ）学校行 事等 を生徒 が 自ら考 え取り組めるよう 工夫し， 生徒会 活動 や委員会 活動
を活性 化し， 公平 公正の 判 断や自 分と違う意見を持 つ友達を 認めて 活動 をともに す
ること などを 通し て，い じ めに向 かわない人格づく りをする 。
（ウ）部 活動 におい て ，目標 に向け努力を継続 すること や仲間 と協 力するこ との大切
さを経 験する こと などを 通 して， 忍耐力や達成感を 養い，い じめに 向か わない人 格
づくり をする 。
ウ

教 育 相談 と個 別 面談
いじ めの 問題が 深 刻にな る前に，いじめを 認知し適 切な対 応が とれるよ う，日頃
から生 徒と 接する 機 会を多 くもち，生徒が教 職員及び スクー ルカ ウンセラ ーと相談
しやす い関係 を構 築する 。
また ，定 期的に 行 う生徒 との個別面談の時 にも，自 分自身 だけ でなく， 他の生徒
がいじ めの被 害を 受けて い ないか 等を確認する。さ らに，ス クール カウ ンセラー と
連携し てし， 教育 相談体 制 を整え る。

（ア）日頃か ら担 任や授 業 担当者 が，生徒と気軽に 話せる関 係を構 築す る。
（イ）定期的 に行 う個別 面 談の際 に，いじめの被害 を受けて いない かど うか確認 する。
（ウ）い じめ と断定 で きない 場合でも，気がか りなこと があれ ば生 徒の訴え を傾聴す
る。
（エ）教 職員 間で情 報 を共有 し，複数の教職員 で観察・ 支援を 行う 。
（オ）必 要に 応じて ， 別室で 個別に話を聞く時 間を設け る。
エ

教 育 活動全 体を 通し て
いじ めは どの生 徒 にも起 こりうるという視 点で，全 ての教 育活 動を通し て，生徒
の観察 等をす るこ とで， 生 徒の変 化を敏感に察知し ，いじめ を受け てい るという 兆
候（以 下の（ ア） ～（オ ） 等）を 見逃さないよう努 める。特 に，些 細な 兆候であ っ
てもい じめで はな いかと 疑 われる 場合，当該生徒へ 個別に声 掛けや 相談 等早い段 階
から関 わりを もち ，的確 に 状況の 把握をする。

（ア）遅刻・ 早退 が多い 。 休みが ちである。
（イ）朝 のＳ ＨＲ等 で ，いつ もより元気がない 。
（ウ）授 業中 の言語 活 動等の 話し合い活動で， 他の生徒 とあま り話 さない。
（エ）休 み時 間に教 室 にいら れない。また，職 員室や保 健室に 行く 回数が多 い。
（オ）親 しか った友 人 との付 き合いがなくなり ，スマー トフォ ン等 に没頭す る。
オ

生 徒 の主 体的 な 活動
いじ めの被害 を受 けてい る 生徒が 一人で抱え込むこ となく， 友人に 悩み を打ち明
けるこ とがで きる よう， 仲 間同士 による支援活動で あるピア ・サポ ート 等の互い に
認め合 い支え あう 主体的 な 活動を 支援する。

カ

イ ン ター ネッ ト を通 じて 行 われ るいじめ
イン ター ネット を 通じて 行われるいじめは 発見しに くいた め， 生徒から 定期的に
情報を 収集し ，そ の把握 に 努める 。
また ，イ ンター ネ ット上 で情報が拡散する と完全な 消去が 困難 であるこ とから，

生徒が インタ ーネ ットの 使 用につ いて自ら判断し適 切に活用 できる よう ，発達段 階
に応じ た情報 モラ ル教育 を 推進す る。また，「 情報 」 の授業 の中で生徒がネッ トを使
ったい じめに 向か わない よ うに指 導する。
（ ２） 早 期発 見
教職員 は， いじめ は どの生 徒にも，どの学校 において も起こ りう るという 共通認識
を持ち，全て の教 育活動 を 通じて ，生徒の観察等を すること で，変 化を 敏感に察 知し，
いじめを受け てい るとい う 兆候を 見逃さないよう努 力する。 特に， 些細 な兆候で あっ
てもいじめで はな いかと 疑 われる 場合，早い段階か ら生徒へ 個別に 声掛 けや相談 等の
かかわりを持 ち， 的確に 状 況の把 握を行う。
ア

ア ン ケー ト調 査
いじ めに 関する ア ンケー ト調査を年３回（ 学期ごと ）行い ，い じめの早 期発見に
努める 。アン ケー トには ， 学校内 外で起こったいじ めも記入 させる 。ま た，自分 や
自分以 外で起 こっ たいじ め につい ても記入させる。 その際， いじめ と特 定できな い
ものに ついて も疑 わしい も のは記 入するよう指導す る。

イ

保 護 者と の連 携
学校 での 生徒の 様 子や学 校の取り組みを， 必要に応 じて随 時家 庭に連絡 するなど，
日頃か ら保護 者と の連絡 を 密にす ることによって， 家庭での 生徒の 変化 を見逃さ ず，
学校へ 気軽に 相談 しても ら える関 係を構築する。

ウ

相 談 窓口 の周 知
いじ めの 相談は ， 担任， 養護教諭・スクー ルカウン セラー の利 用ととも に，電話
による 担任相 談窓 口，養 護 教諭相 談窓口など，相談 窓口を生 徒や保 護者 に周知す る。

（ ３） 早 期解 消
いじめ の連 絡や相 談 を受け た場合，速やかに 被害者の 安全を 確保 するとと もに，「 い
じめ防止対策 会議 」の「 臨 時会」 を開き，管理職の リーダー シップ の下 ，当該い じ
めに対して組 織的 に対応 す る。
ア

被 害 者の 保護
いじ めの 行為が 確 認され た場合，いじめら れている 生徒を 守り 通すこと （いじめ
られて いる本 人に 非があ る 場合で も）を第一とし， 全職員が 協力し て被 害者の心 の
ケアに 努める 。
また ，被 害者の 保 護者へ 速やかに連絡を取 り，状況 の説明 を行 うととも に，家庭
での心 のケア や見 守りを 依 頼する 等，協力して対応 する。

イ

実 態 の把 握
被害 者， 加害者 及 び周辺 の生徒から話を聴 き，いじ めの事 実を 確認する 。また，
アンケ ート調 査等 を実施 し ，速や かに実態の把握を 行う。
学校 だけ では解 決 が困難 な場合，事実に応 じた専門 機関等 と連 携し，解 消に向け
た対応 を図る とと もに， 把 握した 事実を知事に報告 する。

ウ

加 害 者へ の対 応
加害 者に はいじ め をやめ させ，毅然とした 姿勢で指 導する 一方 ，寄り添 い，社会
性の向 上等， 生徒 の人格 の 成長に 主眼を置いた指導 を行い， いじめ を繰 り返さな い
よう支 援する 。
また ，加害 者の 保護者 へ 速やか に連絡を取り，状 況の説明 を行う とと もに，被 害
者やそ の保護 者へ の対応 に 関して 必要な助言を行う 等，協力 して対 応す る。

エ

イ ン ター ネッ ト を通 じて 行 われ るいじめ への対応
生徒 がイ ンター ネ ット上 に不適切な書き込 みや写真 掲載等 を行 った場合 ，被害の
拡大を 避ける ため ，削除 さ せる等 の指導を行い，削 除ができ ない場 合に はプロバ イ
ダに削 除を求 める などの 措 置を速 やかに講じる。
イン ターネ ット 上に生 徒 を中傷 する書き込みがさ れた場合 ，掲示 板等 のＵＲＬ を
控える ととも に， 書き込 み のある 部分を印刷し，内 容を保全 し，そ れを 基に書き 込
みの削 除依頼 を掲 示板等 の 管理者 宛に行う。
こう した 措置を と るに当 たり，必要に応じ て法務局 等の協 力を 求める。

４

関 係 機関 等との連 携
いじめの 問題 への対 応 につい ては，学校や私学 振興室に おいて いじ めによる 生徒に対
して必要な教 育上 の指導 を 行って いるにもかかわら ず，その 指導に より 十分な効 果を上
げることが困 難な 場合， 必 要に応 じて関係機関との 適切な連 携を図 る。 そのため ，平素
から警察署等 の関 係機関 の 担当者 との情報交換等を 通して， 情報共 有体 制を構築 する。

（ １） 保 護者
保護者 の集 まる学 校 行事や 個別面談において ，「県の 基本方針」の「Ⅳ

家庭の 役割」

について説明 する ととも に 協力を 依頼し，連携して いじめの 対応等 を行 う関係づ くり
をする。
また， 法第 9 条 1 項 「保護 者は，子の教育に ついて第 一義的 責任 を有する ものであ
って，その保 護す る児童 等 がいじ めを行うことのな いよう， 当該児 童等 に対し， 規範
意識を養うた めの 指導そ の 他の必 要な指導を行うよ う努める ものと する。」の 周知を図
る。
さらに ，個 別面談 等 でアン ケート調査や聞き 取り調査 を行い ，生 徒の家庭 での状況
を的確に把握 する など， 密 接に連 絡を取り合い，い じめが起 こった 場合 ，速やか に被
害者と加害者 それ ぞれの 保 護者に 連絡し，三者が連 携して適 切な対 応を 行う。
（ ２） 地 域
校外に おけ る生徒 の 状況を 的確に把握するた め，日頃 から民 生委 員・児童 委員，青
少年相談員や 地域 住民と 連 絡を取 り合う。いじめが 起こった 場合， 必要 に応じて ，協
力を得ながら 対応 する。
（ ３） 関 係機 関
学校だ けの 対応で は 問題を 解消することが困 難である と判断 した 場合，速 やかに警
察，児童相談 所， 法務局 等 の関係 機関に相談する。
なお， いじ められ て いる生 徒の生命又は身体 の安全が 脅かさ れて いるよう な場合，
直ちに警察に 通報 する。
（ ４） 学 校以 外の団体 等
塾や社 会教 育関係 団 体等， 学校以外の場で起 きたいじ めの連 絡を 受けた場 合，その
団体等の責任 者や ，生徒 が 在籍す る学校と連携して 対応する 。
（ ５） そ の他
いじめ に関 係する 生 徒が複 数の学校に及ぶ等 の場合， 関係す る学 校と連携 していじ
めの問題に対 応す る。
５

教 職 員研 修の充実
いじめの 問題 につい て の教職 員の共通理解と指 導力の向 上を図 るた めに，全 教職員の
参加による校 内研 修の充 実 を図る 。

（ １） 実 践的 研修
カウン セリ ング演 習 等の実 践的な内容をもっ た校内研 修を積 極的 に実施し ，いじめ
の未然防止， 早期 発見， 早 期解消 等に向けた技能の 習得，向 上を図 る。
（ ２） 事 例研 究
事例研 究を 通して ， 具体的 な対応方法につい て理解を 深め， いじ めの対応 の実践的
向上を図る。 特に ，教職 員 が一人 で抱え込まず，組 織で対応 すると いう 共通認識 を図
る。併せて， 同種 のいじ め の再発 を防止する。
（ ３） イ ンタ ーネット を通じて 行 われるい じめ へ の対応
インタ ーネ ットを 通 じて行 われるいじめに対 応するた め，生 徒指 導の研修 会等で得
られた対策や 情報 等の内 容 を直ち に全職員にフィー ドバック すると とも に，最新 のイ
ンターネット 環境 等に関 す る研修 を行い，教職員全 体の情報 モラル への 理解を深 める。
６

重 大 事態 への対応
生徒がい じめ により ， 生命， 心身又は財産に重 大な被害 が生じ た疑 いがある 場合，又
は相当の期間 学校 を欠席 す ること を余儀なくされて いる疑い がある 場合 ，次の対 処を行

う。
（ １） 発 生報 告
重大事 態が 発生し た 旨を， 私学振興室を通じ 県知事に 報告す る。
（ ２） 事 実関 係の調査
「学校法人 霞ヶ 浦学 園のいじめ防 止対 策基本 方 針」に 則って対 処する。
（ ３） 被 害者 の保護
いじめ の被 害を受 け た生徒 の生命又は身体の 安全を確 保する とと もに，情 報を提供
した生徒を守 るた めの措 置 を講ず る。
（ ４） 加 害者 対応
いじめ の加 害生徒 に 対して は，毅然とした対 応でいじ めをや めさ せるとと もに，し
っかりと寄り 添い ，いじ め を繰り 返さないよう指導 ，支援す る。
（ ５） 調 査結 果報告
調査結 果に ついて は ，私学 振興室を通じ県知 事に報告 すると とも に，いじ めを受け
た生徒と保護 者に 対し， 事 実関係 その他の必要な情 報を積極 的にか つ適 時，適切 な方
法で提供する 。
（ ６） 解 消と 再発防止
いじめ の被 害を受 け た生徒 に対しては，継続 的な心の ケア等 ，落 ち着いて 学校生活
を送ることが でき るため の 支援や ，適切な学習に関 しての支 援等を 行う 。
加害生徒に 対し ては， 適 切な指 導を行うとともに 継続的に 見守り ，再 発の防止 に努
める。
（ ７） 同 種事 態の発生 防止
当該事 態の 事実に 真 摯に向 き合い対応するこ とによっ て，同 種の 事態の発 生を防止
する。
７

学 校 評価 における 留意事項
いじめの 実態 把握及 び いじめ に対する措置を適 切に行う ため， 以下 の（１） ～（５）
の５項目に関 して の評価 基 準を本 校の学校評価項目 に加え， 適正に 本校 のいじめ 問題対
応の取り組み を評 価する 。

（ １） 未 然防 止の評価 基準
ア

生徒 の自 己指導 能 力を高 めることができた 。

イ

生徒 の自 己有用 感 を高め ることができた。

ウ

生徒 の規 範意識 を 高める ことができた。

エ

生徒 が教 職員と 相 談しや すい関係を構築で きた。

オ

情報 モラ ル教育 を 推進で きた。

（ ２） 早 期発 見の評価 基準
ア

いじ めの 早期発 見 に努め ることができた。

イ

保護 者か ら学校 へ 相談で きる関係が構築で きた。

ウ

複数 の相 談窓口 を 生徒や 保護者に周知でき た。

（ ３） 早 期解 消の評価 基準
ア

被害 者の 心のケ ア ができ た。

イ

適切 にい じめの 事 実を確 認できた。

ウ

加害 者に 対して は ，いじ めをやめさせるこ とができ た。

エ

重大 事態 の調査 を し，私 学振興室を通じ県 知事へ報 告でき た。（ 重大 事態があ った
場合）

オ

イン ター ネット を 通じて 行われるいじめの 対応がで きた。

（ ４） 関 係機 関との連 携の評価 基 準
ア

保護 者と 密接に 連 絡を取 り合うことができ た。

イ

地域 の協 力を得 て いじめ の対応等ができた 。

ウ

警察 ，児 童相談 所 ，法務 局等の関係機関に 相談でき た。

エ

学校 以外 の場で 起 きたい じめに適切に対応 できた。

（ ５） 教 職員 研修の評 価基準
ア

実践 的研 修を行 う ことが できた。

イ

事例 研究 を通し て ，いじ めの対応方法の共 通理解を 図るこ とが できた。

ウ

イン ター ネット 環 境等に 関する研修を行う ことがで きた。

評価結果 を基 に，い じ めへの 取り組みが計画通 りに遂行 されて いる かどうか の確認や
学校の基本方 針等 につ いて 体系的 に見直しを行い，より迅速 かつ適 切な いじ めの 防止の対応につ
いて検討する 。
また，必 要に 応じて 次 年度の 目標設定や年間計 画等の修 正等を 行い ，組織的 な取り組
みや，地域及 び家 庭と連 携 した， いじめ問題対策の 総合的な 改善を 図る 。
付

記
この規定 は， 平成 26 年８月 21 日より運用する。

