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Ⅰ はじめに 

いじめは，いじめを受けた児童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ものである。 

 本基本的な方針（以下「国の基本方針」という。）は，児童生徒の尊厳を保持する目的の下，国，地方公共団体，

学校，地域住民，家庭その他の関係者の連携の下，いじめの問題の克服に向けて取り組むよう，いじめ防止対策推

進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）第１１条第１項の規定に基づき，文部科学大臣は，いじめ

の防止等（いじめの防止，いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策を総合的かつ

効果的に推進するために策定するものである。 

いじめの防止等のための基本的な方針  平成２５年１０月１１日文部科学大臣決定 （最終改定 平成２９年３月１４日）から抜粋 

１ いじめ防止対策推進法制定の意義 

   いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり，一人の教職員が抱え込むのではなく，学校

が一丸となって組織的に対応することが必要である。また，関係機関や地域の力も積極的に取り込むことが必

要であり，これまでも，国や各地域，学校において，様々な取組が行われてきた。しかしながら，未だ，いじめ

を背景として，児童生徒の生命や心身に重大な危険が生じる事案が発生している。大人社会のパワーハラスメ

ントやセクシュアルハラスメントなどといった社会問題も，いじめと同じ地平で起こる。いじめの問題への対

応力は，我が国の教育力と国民の成熟度の指標であり，生徒が接するメディアやインターネットを含め，他人

の弱みを笑いものにしたり，暴力を肯定していると受け取られるような行為を許容したり，異質な他者を差別

したりといった大人の振る舞いが，生徒に影響を与えるという指摘もある。いじめから一人でも多くの生徒を

救うためには，生徒を取り囲む大人一人一人が，「いじめは絶対に許されない」，「いじめは卑怯な行為である」，

「いじめはどの子供にも，どの学校でも，起こりうる」との意識をもち，それぞれの役割と責任を自覚しなけ

ればならず，いじめの問題は，心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという，学校を含めた社会全体

に関する国民的な課題である。このように，社会総がかりでいじめの問題に対峙するため，基本的な理念や体

制を整備することが必要であり，平成２５年６月，「いじめ防止対策推進法」が成立した。 

 

２  いじめの防止等の対策に関する基本理念 

いじめは，全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は，全ての児童生徒が安心して学

校生活を送り，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われなければならない。 

 また，全ての児童生徒がいじめを行わず，いじめを認識しながら放置することがないよう，いじめの防止等

の対策は，いじめが，いじめられた児童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ことについて，

児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。加えて，いじめの防止等の対策は，

いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ，国，地方公共団体，

学校，地域住民，家庭その他の関係者の連携の下，いじめの問題を克服することを目指して行われなければな

らない。 

 

 

 

 



Ⅱ 本校のいじめ防止基本構想 

いじめの定義 

  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の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をいう 【いじめ防止対策推進法第２条】  

 

本校の学校教育目標 

夢をもち，心豊かに，たくましく生きる生徒の育成 

 

め ざ す 学 校 像 

    BRIGHT 二中 光り輝く二中 

      Beautiful（美しい学校）            Respectful（規律正しい学校） 

      International（国際的な学校）          Grateful（感謝の気持ちを忘れない学校） 

       Humane（思いやりのある学校）          Thinking（考える学校） 

 

【めざす生徒像】 

１ 将来への目標をもって 

       進んで学ぶ生徒 

２ 協力し思いやりのある生徒 

３ 心身ともにたくましい生徒 

 

本校におけるいじめ防止基本方針 

１ 心の安全，心の安心が保障され，明るくのびのびとした学校生活が送れる教育の推進 

２ 学び合い学習を通して，生徒の思考力・判断力・表現力を高める指導 

３ 縦割団等の自治的活動を通した豊かな人間関係の育成 

４ 各教科及び道徳科における心の育成と特別活動の充実 

 

・生徒に自己決定の場を与えること 

生徒指導の三つの機能を基盤         ・生徒に自己存在感を与えること 

・共感的人間関係を育成すること 

＜具体的施策＞ 

○主体的対話的で深い学びの実現 

 ・基礎・基本の定着とわかる授業の展開 

  波二スタンダード，波二授業スタイルの実践，「司会力」と「書く力」の向上 

○よりよい人間関係の構築 

 ・「居場所づくり・絆づくり」の推進 

  スクールカウンセラー，すくすく波崎等との連携，部活動顧問や養護教諭と担任の連携 

 ・特別活動，道徳教育の充実 

  生徒の主体的な行事の運営，「話合い活動」や「考え，議論する道徳科」の授業づくりの推進 

○生徒会活動の充実 

 ・地域との連携，ボランティア活動の推進 

○縦割り団活動の推進 

 ・知育（のびコン等）,徳育（ボランティア活動等）,体育（運動会等） 

【めざす教師像】 

１ 明るく情熱のある教師 

２ 人間性豊かな信頼される教師 

３ 生徒理解に努め，生徒一人一人を大    

切にする教師 



Ⅲ 基本的な方針 

全教職員が協働を意識し，組織を生かしていじめ防止に取り組む学校 

１ いじめ防止措置：認知について 

日々の学校生活での生徒の様子，生活アンケート，教育相談等で生徒のささいな変化に気付けるように努め

る。生徒の小さな変化に気付いたり，トラブルを見かけたりした教職員は，その全てを，日時，場所，関わって

いた生徒の氏名とともに，生徒指導主事に速やかに伝える。生徒指導主事は校長に報告後，いじめ防止対策委

員会を開き，今後の対応について組織で判断をする。 

２ いじめ防止措置：早期発見・未然防止について 

(1) 教頭及び教務主任，生徒指導主事を中心としたいじめ防止対策委員会を設置し，定期的な会議を実施す

る。ここでは，いじめ防止に関する具体的な年間指導計画を作成する 

ア いじめ防止対策委員会において，生徒や保護者アンケートを作成・実施し，分析の上，いじめの早期発

見・早期対応を図る。（生活・悩みアンケート→月１回実施 ，Ｑ－Ｕテスト→年２回実施） 

イ ＲＰＤＣＡサイクルに基づき，年間計画で決定した期間の終わりに「取組評価アンケート」を実施し，

取組が適切に行われたか検証する。 

(2) 豊かな心コーディネーターや特別支援教育コーディネーターを中心とした教育相談体制を充実させ，未

然防止の体制を築くとともに，早期発見・早期対応を図る 

ア 好ましい人間関係の構築を図るとともに，校内教育相談体制及び支援体制を強化するための教育相談

週間を充実させ，生徒や保護者の悩み等の早期発見・早期対応を図る。（定期教育相談週間→学期１回 保

護者面談→不定期，随時） 

イ 神栖市教育委員会，すくすく波崎，スクールカウンセラー，市こども福祉課と連携し，校内のみにとら

われることなく相談体制を推進する。 

(3) 学校としての取り組みとして，生徒指導の３つの機能を基盤に良好な人間関係づくりに努める 

ア 生徒と接する機会を保ち，話を聞き，思いに共感し生徒の良さや個性を伸ばす努力をする。また，道徳

科を中心として全教育活動において，基本的生活習慣，規範意識，人間関係を築く力，社会参画への意欲

や態度の伸張を図る。それを以て，現在及び将来における人間としての生き方について深く考えさせる。 

イ 生徒に学校生活の秩序や安定を保つことを意識させるとともに，コミュニケーション能力，社会性や

自尊感情，自己有用感の育成を意識した学級への帰属感づくりの工夫をする。また，問題行動の指導に

当たっては，「あ・す・な・ろ」を常に意識し，きめ細やかな対処と愛情を持って指導する。 

「あ」：諦めず 「す」：素早く，見逃さず 「な」：流されず 「ろ」：論理的に 

ウ キャリア発達段階を踏まえ，社会的・職業的自立に必要な基礎的汎用能力「人間関係形成・社会形成能

力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」の育成を図る。 

(4) 保護者や地域社会と連携し，いじめ防止に努める 

ア 保護者会，地域懇談会等で学校の取組を説明し，保護者や地域の理解の元，いじめ防止に努める。同時

に，学校や学年だよりやホームページを活用し，広く地域社会にいじめ防止の取り組みへの理解啓発を

図る。 

(5) 教職員，生徒，保護者等により，いじめに関する学校評価を実施し，取組の分析と今後の指導改善に生か

す 

 

 

 

 

 



３ いじめに対する措置：早期対応 

(1) いじめられた生徒及びその保護者への対応 

ア 生徒宅の家庭訪問等を行い，生徒が安心感をもてるように対応する。 

イ 市教育委員会に事実関係の報告を行う。 

ウ 生徒や保護者アンケートから，いじめと確認され場合，校長の指示を受け生徒指導主事を中心とした特

別委員会を設置し，生徒から個別の聞き取りを行うとともに，早急な対応を図り，重大事態とならないよ

うに対処する。 

エ 人権に配慮しながら事実関係を的確に把握し，親身な指導，受容的姿勢で支えることを実践するととも

に，その記録を正確に残すようにする。 

オ 保護者に対して，事実について説明するとともに，再発防止のための体制について説明し，理解を得る

努力をする。 

カ いじめられた生徒を守るために，全職員に事実関係を報告し，全教員でチームを構築し，必要に応じて

送迎を実施するなど，見守り体制と解決に向けた支援を徹底する。 

キ 養護教諭，スクールカウンセラー及び医師と連携し，メンタルヘルスケア等を行い，自信や所属感をも

たせる場の設定に配慮する。 

ク 緊急避難として欠席した場合は，学習の場を保障するための措置・対応をする。 

(2) いじめた生徒及びその保護者への対応 

ア いじめた生徒に対して，事実確認を行い，いじめを許さない毅然とした指導，また継続的な指導を実施

する。また，相手の思いや自己の行為を振り返らせ，二度といじめを起こさせない環境を構築する。 

イ いじめに至った原因や背景を確認し，今後の対応について組織的に判断する。 

ウ 家庭に連絡し，指導の経過を保護者に報告するとともに，今後の対応について説明し併せて今後の見守

り体制について確認する。家庭での状況を確認し今後の指導に生かす。 

(3) 学校としての取組 

ア いじめがあった事実を正面から受け止め，学級環境の改善策を協議し，豊かで温かな人間関係を育むた

めの指導方法の改善を図る。 

イ 学級活動（指導的場面）の見直しや授業改善を図りながら，生徒が充実した学校生活を送れるように環

境の改善を図る。 

ウ 学校公開の実施，各種意見交換会を実施し，保護者や地域と課題を共有し，三位一体となったネットワ

ークを活用しながらいじめのない学校づくりに取り組む。 

４ いじめに対する措置：いじめ発生時（ネットいじめの場合） 

(1) 「ネットいじめ」の類型 

   ① SNS（ツイッター，ライン，インスタグラム）・掲示板・ブログ・プロフでの「ネットいじめ」 

    ア SNS，掲示板・ブログ・プロフへの誹謗・中傷の書き込み 

    イ SNS，掲示板・ブログ・プロフへ個人情報を無断で掲載 

    ウ 特定の生徒になりすましてインターネット上で活動を行う 

② メールでの「ネットいじめ」 

    ア メールで特定の生徒に対して誹謗・中傷を行う 

    イ 「チェーンメール」で悪口や誹謗・中傷の内容を送信する 

    ウ 「なりすましメール」で誹謗・中傷などを行う 

 

 

 

 



(2) 「ネットいじめ」が発見された場合の対応について 

   ① 書き込み削除の流れ 

誹謗・中傷の書き込みの相談が生徒や保護者からあった場合，その内容を確認する。その際には，書き込

みをプリントアウトするなどして，内容を保存する。次に，掲示板等のトップページを表示し，「管理者へ

のメール」や「お問い合わせ」と表示されているところを探す。該当箇所をクリックして管理者に削除依頼

を行う。削除依頼を行う場合は個人のパソコンやメールアドレスは使わず，学校等のパソコンやメールア

ドレスから行う。削除が難しい場合等は，神栖市警察署生活安全課に相談する。 

② 生徒・保護者への対応について 

   ア 被害生徒への対応 

被害生徒に対しては，スクールカウンセラー等を配置するなど，学校における教育相談体制の充実を

図り，きめ細かなケアを行い，いじめられた生徒を守り通す体制を整える。また，毎日の面談の実施や，

緊急連絡先の伝達を行うなど，被害生徒の立場に寄り添った支援をしていく。 

   イ 加害生徒への対応 

加害生徒が判明した場合には，加害者自身がいじめに遭っていて，その仕返しとして 掲示板に誹謗・

中傷を書き込んだという例などもあるため，被害者からの情報だけをもとに，安易に加害者と決めつけ

ず，「ネットいじめ」が起こった背景や事情についても綿密に調べるなど，適切な対応を行っていく。ま

た，「ネットいじめ」についても，他のいじめと異なるものではなく，決して許されないものであるとい

うことについて，粘り強い指導を行うとともに，加害生徒に対するケアも行う。 

ウ 保護者への対応 

「ネットいじめ」を発見した場合には，被害生徒の保護者に迅速に連絡するとともに家庭訪問などを

行い，保護者と話合いの機会をもち，学校の対応について説明し，その後の対応について相談しながら

進めていく。加害生徒が明らかな場合は，その保護者に対しても，「ネットいじめ」は絶対に許されない

行為であることを説明して十分に理解を得る。併せて，「ネットいじめ」を再発させないために，家庭で

の携帯電話やインターネットの利用の在り方についての説明し，理解を得るとともに，見守りや協力体

制について確認する。 

５ いじめに対する措置：重大事態発生時 

「重大事態」は法，基本方針及びガイドラインにおいて，次のように定義される。 

・ 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。【法第 28 条第１項第 1 号】（以下「生命心身財産重大事態」という。） 

・ 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。【法第 28 条第１項第２号】（以下「不登校重大事態」という。） 

  

※ 被害児童生徒や保護者から「いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったとき」を含む。 

   【基本方針ｐ32，ガイドラインｐ４】 

  

 法第 28 条第１項は，いじめに関する一定の事態を「重大事態」と定め，重大事態への対処と，当該重大事態と

同種の事態の今後の発生を防止するためにすべきことを規定している。なお，各号における「～と認めるとき。」

の主体は学校の設置者又はその設置する学校となる。また，「疑い」とは，「いじめの存在」か「いじめとの因果関

係」について，疑いがあれば重大事態となる。 

 

 

 

 



【重大事態の判断について，以下の事項を徹底する。】 

・ 重大事態は，事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく，「疑い」が生じた

段階で調査を開始する。 

・ 被害児童生徒や保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったとき（人間関係が

原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。）は，その時点で

学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても，重大事態が発生し

たものとして報告・調査等に当たること。 

※ 被害児童生徒や保護者からの申立ては，学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから，

調査をしないまま，いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する。 

【重大事態への対処】 

・ 地方公共団体が設置する学校は，第 28 条第１項各号に掲げる場合には，当該地方公共団体の教育委員会

を通じて，重大事態が発生した旨を，当該地方公共団体の長に報告しなければならない。【法第 30 条第１項

第１号】 

※対応の詳細は別紙資料参照（重大事態フロー図） 

 

重大事態の事例について 

① 生徒が自殺を企図した場合。 

② 心身に重大な被害を負った場合 

③ 金品等に重大な被害を被った場合。 

④ いじめにより転学等を余儀なくされた場合。 

 

 

６ いじめに対する措置：いじめの解消について 

生徒との面談や教師の観察等から，「（加害）行為がやんでいる状態が３か月以上継続し，被害生徒が心身の苦

痛を感じていない」と判断したときにいじめの解消とする。ただし，解消の判断は一部の教員で行わず，組織とし

ての判断を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いじめの疑いに関する情報

○ 第２２条「いじめの防止等の対策のための組織」でいじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有
○ いじめの事実の確認を行い、結果を設置者へ報告

○ 学校の設置者に重大事態の発生を報告（※設置者から地方公共団体の長等に報告）

ア）「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」（児童生徒が自殺を企図した場合等）
イ）「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」（年間３０日を目安。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）

※「児童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」

重大事態の発生

学校の設置者が、重大事態の調査の主体を判断

● 学校の下に、重大事態の調査組織を設置

※ 組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特
別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めること
が求められる。

※ 第２２条に基づく「いじめの防止等の対策のための組織」を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切
な専門家を加えるなどの方法も考えられる。

● 調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施

※ いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、
客観的な事実関係を速やかに調査すべき。

※ たとえ調査主体に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。
※ これまでに学校で先行して調査している場合も、調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を実施。

● いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供

※ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供（適時・適切な方法で、経過報告があるこ
とが望ましい）。

※ 関係者の個人情報に十分配慮。ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはな
らない。

※ 得られたアンケートは、いじめられた児童生徒や保護者に提供する場合があることを念頭におき、調査に先
立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置が必要。

● 調査結果を学校の設置者に報告 （※設置者から地方公共団体の長等に報告）

※ いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者
の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。

学校の設置者の指導・助言のもと、以下のような対応に当たる

● 調査結果を踏まえた必要な措置

学校が調査主体の場合

学校用 重大事態対応フロー図

● 設置者の指示のもと、資料の提出など、調査に協力

学校の設置者が調査主体の場合



学校の設置者が調査主体の場合

学校からいじめの報告
○ 必要に応じ、学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は報告
事案について設置者自ら必要な調査を行う

【重大事態】

ア）「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」（児童生徒が自殺を企図した場合等）
イ）「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」（年間３０日を目安。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）

※「児童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」

学校から重大事態発生の報告→地方公共団体の長等への報告

学校の設置者が、重大事態の調査の主体を判断

● 設置者の下に、重大事態の調査組織を設置

※ 組織の構成については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経
験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図るこ
とにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めることが求められる。

※ 公立学校について、設置者が調査主体となる場合、第１４条第３項の教育委員会に設置される附属機関を、
調査を行うための組織とすることが望ましい（この機関は平時からの設置が望ましい）。

● 調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施

※ いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、
客観的な事実関係を速やかに調査すべき。

※ たとえ調査主体に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。

● いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供

※ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供（適時・適切な方法で、経過報告があるこ
とが望ましい）。

※ 関係者の個人情報に十分配慮。ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはな
らない。

※ 得られたアンケートは、いじめられた児童生徒や保護者に提供する場合があることを念頭におき、調査に先
立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置が必要。

● 調査結果を地方公共団体の長等に報告

※ いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者
の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。

● 調査結果を踏まえた必要な措置

重大事態対応フロー図

● 調査主体の指示のもと、資料の提出など、調査に協力

設置者用

※ 例えば、指導主事や教育センターの専門家の派遣による重点的な支援、生徒指導に専任的に取り組む教
職員の配置など人的体制の強化、心理や福祉の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の追加配置等

学校が調査主体の場合

地方公共団体の長等が再調査を行う場合

○ 従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ、学校主体の調査では、重
大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと設置者が判断する場合

○ 学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合 ⇒ 設置者において調査を実施

● 学校への必要な指導及び支援、地方公共団体の長等に報告

※ 調査を実施する学校に対して必要な指導、また人的措置も含めた適切な支援を行う。また、いじめを受けた
児童生徒及び保護者に対する調査結果の情報の内容・方法・時期などについて必要な指導及び支援を行う。

※ 学校からの調査結果の報告を受け、地方公共団体の長等に報告する。



 令和元年度 いじめ防止に関する年間指導計画 

神栖市立波崎第二中学校 

月 

項目 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

主な学校行事 

入学式(8) 

始業式(8) 

創立記念日(15) 

授業参観・学級懇

談・ＰＴＡ総会

(20) 

 

親子美化作業

(11) 

県東地区陸上競

会(15) 

運動会(25) 

衣替え(1) 

小中合同避難訓練

(10) 

期末ﾃｽﾄ(17,18) 

授業参観・学級懇談

(21) 

県東地区総体(26~) 

性に関する講演会

(4) 

進路説明会(5) 

ｹｰﾀｲ・ｽﾏﾎに関す

るﾌｫｰﾗﾑ(19) 

終業式(19) 

ふれあい懇談会 

(22) 

３年高校訪問 

２年職場体験（1~） 

 

始業式(2) 

３年修学旅行 

(19~21)  

 

衣替え(1) 

中間ﾃｽﾄ(2) 

県東地区新人大会

(16~) 

県東地区駅伝(23)

生徒会役員選挙

(21) 

３年進路説明会( )  

 

神栖市音楽祭 

(14,15) 

合唱ｺﾝｸｰﾙ(16) 

三者面談(19~ ) 

期末ﾃｽﾄ(25,26) 

 

マラソン大会(12) 

終業式(24) 

始業式(8) 

書き初め大会(8) 

１年スキー宿泊学

習(22~24) 

３年学年末ﾃｽﾄ

(20,21) 

１,２年学年末ﾃｽﾄ

(25,26)  

人生の先輩に話

を聞く会(21) 

３年生を送る会

(9) 

卒業式(12) 

修了式(24) 

職員研修 

・生徒指導全体計

画について 

・重点事項確認 

・援助指導の必要

な生徒につい

ての共通理解 

・「いじめ早期

発見のための

チェックリス

ト」 

 

・生徒指導事例検  

 討 

・生徒指導の機能

を生かした授業

づくりについて 

・自己決定 

・自己存在感 

・共感的人間関係 

・夏期休業中の生

徒指導につい

て 

・Hyper Q-U の

結果の分析・活

用方法につい

て 

・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰとの

事例研修会 

・「いじめに備え

る」を使った，

いじめへの対

処について 

・Hyper Q-U の

分析 

・生徒指導事例検

討会 

・生徒指導につい

ての情報交換 

・全国学力・学習

状況調査の結

果から見える

学習・生活習慣

について 

・Hyper Q-U の

分析 

いじめ防止基本

方針の見直し① 

生徒指導につい

ての情報交換 

・いじめ防止基本

方針の見直し

② 

生徒指導 

・生徒指導対策委員会（金・１校時） ・いじめ対策委員会（金・１校時） 

・不登校対策委員会（金・１校時）  ・生徒指導ケース会議（随時） 

 ・生徒指導対策委員会（金・１校時） ・いじめ対策委員会（金・１校時） 

・不登校対策委員会（金・１校時）  ・生徒指導ケース会議（随時） 

・生徒指導対策委員会（金・１校時） 

・いじめ対策委員会（金・１校時） 

・不登校対策委員会（金・１校時） ・ケース会議（随時） 

カウンセラー 

・生徒・保護者とのカウンセリング（月２回） 

・教員（担任・養護教諭・生徒指導主事など）との情報交換 

・生徒指導ケース会議への参加・アドバイス 

事例研修会講師 ・生徒・保護者とのカウンセリング（月２回） 

・教員（担任・養護教諭・生徒指導主事など）との情報交換 

・生徒指導ケース会議への参加・アドバイス 

心の教室相談員 ・心の教室相談 ・生徒指導ケース会議への参加・アドバイス  ・心の教室 ・生徒指導ケース会議への参加・アドバイス 

調査分析 

・援助指導の必要

な生徒について 

・部活動希望調査 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

・ｹｰﾀｲ・ｽﾏﾎの利

用に関するｱﾝ

ｹｰﾄ 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

・Hyper Q-U 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

・学校生活に関す

るｱﾝｹｰﾄ 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

 ・夏休みの生活振

り返りアンケ

ート 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

・ｹｰﾀｲ・ｽﾏﾎの利用

に関するｱﾝｹｰﾄ 

 

・Hyper Q-U 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

・学校生活に関す

るｱﾝｹｰﾄ 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

・冬休みの生活振

り返りアンケ

ート 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

 

・学校生活に関す

るｱﾝｹｰﾄ 

・いじめｱﾝｹｰﾄ 

生徒会 

・縦割り団結団式 

 

・あいさつ運動 

・陸上壮行会 

・運動会 

・あいさつ運動 

・総体壮行会 

・海岸清掃ボラン

ティア 

・あいさつ運動 

・生徒総会 

・ｹｰﾀｲ・ｽﾏﾎに関す

るﾌｫｰﾗﾑ 

・地区祭りボラン

ティア（役員） 

・あいさつ運動 ・あいさつ運動 

・新人戦壮行会 

・生徒会役員選挙 

・駅伝壮行会 

・あいさつ運動 

・合唱ｺﾝｸｰﾙ 

・あいさつ運動 

・生徒集会 

・あいさつ運動 

・新入生説明会 

・あいさつ運動 

・白砂青松再生ボ

ランティア 

・あいさつ運動 

・生徒集会 

・３年生を送る会 

保護者への啓発 

・学級懇談，PTA

総会でのいじ

め防止の方針

説明 

・家庭訪問 

・連休中の生活

について（便

り） 

・衣替えについ

て（便り） 

・親子美化作業 

・学級懇談会で，学

級の現状といじ

め防止の取組み

について説明 

・夏休みの生活に

ついて（便り） 

・ふれあい懇談会 

・性についての講

演会 

・「家庭用チェッ

クリスト」の配

付 

・地区巡視 ・連休中の生活に

ついて（便り） 

・衣替えについて

（便り） 

 

 ・三者面談におけ

る話合い 

・冬休みの生活に

つ いて（便り） 

・新入生保護者対

象「ｹｰﾀｲ・ｽﾏﾎに

よるいじめに

ついて」 

 ・春休みの生活に

ついて（便り） 



 


