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【めざす津久見っ子の姿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【育む津久見っ子の３つの心】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

感動をともなう体験を重視し、心の豊かさをはぐくむ教育の充実（徳） 

★ 夢や志をもち、未来に向かって挑戦し続ける津久見っ子  

★ 知・徳・体の調和がとれた生きる力を身につけ、人とのつながりを大切にしながら力

強く生きていく津久見っ子 

★ ふるさとに誇りと愛着をもち、グローバルな視点で社会に参画する津久見っ子 

 

熱い心 温かい心 広い心 

「大きな夢や高い志をも

ち、その実現をめざす、

不撓不屈の意志や勇気な

ど、熱く燃える心」 

 

 

未知なるものに進んで挑

戦する態度や、困難に立ち

向かい、それに打ち勝とう

とする態度、また、新しい

ものを進んで取り入れよう

とする態度などを育んでい

きます。 

「人間に対する深い愛

情や自然・生命に対す

る畏敬の念などを基盤

とした、豊かで温かい

心」 

 

 

他者を思いやり、共感

したり感動したりする心

や態度、社会に貢献しよ

うとする態度、感謝する

心や態度などを育んでい

きます。 

「互いの特性や価値観

を受け入れ、尊重する

とともに、互いに理解

し協力し合う、前向き

で広い心」 

 

多様な考えや立場を理

解し、尊重する態度や、

他国の文化・伝統を理解

し、協調していく態度、

郷土の伝統や文化を尊重

し、継承する態度、平和

を愛する心や態度などを

育んでいきます。 

○学力向上アクションプラン・学力向上施策【知】 

○不登校「未然防止・児童生徒支援」アクションプラン【徳】 

○いじめ防止対策アクションプラン【徳】 

○体力向上アクションプラン・食育推進アクションプラン【体】 

 



 

 

 

制を定めた 

 

【学校に求められていること】 

 ○「学校いじめ防止基本方針」を策定 

 ○いじめの問題への対策のための組織を各学校に設置 ⇒「いじめ対策委員会」等 

 ○いじめ問題に組織的に対応すること 

 

【教職員一人一人に求められていること】 

○日頃から、児童・生徒の様子や言動、その変化などに細かく気を配り、未然防止や早期発見の 

観点から、予兆やサインを見逃さないよう高くアンテナを保ち、情報交換による情報の共有を 

図りながら、学校に置かれた組織を中心に対応していくこと。 

○いじめが認知された場合には、いじめをやめさせ、いじめを受けた児童・生徒および保護者へ 

の支援や、いじめを行った児童・生徒への適切な指導またはその保護者への助言を継続的に行 

うこと。 

 

【いじめとは】 

 『どの子どもにも、どの学校においても起こり得るものであること。また、だれもが被害者にも

加害者にもなり得るものでること。』 

 

【いじめの定義】  

「当該児童が、一定の人間関係にある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神 

的な苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校内外を問わない。  

     (文部科学省・平成 18年度に改訂) 

 

 

津久見市いじめ防止基本方針 

 

 

津久見市いじめ防止対策 

アクションプラン 

 １．未然防止 

   ２．早期発見・早期対応 

   ３．組織的対応 

   ４．関係機関との連携 

 

２ 

Ｈ２８年度いじめ防止対策アクションプラン 

「いじめ防止対策推進法」(平成２５年) 
社会総がかりで、いじめ問題に対峙するため

に、基本的な理念や体制を定めた法律。 

「熱い心」 

不撓不屈の意志や勇気など、熱く燃える心 

◆困難に立ち向かい、それに打ち勝とうとする心 

 

「温かい心」 

豊かで温かい心 

◆他者を思いやり、共感したり感動したりする心 

「広い心」 

互いに理解し合う、前向きで広い心 

◆多様な考えや立場を理解し、尊重する心 

 



【平成２６～２７年度 いじめの認知件数・解消率】 

  

 大分県の解消率 Ｈ ２ ７  86.2% 77.7% 84.3% 

 

【いじめの態様】 

  

 

【いじめの発見】 

 【小学校】 ①本人からの訴え 

 ②学級担任が発見 

       ③アンケート調査など学校の取組により発見 

 【中学校】 ①学級担任が発見 

②児童生徒（本人を除く）からの情報 

 

 ３ 

津久見市のいじめの現状 

児童生徒と教師との距離の近

さ、信頼関係がうかがえます。や

はり日常の学級経営による子ども

と教師の絆・仲間同士の絆づくり

と、価値観の育成が、大切ないじ

め防止の基盤となります。 

冷やかしやからかい・悪口が、いじめの大半を占めています。 



 

 

 

 

 

（１）絆を感じ合うことができる集団づくり・仲間づくりの推進 

  ①教師が「いじめは絶対に許さない」という基本姿勢を貫きます。 

    いじめには学級をはじめとした集団の状態が強く影響しています。学級づくりの中心的役割

を担う学級担任の役割が極めて重要です。教師自身の言動も含めて、基本姿勢に揺らぎがない

か常に振り返ることが大切です。 

   

  ②落ち着いた生活環境を子どもたちに保障します。 

    いじめが起こりやすい学級は、ルールが不明確で、当事者だけでなく、学級全体の規範意識

が低下している傾向が強くみられます。学級のきまりやルール、やっていいことと悪いこと等

の基準が、子どもたちにわかりやすく示されている環境が大切です。 

 

  ③魅力的な授業づくり・学級づくりを推進します。 

      学校生活が安定し充実したものになることが、いじめの未然防止には欠かせません。そのた

めには、学校生活の中心である授業が魅力的で、どの子も自己有用感を感じることができる場

となっていることが大切です。また、教科の目標達成の手立て以外にも、子ども同士の人間関

係を豊かにする工夫や仕掛けが日々の授業や学級経営の中に盛り込まれていることが求めら

れます。⇒生徒指導の３機能を意識した授業改善 

 

  ④保護者との信頼関係を築きます。 

    一人ひとりの子どものサインを見逃さないようアンテナを高く張るためにも、積極的に保護

者との信頼関係づくりに努め、それぞれの役割と責任を自覚し、互いに補い合いながら、いじ

めの未然防止に取り組むことが大切です。 

 

（２）「学級集団の状態をとらえる力」・「気づきの力」を高める取り組みの推進 

  ①相談活動の充実を図ります。 

   ◆生活ノート等の活用➡担任と子どもをつなぐ。子どもの思いに「よりそう」やり取りを。 

   ◆班ノート等の活用➡子どもを仲間とつなぐ。安心できる心の居場所の一つとして。 

   ◆スクールカウンセラーの活用➡可能な限り１学期の早い時期に一人ひとりと面談。 

                    （中学１年生は必ず全員実施する。） 

  ②「Hyper-QU」調査を有効に活用します。 

   教師は子どもたちの成長を日々見守っています。しかし，観察だけではどうしても気づけな 

い部分があります。また，大人からすると意外な感情を子どもが抱いている場合もあります。 

教師の観察と子どもの実態のズレを補い、いじめの発生・深刻化の予防や、いじめ被害にあっ 

ている児童生徒の発見に「Hyper-QU」調査を活用します。 

 

 ４ 

１．「未然防止」の取り組みの推進 

すべての児童生徒が安心して日々の学校生活を送ることができるようにすることは、いじめの

未然防止の根幹です。学級集団の状態を的確にとらえ、いじめを絶対に許さない集団の空気づく

り、仲間とつながる絆を感じ合うことがきる集団づくりを行うことが、いじめ防止の重要な第一

歩です。 

 



 

 

 

 

 

（１）いじめのサインへの気づき【早期発見の手立て】 

①子どもの様子や変化の「観取り」（みとり）を積極的に行います。 

   ◆複数の目で「観る」、チームで「観る」。（学年部・いじめ対策委員会・生徒指導部・ＳＣ） 

   ◆「児童生徒個別チェックシート」の活用➡「気づき」の力・感性の共有 

   ◆授業だけでなく、休み時間等にも声をかけて、子どもの様子に注意をはらいます。 

登下校時・朝の会等  

• 欠席、遅刻、早退が目立つ。  

• 表情が暗く、どことなく元気がない。  

• どこかおどおどして、脅えているように感じ

られる。  

• 教師と視線を合わせようとしない。 

 授業時間  

• 身体の不調を訴え、保健室や職員室への出入

りが頻 繁になる。  

• よい発言や行動をしたのに周りから賞賛や評

価が得 られない。  

• 特定の子が発言すると、ふざけた反応や冷や

かしの 声がかかる。 

• 机や教科書、ノートなどに落書きが目立つ。 

   

給食時や休み時間  

• 食事量が減る（食べない）。 

• ポツンと一人で食事をしている。 

• 休み時間一人でいることが多くなる。 

• 保健室や図書室などにいることが多く、職員

室のまわりをうろうろしている。 

• 他の学級の友人と過ごすことが目立つ。 

 その他生活全般  

• 元気がない。  

• 持ち物を隠される。  

• 他の子から強い口調で、呼び捨てにされたり、

あだ名で呼ばれる。  

• 頻繁にお金を持ち出す。  

• 顔や身体にあざがある。 

 

 

 

 

 

 

 

  ②情報収集を積極的に行います。 

   ◆定期的なアンケート調査の他、保護者や地域からの情報を積極的に収集します。 

③相談活動の充実を図ります。 

   ◆生活ノート等の活用➡担任と子どもをつなぐ。子どもがきつい思いを出せる場として。 

   ◆班ノート等の活用➡子どもを仲間とつなぐ。いじめを見逃さない安心できる空気づくり。 

   ◆スクールカウンセラーの活用➡可能な限り１学期の早い時期に一人ひとりと面談。 

                    （中学１年生は必ず全員実施する。） 

５ 

２．「早期発見」「早期対応」の取り組みの推進 

  いじめは、決して許されないことであり、どの子どもにも、どの学校にも起こりうるもので

す。いじめのサインは、いじめを受けている子どもからも、いじめている子どもの側からも出 

ています。様々な方法を用いて、いじめの把握に努めることが重要です。 

『気づきの力』 

担任一人の「観る」・「気づく」・「感じる」力よりも、チームの力はさらに大きな『気づき 

の力』となります。また、教師一人一人の『気づきの力』の不足をフォローするために、「児童 

生徒個別チェックシート」の活用が有効です。定期的に、組織的にチェックする取り組みを進め 

ていきましょう。 



（２）早期対応の取組 

  ①「いじめの認知をためらわない」ことを重視します。 

 

 

 

 

 

 

 

  ②「報・連・相」の徹底を図ります。 

    いじめに対して学級担任一人で対応すると、ちょっとした「ボタンの掛け違い」で解決を

遅らせ事態を悪化させる恐れがあります。いじめを発見した、またその疑いがあった時点

で、全教職員に周知し、多方面から的確・迅速に対応する必要があります。さらに、保護者

に正確な事実を説明し、誠意ある態度で接し、ともに解決に向けた協力体制と信頼関係を確

立することが大切です。「報告・連絡・相談」を徹底して、組織的な対応を行います。 

 

  ③「聞き取りシート」を活用します。 

 

      

６ 

いじめの発見(認知)＝「掘り起し」は、教師の感性と教育力のあらわれでもあります。 

いじめが起きた場合、発生したことによって指導力が問われるのではありません。 

 ➡どう取り組んだか、いじめ問題を教材として何を教育するのかが、今、問われている！ 

 ➡したがって、自分の学級や部活内でいじめが起こったということを、認知することをた  

  めらう必要はありません。すぐに状況把握と組織的な対応へとつないでいきましょう。 



（１）対応の手順と組織的対応の徹底 

  ①学校内での解決を目指す比較的軽度な事象［レベルⅠ］ 

 
  ②学校内での解決を目指すが、対応が複雑又は困難な事象［レベルⅡ～Ⅲ］ 

 

  ③学校内だけでは解決が困難な事象［レベルⅢ以上］ 

 
７ 

３．「組織的対応」の取り組みの推進 



（２）具体的な指導・支援 

 

 

８ 

 



【いじめの報告書式】 

第１号様式 
   （市町村立学校→市町村教委→教育事務所→義務教育課→県教委担当課・室） 

   （県立学校→県教委高校教育課又は特別支援教育課→県教委担当課・室） 
 

事件・事故の概要及び対応報告書  第１号  （         ）学校 

 ①報告日時   平成   年   月    日    時   分 

 ②県立学校の 

  連絡窓口 

責任者 

（ＴＥＬ・ＦＡＸ） 

 

正 
所属  職  氏名 

 
 

(所属)  (自宅)  (携帯)  
 

副 
所属  職  氏名  

(所属)  (自宅)  (携帯)  

事
件
・
事
故
の
概
要 

③事件等の種別 

(いじめ、暴力事案等) 

 

④発生日時 平成   年   月   日     時   分 

⑤発生場所  

                                            

⑥関係児童・生徒等  児童・生徒等の学年・氏名 

 
 
 
 

⑦経緯・概要 

・情報源 
・何が起きているか 
・被害者の状況 

・加害者の状況 
・その他 

 

⑧学校における初動 

 対応の内容 

(時系列で記入) 

・発見の経緯 

・事実確認の様子 

・校内体制づくり 

・保護者への連絡 
・警察等関係機関との連携 
・報道対応等 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（必要に応じて別紙作成） 
 

    ※③～⑧は、「児童・生徒・職員及び学校施設・設備の事故について」（昭和42年11月28日 
     教委庶第826号 教育長通知）に規定する様式１又は２の添付も可とする。 

 

９ 

※被害児童生徒と加害被害生徒が分かるように記述すること 

 

①どのような場面で、どのようなことが起きたのかを簡潔に記入する 
②いじめの態様（蹴る、叩く、金品をたかれる等）を記入する 
※できれば、いじめが起きた現場を図示する。 

 

以下の項目を簡潔に記入する 
①発見の経緯、初期対応等を時系列で 
②事実確認の様子（被害者からの聞き取り内容、加害者からの聞き取り
内容、周囲にいた者からの聞き取り内容等） 
③校内体制づくりの流れ 
④保護者への連絡等 
⑤関係機関との連携等 
⑥報道対応等 



（１）保護者・関係機関との連携の推進 

 

 
１０ 

４．「保護者・関係機関との連携」の取り組みの推進 



（１）ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に係る情報モラル教育の推進 

   ①「スマホ時代」の教師として 

 

 

 

 

 

 

   ②保護者啓発 

    「青少年インターネット環境整備法」によって、18歳未満の携帯電話にはフィルタリングの

設定が義務付けられています。解除するには、保護者の同意が必要です。現在、設定率が低い

のは、保護者が同意していることが大きな原因です。したがって、保護者啓発が何より重要で

す。「わが子との綱引き」に決して負けないよう、支援と啓発をしていくことが大切です。  

 

  ③児童生徒とともに考える授業の推進 

   ◆できるだけ具体的な事例を伝えることが効果的です。➡具体的な動画教材の有効性 

   ◆「ＳＮＳによる不適切な利用が『犯罪』につながる」という視点から、授業を推進します。 

   ◆ＳＮＳの正しい利用の仕方について、子どもとともにともに考える授業を推進します。 

    ※コンピュータ教育推進センター（略称ＣＥＣ）（現 日本教育情報化振興会）が無料提供 

     している情報モラル学習教材等の積極的な活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④相談体制の充実 

   ◆まずはじっくりと子どもと向き合って、何が起こっているかしっかり聞き取り、子どもと 

一緒にどうしていくかを考えます。 

    ◆子どもとじっくりと向き合う積み重ねが、子どもたちの信頼を生み、相談される教師集団 

   となっていきます。   

    

 

                                       

１１  

５．「情報モラル教育」の取り組みの推進 

 子どもたちのネットの状況は想像以上の速さで変化しています。いくら教師が追いつこうと

しても、残念ながら子どもたちはどんどん先を走っています。したがって、子どもたちと一緒

に考えていく姿勢・教育が不可欠です。事態はどんどん厳しくなっていき、子どもたちだけで 

も、大人たちだけでも対応は不可能です。大人と子どもが共に協力することが急務です。 

「ネットいじめ」の特徴 

●従来のリアルいじめと違い、日時や場所を問わずにいじめられ続けられる。 

●コピー・拡散・共有が容易であり、いじめが拡散しやすい。 

●特にＬＩＮＥで行われるいじめは、その特徴から通常のＳＮＳとは違い検索サービスなどの 

 索対象とはならず、削除することもできるため、外部からいじめを見つけにくいことが最大 

の問題。 

①集団いじめ➡外部から閉ざされたグループ内で特定のものを攻撃する。 

②仲間外れ➡いじめ対象者のみ退会させられる。最初から招待されない。 

③無視➡いじめ対象者のトークだけ無視する。 

④画像・動画共有➡いじめ対象者の見られたくない写真や動画をグループ内で共有する。 

          



（２）「通信機器の使い方～あなたを守る 10 か条～」の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
１２ 

通信機器の使い方 ～あなたを守る 10か条～ 
１ ． 自分や友達の電話番号やメールアドレスをむやみに教えない。 

２ ． 夜 10時以降は他の人に通信（電話・メール・ライン等）をしない。 

３ ． 通信機器の保管場所は居間（家族がそろう場所）にする。 

４ ． ネットで知り合った人とは連絡を取り合わない。絶対に合わない。 

５ ． 人の悪口は絶対に書き込まない。 

６ ． 勉強中・食事中は通信（電話・メール・ライン等）をしない。 

７ ． 必ずフィルタリングサービスを利用する。 

※有害サイトの利用はしない。 

８ ． 変なメールや知らない人からのメールは必ず保護者に見せる。 

９ ． ケイタイ（iPhon等を含む）は学校に持ち込まない。 

 ※どうしても必要な時は担任の許可を取り、登校してすぐに預け、下校の時に返してもらう。 

10．会員登録等の個人情報登録は、有料無料に関係なく保護者の許可を取る。 

 ※上記の通信機器には、ケイタイ（iPhon 等を含む）・パソコン・ゲーム機で通信できるものを

すべて含む。 

 
 [生徒指導の心得] 

●「生徒指導の『さ・し・す・せ・そ』」 

  さ→最悪を想定して   し→慎重に   す→素早く 

 せ→誠意をもって    そ→組織で対応 

●「語りこみ、心を揺さぶる」生徒指導を。 

●「報・連・相」そして「速攻・連携」の生徒指導。 

●「子どもとつながる」生徒指導を。 

●「観て、感じて、動く」生徒指導。 

     「んっ、なんかおかしいぞ」と教師が感じる感性が大切。 

●「組織で（仲間と）動く」生徒指導を。 

●「親と、保護者とつながる」生徒指導を。 

●「『当たり前のことを当たり前に』指導する」生徒指導。 

●「これくらいいいや」は厳禁。 

 


