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仙台市立高砂小学校 

 
 

いじめ対応マニュアル 

 



１ いじめ問題に関する基礎知識 

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。 

（１）基本的な考え方 

■いじめの防止等の対策に関する基本理念 

いじめ防止対策推進法第３条に規定されている基本理念は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条より） 

 

 

 

 

 

  上記のいじめの定義を踏まえ，いじめとはどの児童にも，どの学校でも起こりうる

ものであるとの認識を持って，対応に当たる。 

 

（２）いじめの構造 

  いじめは，単にいじめを受けている児童といじめている児童との関係だけで捉えるこ

とはできない。いじめには役割が有り，「四層構造」になっている。まず，いじめる側（加

害者）といじめられる側（被害者）がいる。さらに観衆としていじめをあおったりおも

しろがったりしている者（観衆），最後にいじめを見て見ぬ振りをしている者（傍観者）

がいる。これをいじめの四層構造という。いじめの当事者だけでなく周りの子供たちへ

の指導も大切であり，集団の中でいじめを許容する雰囲気を変えていかなければならな

い。 

 

 

 

○ いじめの防止等のための対策は，いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑

み，児童等が安心して学習その他の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。 

○ いじめの防止等のための対策は，全ての児童等がいじめを行わず，及び他の児童等に対

して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため，いじめ

が児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めるこ

とを旨として行われなければならない。 

○ いじめの防止等のための対策は，いじめを受けた児童等の生命及び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。 

「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等

と一定の人的関係にある他の児童等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等が心身の

苦痛を感じているものをいう。 

被害者 加害者 観衆 傍観者 



２ いじめの未然防止のために 

 

 本校では，仙台市の基本方針に基づき，特に次の点に留意し，「高砂小学校ではいじめを

しない，させない，許さない学校」を目指し，教職員が一丸となって，家庭，地域，関係

機関等との連携を深めながら取り組んでいくこととする。 

（１）いじめの未然防止のための取組 

◇ いじめに向かわない「学級づくり」の実践 

 ①「ほめ言葉のシャワー」 

 ②「みんなを笑顔にするルール」 

 ③ p4c（探求の対話） 

◇ いじめを許さない児童を育てる教育活動 

 ①命を大切にする「心を育む授業」の実施 

 ②いじめ防止「きずな」宣言シートの活用 

 ③児童会による主体的な取組の推進 

   ◇ 教育相談体制の充実 

   ◇ 教師の人権意識の高揚 

 

（２）いじめの未然防止に向けての手立て 

  「発生してから対応する（事後対応）」という考え方ではなく，「問題が発生しにく

い学校風土をつくる」という考え方への方向転換が求められている。児童を「被害者」

にさせないと言うだけでなく，「加害者」にもさせないための未然防止に努めなければ

ならない。    

 ■学級経営の充実 

  ・児童に対する教師の受容的・共感的態度により，児童一人一人のよさが発揮され，

互いを認め合う学級をつくる。 

  ・児童の自発的・自治的活動を保護し，規律と活気のある学級集団づくりを進める。 

  ・正しく思いやりのある言葉遣いができる集団を育てる。 

  ・学校・学級の規則や規範がきちんと守れるように，指導を継続して行う。 

  ・欠席，遅刻，早退等の日数等により，児童の実態を把握する。 

  ・自らの学級経営のあり方を定期的に見つめ直し，指導の工夫と見通しのある経営

に努める。 

 ■児童が主体的に参加・活動できる授業づくり 

  ・「自己決定」「自己有用感」「自己存在感」「共感的人間関係」のある授業づくりを

進める。 

  ・道徳や特別活動の中で，いじめを題材として取り上げ，話合い活動を通していじ

めの未然防止や解決の手立て，いじめの心理について学習する。 

・「道徳」「特別活動」「総合的な学習の時間」を中心に，学校教育課活動全体を通し

ていじめを生まない人間関係や集団づくりを指導・推進する。 

・対人関係能力を育てるソーシャルスキルトレーニングを取り入れた授業を行う。 



３ いじめの早期発見・早期対応のために 

（１） いじめの早期発見・早期対応への取組 

◇「いじめ SOS シート」の実施 

 ①子供の出す小さなサインを見逃さないようにするため，毎月１回，月初めに

実施する。アンケート結果を基に，気になる児童への個別対応を行うと共に

学年間で情報を共有する。（５月より実施） 

 ②集計は３ヵ月に１回行い，SOS シート聞き取り報告書で報告する。  

（市教委への報告が必要な６月・９月・１２月・3月に集計） 

＊集計をしない月も，いじめを訴えている児童への聴取は行い，教頭・いじめ 

担当へ口頭で報告する。 

 ③加害児童が判明している場合は，基本的には加害児童保護者にも連絡するも 

のとするが，事案によって検討する。 

 ④校内いじめ防止対策委員会を開き，情報の共有及び対応策の検討を行う。 

 ＊SOS シート以外のいじめ事案については，いじめ事実確認一覧表（指導記録

簿）で速やかに報告する。（いじめ聞き取りシートの活用） 

◇子供を語る会 

 ・問題を抱えた児童についての共通理解を図り，具体的な支援の内容と方法に

ついて話し合う。（毎月１回） 

■いじめの早期発見・早期対応へ向けた組織的・計画的取組 

 ・「いじめ対応マニュアル」に沿って，教職員がいじめを把握した場合の報告のルー

トやその後の対応協議など，組織としての機能を生かした取組ができるようにす

る。 

 ・全市で行ういじめ実態把握調査や学校独自のいじめに関するアンケート調査（い

じめ SOS シート）などを活用し，定期的に児童の実態を把握する。 

■教育相談体制の充実 

 ・「いじめ・不登校対策委員会」・「いじめ調査委員会」を組織し，いじめに対して全

校体制で取り組む。 

・いじめの相談体制を児童・保護者に周知したり，「相談箱」を設置したりして児童・

保護者が気軽に相談できる環境をつくる。 

 ・いじめ防止に関する学校の取組状況を学校だより等で広報したり，ＰＴＡ行事と

して研修会を実施したりして，地域や家庭との連携を充分に図る。 

 

＜高砂小の相談体制＞ 

◇児 童→担任，養護教諭，教育相談担当者，いじめ担当，SC 

◇保護者→教頭，主幹教諭，生徒指導主任，いじめ担当 

 ＊相談の対応者は相談者が相談しやすい職員で構わないことを基本とする。 

 

■教師の人権意識の高揚 

 ・いじめに関して定期的に校内研修を実施し，教職員全員のいじめに対する理解を

深める。 



（２）いじめを早期発見するための手立て 

■教師と児童との日常の交流を通した発見 

   ・授業中や休み時間における児童との会話を通して，気になる様子に目を配る。 

 ■複数の教員の目による発見 

   ・多くの教師が様々な学習活動を通して児童に関わることにより，発見の機会を増

やす。 

  ■アンケート調査や教育相談を通した把握 

  ・児童が希望するときには，すぐに面談ができる体制を整える。 

■保護者からの相談や地域からの連絡 

 ・いじめに関する学校の考え方や取組を周知し，共通認識に立った上で協力を求め

る。 

 

４  いじめの発見から解決まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 情報の整理 

・発見までの経過 

・いじめの態様，関係者（被害者，加害者，周囲にいた児童）の把握 

（２） 対応方針 

・緊急度の確認 

・事情聴取や指導の方針の決定 

（３） 役割分担 

・被害者からの事情聴取と支援担当    ・加害者からの事情聴取と指導担当 

・周囲の児童と全体への指導担当     ・保護者・関係機関への対応担当 

                      （市教委への第一報，随時続報） 

・いじめが疑われる言動の目撃 
・ノート等から気になる言葉を発見 
・児童や保護者からの訴え 
・教職員や地域住民からの情報提供 

 
最初に認知

した教職員 

学級担任 

学年主任 

生徒指導主任 
いじめ対策担当 

教育相談担当 
教頭 校長 

１ いじめの情報（気になる情報）のキャッチ 

２ いじめ・不登校対策委員会 重大事態 ３ いじめ調査委員会 

メンバー：校長，教頭，主幹教諭，いじめ対策担当，生徒指導主任， 
教育相談担当，ＳＣ 

３ 対応方針の決定・役割分担



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被害者への対応 

＜基本的な姿勢＞ 

 ・いかなる理由があっても，徹底していじめられた児童の味方になる。 

 ・児童の表面的な変化から，解決したと判断せず，支援を継続する。 

＜事実の確認＞ 

 ・担任を中心に複数の教員で対応し，児童が話しやすい環境をつくる。 

 ・児童の話にじっくりと耳を傾け，共感しながら状況を聞き取っていく。 

＜支援＞ 

 ・学校は，絶対にいじめを許さないことを伝える。 

 ・自己肯定感の喪失を食い止めるよう，児童の良さや優れているところを認め，

励ます。 

 ・いじめている側の児童との今後の付き合い方など，具体的に指導する。 

▲「君にも原因がある」「頑張れ」などという指導や安易な励ましはしない。 

  ＜経過観察＞ 

   ・連絡ノートの交換や面談等を定期的に行い，不安や悩みの解消に努める。 

   ・自己肯定感を回復できるよう，授業，学級活動等での活躍の場や，友人との関

係づくりを支援する。 

 ■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，行った行為に対しては毅然と指導する。 

   ・自分はどうするべきだったのか，これからどうしていくのか，内省させる。 

  ＜事実の確認＞ 

  ・担任を中心に複数の教員で対応し，児童が話しやすい環境をつくる。 

   ・対応する教員は，中立の立場で事実確認を行う。 

 ＜指導＞ 

  ・学校は，絶対にいじめを許さないことを伝える。 

 ・被害者の辛さに気付かせ，自分が加害者であることの自覚を持たせる。 

  ・いじめに至った心境やグループ内等での立場をじっくり聞き，今後の行動の仕

４ 事実の究明と支援・指導 

＜事情聴取の際の留意事項＞ 
 ・事情聴取は人目に付かないような場所・時間帯を選んで行う。 
 ・関係者からの情報に食い違いがないか，複数の教員で確認をしながら聴取する。 
 ・情報提供者についての秘密を厳守し，報復などが起こらないように，最新の注

意を払う。  
・被害者と加害者を同じ場所で事情聴取を行わない。 

＜指導上の注意点＞ 
・注意，叱責，説教だけで終わるような指導は行わない。 

 ・双方の言い分を聞いただけで，すぐ仲直りを促すような指導は行わない。 
 ・ただ謝ることだけで終わらせるのではなく，二度といじめをしない態度を育

てるような指導を行う。 



方について考えさせる。 

▲被害者側の話だけで判断して，安易に謝らせて終わりにするといった指導はしない。 

＜経過観察＞ 

  ・連絡ノートの交換や面談等を定期的に行い，教師との交流を続けながら気持ち

の変化を見守っていく。 

  ・授業，学級活動等を通して，友人とのよい関係づくりを指導・支援する。 

■観衆・傍観者への対応 

＜基本的な姿勢＞ 

 ・いじめは，学級や学年全体の問題として取り組んでいる姿勢を示す。 

＜事実の確認＞ 

 ・具体的な状況を知っている児童には，個別に話を聞く。 

＜指導＞ 

 ・学校は，絶対にいじめを許さないことを伝える。 

 ・被害者の辛さに気付かせ，自分たちも加害者の一員であることの自覚を持たせる。 

 ・いじめを止めたり教師に知らせたりすることは辛い立場にある友人を救うことで

あり，人権と命を守る立派な行為であることを伝える。 

・これからどのように行動したらよいのか，いじめを許さない集団づくりに向けた話

し合いを深める。 

＜経過観察＞ 

 ・授業や学級活動等を通して，お互いを認め合う集団づくりをしていく。 

 ・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

っていく。 

（４）保護者との連携 

■いじめられている児童の保護者との連携 

  ・事実が確認された時点で速やかに面談を行い，学校で把握した事実を正確に伝え

る。 

  ・学校として徹底して児童を守り，支援していくことを伝え，対応の方針を具体的

に示す。 

  ・対応経過をこまめに伝えるとともに，保護者からの児童の様子等について，情報

提供を受ける。 

  ・いじめの全貌がわかるまで，相手の保護者への連絡を避けるよう，依頼する。 

  ・対応を安易に集結させず，経過を観察する方針を伝え，理解と協力を求める。   

  ▲保護者からの訴えに対し，安易に「うちのクラスにはいじめはない」等と言わな

い。 →事実を調べ，いじめがあれば児童を必ず守る旨を伝える。 

  ▲「お子さんにも問題があるからいじめられる」などの謝った発言はしない。 

▲電話で簡単に対応しない。 

■いじめている児童の保護者との連携 

  ・事実が確認された時点で速やかに面談を行い，学校で把握した事実を正確に伝え

るとともに，その場で児童に事実の確認をする。 

  ・相手の児童の状況を伝え，いじめの深刻さを認識してもらう。 

  ・指導の経過と児童の変容の様子を伝え，指導に対する理解を求める。 



  ・誰もが，いじめる側にもいじめられる側にもなりうることを伝え，学校としては

事実について指導し，よりよく成長させたいと考えていることを伝える。 

  ・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対しては，改めて

事実確認と学校の指導方針，教師の児童を思う信念を示し，理解を求める。 

■保護者との日常的な連携 

  ・年度当初から，学校だよりや学校ＨＰ等で，いじめ防止に対する学校の認識や対

応方針・方法などを周知し，協力と情報提供を依頼する。 

  ・いじめや暴力の問題の発生時には，いじめられる側，いじめる側にどのような支

援や指導を行うのか，対応の方針等を明らかにしておく。 

５ 重大事態への対処 

（１）重大事態の意味 

法第２８条第１項において，次に挙げる場合を，いじめの重大事態としている。 

 

 

 

 

 

 

（２）重大事態発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

仙台市教育委員会への報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
市長への報告 

➀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。 
②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。 
➂「生命，心身又は財産に重大な被害」とは 

いじめの事案発生 

学校いじめ防止対策委員会による対応 

（重大事態に対する調査主体の判断・指示） 

（学校が主体） （市教育委員会が主体） 

学校いじめ調査委員会の設置 
 
 
学校いじめ防

止対策委員会  
＋ 

学校評議員 
ＰＴＡ役員 
学校医 
関係機関等 

仙台市教育委員会への報告 

市教育委員会の付属機関 



６ いじめ防止・発見に関わる教育活動計画 
 校内の諸会議・研修等 未然防止のための取組 早期発見のための取組 

４月 

   

５月 
 

児童理解の会 
 

  

６月 

   

７月 
   

８月 
   

９月 

   

 

SOS シートの集計・報告 
 

１０月 

   

１１月 
   

１２月 

 

 

 

  

 

SOS シートの集計・報告 
 

１月 
   

２月 
   

３月 

 
 

  
SOS シートの集計・報告 

 

学校、学年間の情報交換 
指導記録の引継 

学級開きを通した人間関係づくり，学級のルールづくり 
さわやかタイムを通した人間関係づくり（特別活動） 

いじめ防止対策委員会 

いじめ対策についての保護者への説明と啓発 
（学校経営説明会，懇談会，お便り） 

問題を抱えた児童についての

共通理解（子供を語る会） 

「命の尊重」をテーマとし
た授業の展開（道徳） 

SOS シートの集計・報告 

「感謝と思いやり」をテーマ
とした授業の展開（道徳） 

保護者との面談（個別面談） 

現職教育（いじめ防止に関
する研修） 

陸上記録会を通した人間
関係づくり（６年） 

野外活動・修学旅行を通した人

間関係づくり（５・６年） 

学習発表会を通した人間関
係づくり 

問題を抱えた児童についての

共通理解（子供を語る会） 

仙台市いじめ実態把握調査 

「命の尊重」をテーマとし
た授業の展開（道徳） 

「１年生を迎える会」を通
した人間関係づくり 

「感謝と思いやり」をテーマ

とした授業の展開（道徳） 

懇談会を通した情報収集 

いじめ実態把握調査の集計 

懇談会を通した情報収集 

いじめ防止策委員会 

本年度の課題検討 
指導記録のまとめ 

「６年生を送る会」を通し
た人間関係づくり 

いじめに関する指導方
針・指導計画の確認 

運動会を通した人間関係
づくり 

保護者向け研修会 
（中学校区健全育成研修） 

いじめ防止標語の募集・作
成（中学校区健全育成） 

問題を抱えた児童についての

共通理解（子供を語る会） 

懇談会を通した情報収集 

いじめ防止対策委員会 

いじめ防止策委員会 

問題を抱えた児童について

の共通理解（子供を語る会） 
 

問題を抱えた児童について

の共通理解（子供を語る会） 

問題を抱えた児童について

の共通理解（子供を語る会） 
 



 

 平成 31 年度 いじめ・不登校防止に関わる年間計画   

                           仙台市立高砂小学校 
 

月 活動計画 内   容 

4 ・職員会議での説明・提案 
 
・保護者向けお便り発行 
・みんなを笑顔にするルールと  

振り返りカードの配布 
・１年生を迎える会 
・今月の学級作り 

・いじめの基本方針の確認 
・いじめや不登校防止の取組についての共通理解 
・いじめ防止キャンペーン及び今年度の取組についてのお知らせ 
・ルールの掲示と振り返りカードを使った自己チェック 
 
・缶バッチのプレゼント，いじめ防止ソングとダンスの披露 
・特活部より提案（職員会議） 

5 ・いじめ SOS シート（集計なし） 
・今月の学級作り 
「ほめ言葉のシャワー」開始 
＊校内ミニ研修会 
・いじめ防止「きずな」キャンペー

ンの実施 
＊「いじめ防止きずな宣言」シート 
 
＊道徳の授業の実施 
＊SST（コミュニケーションスキ

ル）全学年 
＊児童会による取組 
  
・いじめ追跡調査 
・校内ミニ研修会 
・児童理解の会 

・いじめの早期発見・早期対応 
・特活部より提案（職員会議） 
・いじめの未然防止 
・「ほめ言葉のシャワー」の実践に向けて 
 
 
・いじめ行為の確認と「いじめ防止きずな宣言」の記入による 

意識付け 
・生命尊重，いじめの未然防止 
・「ふわふわ言葉とちくちく言葉」 
 
・いじめ防止についての話し合い 
・いじめをなくすための合い言葉を５７５で考えよう（掲示） 
・いじめの早期発見・早期対応 
・冊子の読み合わせ 
・児童の共通理解 

6 ・いじめ SOS シート（集計・報告） 
・子供を語る会 
・いじめ防止対策委員会 
・今月の学級作り 
・SST １年 
・第１回いじめ事案の報告 

・いじめの早期発見・早期対応 
・児童の共通理解，対応策検討 
・情報共有，対応策検討 
・特活部より提案（職員会議） 
・SC による授業 
・いじめの実態把握 

7 ・いじめ SOS シート（集計なし） 
・子供を語る会 
・今月の学級作り 
・SST 2 年 
・「いじめ防止きずな宣言」シート 
・みんなを笑顔にするルール 

・いじめの早期発見・早期対応 
・児童の共通理解，対応策検討 
・特活部より提案（職員会議） 
・SC による授業 
・振り返り，反省記入 
・振り返り，自己チェック 

9 ・いじめ SOS シート（集計・報告） 
・子供を語る会 
・今月の学級作り 
・SST 3・4 年 
・いじめ防止対策委員会 
・第２回いじめ事案の報告 

・いじめの早期発見・早期対応 
・児童の共通理解，対応策検討 
・特活部より提案（職員会議） 
・SC による授業 
・情報共有，対応策検討 
・いじめの実態把握 



月 活動計画 内   容 

10 ・いじめ SOS シート（集計なし） 
・子供を語る会 
・今月の学級作り 
・「いじめ防止きずな宣言」シート 
・みんなを笑顔にするルール 

・いじめの早期発見・早期対応 
・児童の共通理解，対応策検討 
・特活部より提案（職員会議） 
・振り返り，反省記入 
・振り返り，自己チェック 

11 ・子供を語る会 
・今月の学級作り 
・いじめ防止「きずな」キャンペー

ンの実施 
＊「いじめ防止きずな宣言」シート 
＊道徳の授業の実施 
＊児童会による取組 
 
 
・仙台市いじめ実態把握調査 
・いじめ防止対策委員会 
・SST ５・6 年 

・児童の共通理解，対応策検討 
・特活部より提案（職員会議） 
 
 
・振り返り，反省記入 
・生命尊重，いじめの未然防止 
・いじめ防止ビデオの放映 
・いじめ防止ポスターの作成と掲示 
・「いじめ絆サミット」に向けての取組のまとめと発表 
・いじめの実態把握，早期発見・早期対応 
・情報共有，対応策検討 
・SC による授業 

12 ・仙台市いじめ実態把握調査の集計 
→SOS シート（集計・報告） 

・子供を語る会 
・いじめ防止対策委員会 
・今月の学級作り 
・「いじめ防止きずな宣言」シート 
・みんなを笑顔にするルール 
・第３回いじめ事案の報告 

・いじめの早期発見・早期対応 
 
・児童の共通理解，対応策検討 
・情報共有，対応策検討 
・特活部より提案（職員会議） 
・振り返り，反省記入 
・振り返り，自己チェック 
・いじめの実態把握 

1 ・子供を語る会 
・今月の学級作り 
・仙台市いじめ実態把握調査結果の 
追跡調査 

・いじめ防止対策委員会 

・児童の共通理解，対応策検討 
・特活部より提案（職員会議） 
・いじめの実態把握，早期発見・早期対応 
 
・情報共有，対応策検討 

2 ・いじめ SOS シート（集計なし） 
・子供を語る会 
・今月の学級作り 
・児童会の取組 

・いじめの早期発見・早期対応 
・児童の共通理解，対応策検討 
・特活部より提案（職員会議） 
・「ほめ言葉のシャワー」の振り返りをしよう 

3 ・いじめ SOS シート（集計・報告） 
・子供を語る会 
・仙台市いじめ実態把握調査結果の 
追跡調査 

・いじめ防止対策委員会 
・今月の学級作り 
・「いじめ防止きずな宣言」シート 
・みんなを笑顔にするルール 
・第４回いじめ事案の報告 

・いじめの早期発見・早期対応 
・児童の共通理解，対応策検討 
・いじめの実態把握，早期発見・早期対応 
 
・情報共有，対応策検討 
・特活部より提案（職員会議） 
・振り返り，まとめの記入，担任のコメントを記入して返却 
・振り返り，自己チェック 
・いじめの実態把握 

 


