
十島村立口之島小中学校いじめ防止基本方針
十島村立口之島小中学校

学校教育目標

自ら学ぶ意欲と実践力を備え，心豊かにたくましく生

きる口之島っ子を育成する。

家庭・地域との連携 【校内いじめ対策委員会】 関係機関等との連携
○保護者会 ・ いじめの発見のための調査，いじめ事案への対応や指導 ○村教育委員会

○子ども会 方針等の協議，関係機関との連携，いじめ防止の全体計画 ○児童相談所

○自治会 の策定を行い，学校全体で総合的な対策を行うために組織 ○口之島診療所
○青年団 が有効に機能するために設置する。 ○警察

○老人会 ・内 容 ○村の福祉係

○婦人会 年間を通した取組計画と実施及び検証，いじめ相談通報 ○県教育委員会
○生き生き教室 の窓口

○口之島読書ｸﾞﾙｰﾌﾟ ・組織構成

○口之島ふるさとつ 「校長，教頭，生徒指導係，学担，養護教諭，その他必
くり委員会 要に応じて地域の関係者(自治会長､ PTA 役員､民生委員等)」

○口之島学校応援団

教育活動の重点 【いじめの防止】 いじめを許さぬ気風と指導体制の確立 生徒指導体制
・児童生徒の豊か 児童生徒の取組 教職員の取組 保護者の取組 ・生徒指導委員

な情操と道徳心 ・いじめを憎む心の育成 ・生徒指導の充実 ・基本的生活習慣の確立 会の実施

を養い，心豊か ・自他の命を尊ぶ心の育成 ・教師間の連携強化 ・PTA 学校参観への積極的参加 ・情報交換と共
な人間性溢れる ・他人の痛みを分かる心の育成 ・危機管理意識の浸透 ・学校行事への積極的な参加 通理解による

関係を構築する ・違いを認め合う心の育成 ・教育相談体制の確立 ・生活の記録や日記帳等での連携 複数職員の指

能力を培う。 ・良心に恥じない心の育成 ・いじめ認識の深化 ・保護者同士の信頼関係構築 導体制確立
・正義を愛する心の育成 ・人権感覚の錬磨 ・学校応援団や

ﾈｯﾄﾊﾟﾄﾛｰﾙの

活用
・啓発資料の活

児童生徒の主体的 【いじめの早期発見】 教職員と子どもたちとの信頼関係構築 用

な活動 児童生徒の取組 教職員の取組 保護者の取組
・朝の体力づくり ・言語環境の充実 ・情報収集(いじめ実態 ・家庭生活における 相談体制

・朝の係活動 ・児童生徒会係活動の ｱﾝｹｰﾄ調査の実施) 生活習慣の確立 ・定期教育相

・総合的な時間の 充実 ・情報共有と記録 ・家庭生活の変化の 談の実施
体験的な活動 ・口之島っ子を目指し ・家庭との情報交換 把握 ・随時相談体

・児童生徒会話し ての徹底 ・学校情報発信(学校便 ・学校との連携 制の確立

合い活動 ・生活習慣チェック表 り，学級通信） ・保健室相談
・児童生徒会各委 の活用 ・個別面談 ・電話相談

員会発表活動 ・保護者会の活用 ・SCとの連携
・花いっぱい運動
との連携活動 職員研修の重点

・地域との交流活 ・いじめに対す

動 【いじめに対する措置】 いじめられている子どもの苦痛を取り除 る理解と対応
・部活動 くことを最優先にした迅速な指導，問題解 策についての

・社会教育学級 決に向けての学校全体対での組織的な対応 共通理解

・資源ﾘｻｲｸﾙ活動 児童生徒の取組 教職員の取組 保護者の取組 ・いじめ対策必
・いじめ防止強調 ・学校全体の問題として,傍観者から仲裁 ・事実関係把握 ・細やかな情報伝達 携等の啓発資

月間におけるポ 者への転換を促す。 ・いじめを受けた子ど と事実関係の把握 料の活用

スター，標語製 ・いじめは絶対に許さないという意識の確 もの安全確保 ・学校の指導方針を ・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾏｲﾝ
作 立を図る。 ・加害児童生徒の観察 伝え，関係機関と ﾄﾞについて

・口之島追い込み ・いじめを訴えることが大切で勇気ある行 指導 も連携を図り，共 ・ﾈｯﾄいじめや

漁体験 動だと理解する｡ ・関係機関との連携 感的な取組の推進 携帯ﾄﾗﾌﾞﾙに
・ふれあい農園で ・関係保護者との連携 ・地域人材等を活用 ついて

の農業体験 した見守り支援 ・挨拶の徹底



【口之島小中学校 いじめ防止年間計画】

月 月目標 計画及び評価 実態把握等 各教科・道徳･特別活動等 情報ﾓﾗﾙ関連 教育相談 職員研修 進捗状況

４ みんな 年間及び１学期の活動計画の検討 (学校)いじめｱﾝｹｰﾄ ｢いじめ問題を考える週 各教科における指導計画の 家庭訪問 生徒指導事例研修

と仲良 取組評価アンケートの作成 小中合同部会(児童生徒の共通 間｣の実施 確認 学校基本方針の確認

く過ご 生徒指導委員会 理解) 携帯･ﾈｯﾄ利用実態調査 いじめ防止についての基
そう PTA 総会･学級 PTA 本方針共通理解

５ 対応組 実態に基づいた対応策の検討 ｢学校楽ｼｨｰﾄ｣の活用 道徳（共通主題「生命尊重」） (生徒向け）全体指導 個別面談 具体的な対応の在り方
織の確 生徒指導委員会 小中合同部会 生徒指導事例研修

立 生活ﾁｪｯｸ表の活用

６ ﾈｯﾄいじめ 生徒指導委員会 小中合同部会 学級活動(気持ちのよい挨 （保護者向け）啓発研修会 個別相談 家庭との連携の在り方
について理解 拶)

しよう 道徳(集団の中の自分)

集団宿泊学習

７ 関係機関との 取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施 小中合同部会 道徳（共通主題「思いやり」） 携帯･ﾈｯﾄ利用実態調査 SC 相 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾏｲﾝ

連携 生徒指導委員会 技術･家庭(情報ﾓﾗﾙ) 談 ﾄﾞについて
道徳(心の信号機)

８ 教職員 取組評価ｱﾝｹｰﾄ集計，取組の検証 三者面談 取組評価結果から

の資質 ２学期の活動計画の検討

向上

９ 人間関 実態に基づいた対応策の検討 （県）いじめｱﾝｹｰﾄ ｢いじめ問題を考える週 携帯･ﾈｯﾄ利用実態調査 個別面談

係づく 生徒指導委員会 ｢学校楽ｼｨｰﾄ｣の活用 間｣の実施

り 生活ﾁｪｯｸ表の活用 学活(標語･ﾎﾟｽﾀｰ作

製)
１０ 学校行事を盛 生徒指導委員会 小中合同部会 道徳（共通主題「集団生活の向上」） 具体的な対応の在り方

り上げよう 道徳(男女仲良く)

社会(人権と日本国憲法)
国語(お手紙)

１１ 人権について 生徒指導委員会 小中合同部会 学活(人権について) 個別相談 人権同和教育
考えよう

１２ SC との連 取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施，集計， (県)いじめｱﾝｹｰﾄ 道徳（共通主題「友情・信頼」） 取組評価結果から

携を図ろう 取組の検証 PTA全体会 生活科(みんないっしょに)
学校関係者評価委員会 学級 PTA

小中合同部会

１ 口之島っ子の 生徒指導委員会 (学校)いじめｱﾝｹｰﾄ 社会(情報化した社会とわた 三者面談 具体的な対応の在り方

1日を守ろう 生活ﾁｪｯｸ表の活用 したち)

小中合同部会 国語(ゆるやかにつながるｲ
ﾝﾀｰﾈｯﾄ)

２ 人間関係育成 取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施，集計， 小中合同部会 道徳（共通主題「自他の尊重」） 個別面談

能力の向上 生徒指導委員会 学活(自分の特色)

３ 1年間の締め 生徒指導委員会 小中合同部会 卒業を祝う会 個別面談

くくりをしよ 取組の検証

う 次年度活動計画案作成


