
いじめ、不登校などに関する本校の取組について 

                                草加市立花栗中学校 

 １ いじめ防止に関すること 

⑴ いじめに関しての研修の充実について 

①学校いじめ防止基本方針を平成３１年３月に更新し、学校ＨＰに掲載しました。 

②会議、校内研修、伝達において、いじめの定義等について確認をした。 

 ・４月３日（水）職員会議 

  生徒指導方針、いじめの定義について確認し、全教職員に周知した。 

 ・６月１３日（木）いじめ防止対策委員会  

校長、教頭、教務、教育相談主任、教育相談担当、生徒指導主任、養護教諭 

さわやか相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー参加 

 ①活動内容の確認 

 ②いじめの定義の確認 

 ③生活アンケートの情報共有 

  改めて、いじめの定義の変遷を含むいじめの定義について確認し、理解を深めた。 

・８月１９日（月）校内研修 全教職員参加 

県の研修会の講演「学校としていじめに取り組む」についての研修 

①いじめという語は、何を指しているのか 

②データを踏まえて考えられる効果的な対応 

③実際にいじめの減った事例 

いじめの定義について確認するとともに、いじめを許さない雰囲気、望まして人間関係づくり等いじ

めが起きない環境にしていくことが重要であることを共通理解することができた。 

◎生徒指導Ｉ’Ｓ(いじめ・自殺・暴力行為対応のハンドブック)を活用するなど生徒指導に関する校内研修

の充実を図る。（５月８日県校長研究協議会伝達） 

 ※生徒指導Ｉ’Ｓについて･･･埼玉県教育委員会がまとめたいじめ等の具体的な事例と対応のポイント、

対応の心構えや留意事項を掲載している。 
 

⑵  いじめ防止対策委員会の取組について 
 

①常設のいじめ防止対策委員会を設置し、定期的に会議を実施した。 

 ・４月よりいじめ防止対策委員会の準備を行い、会議の内容、構成メンバーの検討を行った。 

会議の内容 ア いじめの認知とその速やかな対応 

        イ いじめ防止の啓発に関すること 

        ウ いじめの早期発見に関すること 

校長、教頭、教務、教育相談主任、教育相談担当、生徒指導主任、養護教諭 

さわやか相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー参加 

 ・６月１３日（木）いじめ防止対策委員会 

  ア 活動内容の確認 

  イ いじめの定義の確認 

  ウ 生活アンケートの情報共有 

 ・７月１１日（木）いじめ防止対策委員会 

  ア スクールソーシャルワーカーの役割 外部機関との連携 

  イ 生活アンケートの情報共有 



 ・９月１９日（木）いじめ防止対策委員会 

  ア いじめの認知と速やかな対応について 

  イ 夏休み明け教育相談期間にでてきている内容についての検討 

  ウ 生活アンケートの情報共有 

 ・１０月２４日（木）いじめ防止対策委員会 

  ア いじめの定義、変遷の再確認 

  イ 不登校生徒の中で原因としていじめが理由となる生徒はいないかの確認 

 ・１１月２１日（木）いじめ防止対策委員会 

  ア 生徒指導部会より情報共有 

  イ 教育相談部会より情報共有 

 ・１２月１２日（木）いじめ防止対策委員会 

  ア 生徒指導部会より情報共有 

  イ 教育相談部会より情報共有 

  ウ 生活アンケートの情報共有 

  エ 不登校生徒の中で原因としていじめが理由となる生徒はいないかの確認 

 ・１月１６日（木）いじめ防止対策委員会 

  ア ２学期、いじめと認知したケースの報告、経過観察の報告 

  イ 学校いじめ防止基本方針についての検討（継続審議） 

 ・２月２０日（木）いじめ防止対策委員会 

  ア 学校いじめ防止基本方針についての検討 

  イ 生徒指導部会より情報共有 

  ウ 教育相談部会より情報共有 

 ・３月１９日（木）いじめ防止対策委員会 

  ア 生徒指導部会より情報共有 

  イ 教育相談部会より情報共有 

  ウ 生活アンケートの情報共有 

 これまでもいじめのことについて検討していたが、この会議により、より一層いじめに関する個別の検

討ができるようになり、生徒指導部会と教育相談部会との連携も強化された。 

◎いじめ防止対策委員会の内容をより一層充実させ、小さなことも見逃さないように一つ一つのケー

スを丁寧に検討する。 

⑶  生徒指導部会、教育相談部会の連携について 

①生徒指導部会は、主に生徒指導に関わること、教育相談部会は、主に不登校生徒に関わることを中心

に協議していたが、生徒指導部会、教育相談部会の内容をいじめ防止対策委員会で再検討することに

より、相互の連携の強化を図った。 

②生徒指導担当教員が教育相談部会に参加するようにし、それぞれの部会で出た内容について会議で話

し、情報共有をした。 

 上記２つの取組により、以前より密に連携をすることができるようになった。 

◎会議の場だけでなく、日頃から生徒指導担当と教育相談担当が密に連絡を取り合い、一体となって進

めていく。 

 

 



⑷  生徒への啓発と生徒の主体性を生かした取組について 

①年５回の生活アンケート実施等、日常的な教育活動においていじめ防止等の意識の向上を図っている。 

②生徒会がいじめに関わる花中宣言を決議した。 

 ・５月２９日（水）生徒総会 全校生徒 全教員参加 

  花中宣言「いつでも どこでも 自分の発信した言葉に責任を持ちます。」について全校生徒が議論

し、決議した。その後、花中宣言を基に各クラスで宣言文を作り、学校内に掲示した。その取組は、

学校便りでも紹介し、生徒の取組を支援している。花中宣言については、各生徒に浸透しており、こ

の宣言を意識して行動している。 

③非行防止教室において、いじめに関する生徒への啓発活動を行った。 

・１１月２９日（金）非行防止教室 全校生徒 全教員参加 

草加警察署少年係長、指導員による講演 

インターネット、ＳＮＳの使い方の注意事項などを学習した。言葉によって相手の受け止め方が違う

ことがあることから、生徒は自分の言葉の発信について配慮しなければいけないことを認識できた。 

◎生徒会が定めた花中宣言を生かし、生徒主体の取組をさらに充実させていく。 
 

 ２ 長期不登校への対応 

⑴  長期欠席生徒の把握と具体的な対応について 

①毎週１回、教育相談部会において、すべての生徒の見立てではなく、時間をかけて検討、対策を考える

生徒を明確にし、対応策について検討した。 

②校内研修において、長期不登校への対応に特化した研修を行った。 

 ・１２月１７日（火）校内研修 全教職員参加 

草加市不登校対策研修会の内容に基づき、教職員の共通理解を図った。 

  ア 長期欠席生徒の状況把握と対応について 

    草加市１・３・７サポートについて 

  イ 教育相談部会の進め方の見直しについて 

  ウ 家庭訪問について 

  エ 病気による欠席の対応や医療機関との連携について 

  オ 校内ケース会議の必要性と会議のあり方について 

    研修により、欠席が続いた場合、直接本人、保護者と会って生徒理解を深めていくことやケース

会議を開き、組織的に対応すること、病気による欠席であっても学校関係に理由があることを検討す

ることの重要性について共通理解をすることができた。 

◎月に１回、その月で欠席が７日以上となった生徒を含む検討が必要な生徒に対してケース会議を開き、

スクールソーシャルワーカー等外部の意見も参考にしながら適切な対応策を講じていく。 
 

⑵要検討の生徒の基準の明確化について  

① 要検討の生徒の基準を欠席が月に７日以上になった生徒とし、必ず教育相談部会にあげ、検討してい

る。校長の市教委の指導員への報告について、昨年度は、年間３０日以上の生徒が対象だったが、今年度

は、年間１５日以上の生徒を対象とし、毎月１回、その生徒の状況や学校としての対応策についても説明、

それに対し助言を受けている。上記２つの取組により、早い時期に教育相談部会で不登校の生徒の協議が

でき、対応策が考えられるようになっている。 

◎その他ケース会議で検討が必要な生徒については、緊急度が高いケースや対応で多くの視野での意見

が必要なケースなど基準を明確にして、教職員に周知し、共通理解のもと、組織的に対応していく。 

◎検討するケースを分けて検討し、１か月に１回は全ケースを検討できるようにするなど、検討の仕方を

工夫していく。 



⑶ 直接生徒に会い、想いを傾聴することについて 

①草加市１・３・７サポートを基に、原則欠席が連続３日以上になった場合、家庭訪問等を実施してい

る。 

②家庭訪問の手段だけでなく、放課後の時間に登校できる生徒については、その時間に本人と学校で直

接会ったり、教室には入れず、本校にあるさわやか相談室に登校してきた生徒に対しても直接、教員が会

い、生徒の状態を把握し、生徒の思いを傾聴するなど、その生徒の状態、家庭の様子を加味しながらその

生徒に応じた弾力的な対応をしている。 

 上記２つの取組により、生徒と会う時間が増え、生徒の内面を理解しながら、対応できるようになって

いる。 

◎その生徒、家庭の状況を勘案しながら様々な角度で生徒理解をしていく。そのためにも、生徒と直接

会うことを大切にし、また、学級担任だけでなく、他の教員や必要に応じて、さわやか相談員やスクー

ルカウンセラー等の家庭訪問を実施し、組織的な対応をする。 
 

⑷  病気を理由に欠席している生徒への対応について 
 

①病気が理由で休みがちの生徒に対しても、教育相談部会で取り上げ、背景に学校関係があることも想定

して検討している。 

②臨床心理士やスクールカウンセラーの意見を参考にしながら、医療機関について検討したり、保護者

に医療機関の情報を伝えたりして医療機関につないでいる。 

③毎朝、欠席している全生徒の家庭とやりとりをし、家庭での状況や欠席理由などを確認している。 

 上記３つの取組により、病気が理由であっても、背景に学校関係があるかもしれないという視点を今ま

で以上に意識してできるようになった。また、学校側から複数の医療機関や相談機関の情報を伝えるこ

とも増えている。 

◎家庭との連携も図り、本人、保護者の悩みに寄り添いながら、相談しやすい体制をつくっていく。 

◎スクールカウンセラーなど専門的な知識のある関係者との連携を強化し、医療機関に繋いだり、スク

ールカウンセラー等に本人が相談する機会を設けたり等様々なアプローチをしていく。 

◎その検討を教育相談部会、ケース会議で検討し、組織として対応策を明確にしていく。 
 

 

３ 日常的な生徒指導について 

⑴  生徒の長所や自発性の伸長を促す指導について 
 

①年度当初、生徒指導の方針として生徒理解に立つ生徒指導を掲げ、生徒理解につとめ、生徒のよさを見

つめ、励ます指導をすること等を確認している。 

②授業は、生徒の考え、想いを生かした主体的な活動のできる展開を実施している。 

③学校行事は、実行委員会を中心に教師の支援のもと、生徒が計画・運営を行い、達成感の味わえるも

のとなっている。 

④部活動は、上級生が下級生を教えながら、人間関係や礼儀、より高いものを目指し乗り越えていくこ

となどを学べるよう取り組んでいる。 

⑤学校生活において、生徒との会話や校舎内の掲示物、学級通信などで、生徒を認め、励ます指導を行い、

生徒の長所や自発性の伸長を促す指導をしている。 

 上記の取組により、生徒は授業、学校行事、部活動等学校生活において自発的、積極的に活動をしてい

る。 

◎学校経営方針に新たに示した「生徒理解を第一に、様々な機会でその生徒の成長を実感できる教育の実

践」を推進していく。 
 



⑵ やりとり張などを生かした生徒指導について 
 

①やりとり帳などの生徒の記述を、生徒理解を深めるための一つとして捉えている。 

②生徒理解はやりとり帳だけでなく、休み時間や昼休み等に、教室・廊下等の生徒の様子をよく見て、

コミュニケーションをとりながら深めている。 

 上記の活動を意識し、多くの教職員が休み時間などに学年のフロアーに滞在し、生徒とのコミュニケー

ションを積極的にとり、生徒理解に努めている。 

◎生徒の記述や様子から些細な変化を見逃さず、生徒理解をしていく。 
 

４ 生徒の「生きる力」を育む教育といじめの予防 

⑴ いじめに関する授業について 
 

① 各学年、道徳、特別活動において、いじめに関する授業を行っている。 

②外部指導者によるいじめについて考えさせる授業を行った。 

・６月１０日（月）外部指導者による授業 １年全生徒、１年教員 DVD でいじめの具体的な場面を見

て、どう行動すべきか考えさせた。また、いじめなど相談がある場合は、周りの人に相談したり、ア

プリ(STOPit)を使ったり等の相談方法について紹介した。 

 生徒は、いじめとは何か映像で理解し、いじめを見たとき傍観者ではいけないという意識が高まって

いた。 

◎生徒がいじめとは何かを具体的に理解できる内容を特別の教科道徳（道徳科）や学級活動などの授

業の中で充実させていく。 
 

⑵ 生命の大切さを自覚し、自己肯定感を高めることについて 
 

①体育祭や合唱祭などの学校行事等を通して、成功体験や達成感を感じている。 

 ・５月１８日（土）体育祭 全校生徒参加 

  体育祭実行委員を中心に、出発・準備、招集・誘導、放送など 

  運営を生徒の手で行っている。学年種目やリレーなど休み時間などで自主的に練習し、当日はす

べてが発表という意識で、全力で取り組み、学級、学年の絆を深めている。 

 ・１１月１日（金）合唱祭 全校生徒参加 

  合唱祭実行委員を中心に、朝、放課後など各クラスの練習を行い、当日も生徒の手で運営されて

いる。上級生のクラスと下級生のクラスが交流を持ち、お互いの演奏を聴き合い、感想を言い合

うなどを行い、先輩が後輩の見本となり、それが伝統となっている。 

  両方の行事とも、生徒はそれぞれの役割の中で喜びを感じ、お互いのよさや頑張りを認め合い、

自己肯定感を高めている。 

②避難訓練、引き渡し訓練を通して自分の命を守る意識を高めている。 

 ・学期に一回、避難訓練を行い、地震が起きたとき机の下に隠れる。 

  落ち着いて避難をする訓練をしている。 

 ・７月１３日（土）小中合同引き渡し訓練 

  大地震が起きたときの保護者への引き渡し訓練を行い、保護者とともに自宅まで避難をする訓練を

行った。 

 ２つの訓練により、自分の身は自分で守るという意識が高まり、保護者の意識も向上した。 

③命の大切さを考える学習を行った。 

・１１月１９日（火）命の大切さを考える学習① 

保健主事、養護教諭による講話 １年全生徒、１年教員参加 



生命誕生の素晴らしさについて 

 生徒は、パワーポイントの画像を見ながら、生命の誕生の素晴らしさを認識し、生まれてくる確

率は２億５千万分の１で、奇跡であり、感謝しなければいけないという感想を持つことができた。 

・１２月１１日（水）命の大切さを考える学習② 

妊婦疑似体験、人形を使った赤ちゃん抱っこ体験 

体験を通して、妊婦の大変さや赤ちゃんの命の大切さを学ぶことができた。 

 

④職場体験学習を行い、働くことの喜び、意義を学んだ。 

・１２月２日（月）～４日（水）職場体験学習 １年全生徒 

グループごとに様々な職場で３日間働く体験を行った。 

生徒たちは、働くことを通して、働くことのやりがいや喜びを感じ、更に意欲を持って学校生活

を送ろうという感想を持つことができた。 

◎自己肯定感については個人差もあるので、一人一人の実態を踏まえ、よさを認め、励ます指導を通して

自己肯定感を高めていく。 
 

５ 道徳教育 

⑴  道徳教育の充実について 

①校内研修において、道徳の研修を行った。 

・９月２日（月） 校内研修 全教職員参加 

夏季に行われた県の研修の内容 

  ①児童生徒の学習評価及び指導要録の改善 

  ②道徳教育及び道徳科に求められる評価 

  ③確かな道徳教育の推進 

  道徳教育の重要性を再認識し、いじめ予防を含めて取り組む必要性を感じることができた。 

②道徳の授業研究会を行い、研究授業、研究協議会を実施した。 

 ・１０月２０日（水）授業研究会 ３年１組の生徒 全教職員参加 

研究授業では、友情や信頼に関わる内容、望ましい人間関係を考えさせる授業を展開した。 

研究協議会では、市教委の指導主事の指導を仰ぎながら、生徒が自発的に考えていく授業のあり方に

ついて研究を深めることができた。 

 ・２月１３日（木）授業研究会 ２年３組の生徒 全教職員参加 

  研究授業では、遵法精神について考えさせる内容だが、その中に相手を思いやる心が関わっていること

にも気づかせるものだった。 

  研究協議会では、開智国際大学土井准教授のご指導をいただきながら、生徒が自発的、多面的に考えて

いける指導方法について研究を深めることができた。 

◎道徳教育及び道徳科の授業において、他人との関わりや命の尊さを考えさせる授業を重視し、いじ

めの予防を含めた教育活動を推進していく。 

６ 教員の多忙と働き方改革 

⑴  校務分掌を見直し、組織を改善することについて 

①限られた会議の時間を有効に生かし、１回１回の各会議の内容の充実を推進していく。 

②部活動の外部指導者を増員し、教員の負担軽減を図っている。 

◎校務分掌組織図を見直し、わかりやすく精選した組織にしていく。 
 



 


