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⇒

「いじめ」とは？

青翔中いじめ防止基本方針や対応
マニュアルを掲載しています

（校長

鏡

武志）

SEISHO PRIDE（目指す生徒像）に「いじめの根絶」を掲げ，年２回の「いじめアンケート」とその追跡調査
により，いじめの早期発見・解決，そして未然防止の取組を進めています。９日（水）に実施したアンケート
の結果を報告します。
項

目

人数

①４月からこれまでの間で、嫌な思いをしたことがある

20

②４月からこれまでの間で、友人が嫌な思いをしているのを見たり、
聞いたりしたことがある
③いじめはどんな理由があっても許されない
⇒思わない・よくわからない

「いじめ」という言葉が意味するところが，ここ数
年で大きく変わりました。世間一般はともかく，学校
においては，人間関係に起因するストレスで，
「嫌な
思い」をした行為はまずは「いじめ」と捉えるように
なりました。
つまり，
「いじめ」という言葉の守備範囲はとても
広く，軽微なものから心身や財産に被害を及ぶよう
な重大なものまで，すべてが「いじめ」となる可能性
があります。被害の
程度の大小で「いじ
め」か否かを判断す
る見方には立って
いないということ
です。
（右図参照）
なぜ「いじめ」を，このようなグラデーションで捉
えるようになったのか。
対人関係で問題が生じたとき，
➊関係生徒から事情を聞き事実確認を行い，
➋それぞれの過ちや考えの至らなさに気付かせ，
➌必要に応じて保護者に報告や相談をする，
という一連の指導を行います。このとき，積極的に
東京２０２０オリンピック

〇回答生徒数 712 名
〇嫌なことの主な内容（複数回答）
・冷やかしやからかい，悪口 ９
・仲 間 は ず れ や 無 視 ８
・ぶつかる，たたく
４
・ネット上の悪口や仲間はずれ ２
〇今も嫌な思いをしている 12
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「いじめ」と認知することで，苦しんでいる生徒が支
援の対象からこぼれ落ちることの無いようすること
ができると考えるからです。
「いじめ」に対する指導もケースバイケース。少し
前までは「毅然とした指導」と言われていましたが，
現在は全てが厳しい指導を要するとは限らず，
「いじ
め」という言葉を使わないこともあり得ます。
□

■

□

「いじめ」を題材にした重松清さんの小説『青い
鳥』に，次のような一説があります。
ひとを嫌うから「いじめ」になるんじゃない。
人数がたくさんいるから「いじめ」になるんじゃない。
ひとを苦しめようと思ったり，苦しめていること
に気づかず，苦しくて叫んでいる声を聞こうとしな
いのが「いじめ」なんだ
気持ちは見ることができず，時や場所によって
様々に形を変えるとてもわかりにくいものです。だ
からこそわかろうとすることを意識する必要があり
ます。この構えが「思いやり」で，
「いじめ」撲滅の
一番の特効薬となります。
学校に関わるすべての人が重松さんの言葉をしっ
かり胸に留めておく必要があります。

選手

夏季大会で日本人最年少となるオリンピアンが，青翔中学校から誕生することが確実になりました。たゆま
ぬ努力で偉業を成し遂げた〇〇〇〇さん。さらなる高みを目指し，夢の大舞台で躍動する姿に大きなエールを
送ります。

東胆振中学校体育大会結果
（６月５日（土）～１９日（土）
）

胆振中体連大会結果
（６月２６日（土）～６月２７日（日））

■サッカー部：優勝（胆振大会へ）

■剣道部：男子個人戦

■野球部：優勝（胆振大会へ）

〇〇〇〇

準優勝（全道大会へ）

■男子バスケットボール部：一回戦敗退

〇〇〇〇

ベスト 16

■女子バスケットボール部：３位（胆振大会へ）

男子団体戦

■女子バレーボール部：優勝（胆振大会へ）
■男子卓球部：団体戦

準優勝

（〇〇・〇〇・〇〇・〇〇・〇〇・〇〇・〇〇）
■男子バレーボール部：優勝（全道大会へ）

〇〇〇〇 ベスト 16
（胆振大会へ）

■女子バレーボール部：３位

〇〇〇〇 ベスト 16
（胆振大会へ）

■陸上部：女子２年１００ｍ

個人戦

準優勝（胆振大会へ）

〇〇〇〇 ベスト 16
（胆振大会へ）

女子４×１００ｍＲ

桃野勇希 ベスト 16
（胆振大会へ）
■女子卓球部：団体戦
個人戦

準優勝（胆振大会へ）

〇〇〇〇

７月
1(木)

〇〇〇〇 ベスト 16
（胆振大会へ）

第５位

第４位

行事予定

認知症サポーター講座（３年生）
※日本スポーツ振興センター掛金納入

〇〇〇〇 ベスト 16
（胆振大会へ）

3(土)

バドミントン胆振大会

〇〇〇〇 ベスト 16
（胆振大会へ）

5(月)

いじめ問題子どもサミット（オンライン）

7(水)

薬物乱用防止教室（２年生）

■男子ソフトテニス部：

※諸費

団体戦

優勝（胆振大会へ）

個人戦

〇〇・〇〇ペア

３位（胆振大会へ）

〇〇・〇〇ペア

４位（胆振大会へ）

〇〇・〇〇ペア

14 位（胆振大会へ）

■女子ソフトテニス部：

8(木)

体育大会（３年生）
職員会議

9(金)

校内研修

常任委員会
中央高校体験入学

10(土) 駒澤オープンスクール

団体戦

一回戦敗退

個人戦

〇〇・〇〇ペア

９位（胆振大会へ）

〇〇・〇〇ペア

14 位（胆振大会へ）

■バドミントン部：個人戦シングルス

11(日) 野球～黒獅子杯（白老）
12(月) 諸会議
苫小牧市学校給食会定例理事会
13(火) 防犯教室（１年生）

男子

〇〇〇〇

3 位（胆振大会へ）

14(水) 内科検診（3-4～3-7）

女子

〇〇〇〇

ベスト 8（胆振大会へ）

15(木) 修学旅行保護者説明会
16(金) 全協
19(月) 校内美化活動（～21 日）

■陸上部：
１年男子１００ｍ

第５位

１４秒５０

※諸費

〇〇〇〇 ２・３年男子１００ｍ

第３位

１２秒３５

苫小牧東高校学校説明会（生徒）

〇〇〇〇 ２・３年男子１００ｍ

第４位

１２秒３８

〇〇〇〇 男子２００ｍ

第２位

２５秒７５

〇〇〇〇 男子走幅跳

第２位

５ｍ１３

〇〇〇〇 女子１００ｍ

第６位

１４秒１８

〇〇〇〇 女子２００ｍ

第５位

２９秒８４

〇〇〇〇 女子２００ｍ

第７位

３２秒４６

〇〇〇〇 女子８００ｍ

第８位

３分０６秒８２

〇〇〇〇

女子４×１００ｍＲ（〇〇・〇〇・〇〇・〇〇）
第３位

20(火) 東胆振ＩＨ後援会連合会
苫小牧東高校学校説明会（保護者）
21(水) １学期終業式
22(木) 海の日

夏期休業開始（～8/17）

23(金) 水泳全道大会（23～25 日）
スポーツの日
27(火) ※諸費（引落）
30(金) 全道卓球苫小牧大会（～8/1）
31(土) 日胆地区吹奏楽コンクール

５８秒７６

生徒玄関改修工事中（夏休み期間終了まで）
生徒数増加による下駄箱数の確保のための工事により、
現在出入口が半分となっています。混雑もしますが、生徒
はマナーよく落ち着いて利用しており感心しています。

交通安全教室（6/8 １年生）
感染対策を施しながら、ドラ
イビングスクールの講師をお招
きするなど、外部の方による教
育活動も再開しつつあります。

