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刊 行 に よ せ て 

 

 

昨今、いじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が相次いで発生しており、

極めて遺憾なことであります。児童生徒が自らの命を絶つということは、理由の如何を問わずあっ

てはならず、大変深刻なこととして受け止めています。 

「いじめはどの学校でも、どの子にも起こりうる」ことを教育に携わる者すべてが改めて認識し、

いじめの早期発見・早期対応に努めることが、今、求められています。特に、いじめられている児

童生徒を徹底して守るとともに、いじめている児童生徒や周りの児童生徒に対し「いじめは絶対に

許されない」という観点からの指導を行うことが必要です。 

教育現場でのいじめ対策に資するために、各教育委員会や学校における特色ある実践事例につい

て情報交換し、子どものケアの在り方や指導のポイント等を共有することが重要と考えます。そこ

で、今回、各教育委員会や学校のご協力をいただき、いじめ対策に係る先進的な事例を収録した本

事例集を刊行することといたしました。皆様の多大なるご協力に心から感謝申し上げます。 

既に各学校において、いじめ対策に向けた様々な取組が実践されていると承知していますが、現

に今もいじめに苦しんでいる子どもたちのために、また悲惨な事件を二度と繰り返さないためにも、

本事例集を効果的に活用され、各学校における対策のいっそうの充実に取り組んでいただきますよ

う、宜しくお願い申し上げます。 

 

平成１９年２月 文部科学省初等中等教育局長   銭 谷 眞 美 

 

 

昨年１０月以降、いじめ問題が新聞報道等により警鐘を鳴らされ、学校や教育委員会

の意識やその取組の在り方が厳しく問われたことは周知の事実です。この間、各学校、

教育委員会においては、それらの指摘を真摯に受け止め、いじめ問題に対して真剣な取

組が進められてきました。本事例集は、いじめ問題に正面から向き合い、その解決や未

然防止に全力で取り組んでいる教育現場の実践の記録と言えるものです。 

 本事例集の作成に当たっては、各地域の学校、教育委員会から様々な実践例をお寄せ

いただき、それらをもとに文部科学省初等中等教育局児童生徒課と国立教育政策研究所

生徒指導研究センターが協同して編集いたしました。ここで取り上げた事例からも、各

教育現場において真摯な取組が日々進められていることをご理解いただけると思いま

す。 

 こうした貴重な取組を共有し、いじめ問題の根絶を目指して、学校全体が家庭・地域・

関係機関等と連携、協同していくことが、今まさに求められています。本事例集が、そ

うした取組を一歩でも二歩でも、前進させる役割を果たすことを切望しております。最

後になりましたが、お忙しい中、それぞれの地域における貴重な実践例をお寄せいただ

いた各学校、教育委員会の関係各位に心から敬意を表しますとともに、厚く御礼を申し

上げます。 

 

平成１９年２月 国立教育政策研究所生徒指導研究センター長  惣 脇  宏 
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Ⅰ いじめの早期発見・早期対応を図るための日常的な取組
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１．取組の内容 

 

（１）取組のねらい 

   いじめはどの学級、どの学校でも起こり得るということを、すべての教師が共通に認識し、いじ

め問題に対して学校として組織的な対応ができるようにする。 

 
（２）取組を始めたきっかけ（担任の抱え込みにより深刻化した問題） 

   Ａ小学校では、１学期にＢ男に対して、男子５名によるいじめが起きた。言葉によるからかいか

ら始まり、ノートへの落書きや靴隠し、金品巻き上げと次第にエスカレートしていった。 
   Ｂ男の保護者から、Ｃ担任に電話でいじめの訴えがあった。その時、Ｃ担任はこのいじめの事実

をつかんでいなかった。そばで電話のやり取りを聞いていた５年のＤ学年主任は、電話が終わった 

Ｃ担任に「何かあったのか」と尋ねた。しかし、Ｃ担任は学級経営に自信を持っており、「Ｂ男の

保護者から苦情を言われてしまった」というだけで、詳しい内容は話さなかった。 
   Ｃ担任は翌日、Ｂ男からいじめの事実を聴き取った。その後、いじめに関係した５人の児童を指

導して、いじめは一時的に解消したかのように見えた。 
   ２学期になってＢ男は学校を欠席がちとなった。そして、Ｂ男の保護者から「いじめはまだ続い

ているので、登校できない。Ｃ先生の指導の仕方に問題がある」と激しい言葉で校長に訴えてきた。

それ以後、保護者はＣ担任との面会を拒んだため、Ｃ担任は対応に苦慮していた。 
   ２学期の末になっても状況が改善されないので、Ａ校長は校内の研修会で生活指導の事例研究を

行うことを運営委員会に指示した。Ｃ担任を校長室に呼び、Ｂ男の指導に対する労をねぎらい、校

長としても、もっと早くから一緒にかかわっていくべきであったと反省していると率直に話した。

そして、思い切ってＢ男の事を校内研修会の事例研究で取り上げ、他の教師からいろいろ意見を聞

いてみてはどうかと勧めた。 
   事例研究会の席上、Ｃ担任はこれまでの指導経過を率直に報告した。協議の中で、Ｅ教諭は「学

校だけではいじめは発見できない。もっと家庭や地域と連携する方法はないのか」、Ｇ教諭は「私

たちは学級の問題を隠そうとしていなかっただろうか。もっと協力し合って解決していくにはどう

したらよいのか」等、教師の本音が次々と出てきた。 
 

（３）取組の内容 

   校長は、今までとは違う教師たちの熱意を感じ、この高まりを大切にするとともに、いじめ予防

や再発防止に向けて、いじめ問題にかかわる事例研究会を定例化し、生活指導主任や学年主任から

なる「いじめ問題対策委員会」を随時校内に設置したり、複数の教師で子どもを見るために交換授

業や合同授業を推進するなど指導体制の整備に努めた。 

【１】いじめ問題への組織的な取組の充実 

（１）いじめの予防や再発防止に向けた指導体制の構築（小学校） 

    ・事例研究会の定例化 ・いじめ問題対策委員会の設置 
・担任だけに抱え込ませず多面的な児童理解に努める Point 
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２．取組の実績、取組の実施による効果 

 

（１）いじめ問題にかかわる事例研究の定例化 

   校長は、いじめ問題の事例を学校の教師全体で話し合い、率直な意見交換をし、対策を協議する

ことは、実際のいじめ事象があったときに学校を挙げて即座に対応するのに効果的であると考えた。 

   そこで、いじめ問題にかかわる事例研究を定例化して、生活指導部が会の運営を企画することに

した。また、C担任は自分の学級の問題を取り上げたが、学年団から交代で問題を提起したり、場

合によっては、過去に新聞報道されたような深刻ないじめ事象をも取り上げたりするなど、内容を

工夫するように指示をした。 

（２）いじめ問題対策委員会の設置 

   校長は、全教職員に自分の学級の問題か否かにかかわりなく、いじめが起きたと分かれば誰から

でも生活指導主任と担任に報告することを指示し、その後直ちに校長・教頭、生活指導主任、養護

教諭と関係する学年主任及び担任で「いじめ問題対策委員会」を組織し、対策を協議するよう指導

体制を整備した。また、保護者や地域の人々の協力が必要な場合には、ＰＴＡの役員や地域の代表

を加えることとした。 

（３）複数の教師で子どもを見る指導体制の構築(交換授業、合同授業の実施) 

   一人の児童を複数の教師で見て多面的に情報を収集するとともに、児童の人間関係を客観的に把

握しなければならない。そこで、学年団(１・２年、３・４年、５・６年)の教員で、音楽や体育等

の授業の交換授業や特別活動等の合同授業を採り入れた。そして、学年団の会議では、交換授業や

合同授業における児童全体についての状況を必ず話題にするようにして、いじめの問題の解消に資

するようにした。 

 

３．取組についての評価等 

 

（１）現状の指導体制の問題点について整理し、改善につなげた。 

いじめが再び起きないために教師間で互いに情報を提供し合う体制ができていたか、校長・教頭

に情報が伝わりやすい体制になっていたかなど、現状の指導体制の問題点を整理し、全教職員に情

報が的確に伝わり、具体的な対応策を講ずることのできる指導体制を構築した。 

（２）教師の意識の改革が図られた。 

「自分の学級で起きたいじめは自分一人で解決する」とか「自分の学級だけはいじめを起こさな

い」という教師の意識は、適切な対応策を見誤る可能性があり、教師相互の信頼関係を失いかねな

い。このことを教師一人ひとりが認識し、学校のすべての教師がすべての子どものいじめ問題にか

かわっていくという意識を持つように啓発した。 

（３）一人ひとりの子どもや保護者に対して組織を生かした丁寧な対応が実現した。 

一人ひとりの子どもや保護者に対して組織を生かした丁寧な対応をし、いじめ問題の解決によっ

て学校への信頼がより一層高まるように取り組んだ。 
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１．取組の内容 

（１）取組のねらい、目的、きっかけ 

  本校は定時制独立校ということもあって、いじめを原因とした不登校の経験者が数多く在籍していること

もあり、日頃よりいじめ防止対策を講じてきた。今年度になって、いじめ関連の相談が教育相談部に相次ぐ

とともに、全国的にもいじめが問題となったため、改めて本校におけるいじめ対応の体制を見直した。 

 

（２）取組の内容 

  年４回開かれている教育相談関係専門の職員会議（今年度はスクールカウンセラーも臨席）においていじ

め問題への対応について取り上げ、以下の共通理解を行い、連携して組織的に対処するようにした。 

  さらに、この共通理解の趣旨と教員の決意を生徒たちに日頃から HR 等を通じて生徒たちに伝えるととも

に、１０月には緊急にいじめ防止集会を開いた。校長は、いじめ等に対する学校としての全体的な方針を生

徒に伝え、教育相談主任は、実際にいじめ対応をしている立場から具体例を挙げ、いじめ被害者を全面的に

守るという姿勢を伝えた。年次主任は「いじめを絶対許さない」「いじめをしてはならない」ということを訴

えた。生徒たちも熱心に顔を上げて話を聞いており、教育相談主任は、その直後複数の生徒の話から、集会

によって生徒たちが「先生たちがいじめから自分たちを守ってくれる」と感想を持ったことを聞いた。 

 

[いじめ対応の共通理解] 

 １ いかなる場合でも、いじめ被害者の生徒を全面的に守る。 

 ２ いじめ被害生徒がなんらかの問題（生徒指導上、あるいは精神的問題）を抱えている場合でも、被害生徒の訴えに耳を

傾け誠実に対応する。 

      例 被害生徒が借りたものを返さないところからいじめが始まったケース 

     →それでも被害生徒を守る。借り物の返却はいじめ対応とは別の指導で行う。 

 ３ 被害生徒のいじめの訴えが被害妄想的であっても、被害生徒の訴えをまず誠実に聴き対応することで、被害生徒本人や

家族とのトラブルを避けられる。 

 ４ その他、被害生徒がいじめにつながりやすい要因（弱点）を持っていることがあるが、それを理由にいじめ指導を躊躇

することがあってはならない。 

 ５ 加害生徒からの仕返しや報復を恐れて教員に相談しない場合が多いので、被害生徒を仕返しや報復から絶対守りぬくと

いうことを教員集団として決意し、日頃から生徒たちに伝えておく。 

 ６ 実際のいじめの相談やいじめ指導において、徹底して被害生徒への仕返しや報復から守り抜く。 

 ７ 被害生徒を安心させるため、教員の連絡先を伝え、いつでもどこでも仕返しや報復から守り抜く決意を伝える。 

 ８ 加害生徒への指導は、仕返しまで予測して注意し、教員側が断固として被害生徒を守り抜く決意を加害側にも示す。 
９ 加害生徒もなんらかの心理的問題を抱えていることがあるので、毅然とした指導をしたあと、教員の役割分担の中で言

い分も聞き、フォローしていく。 

【１】いじめ問題への組織的な取組の充実 

（２）いじめ対応の共通理解と指導体制の確立（高等学校） 

    ・いじめ対応体制の見直し ・いじめ防止集会 

 ・被害生徒をまず徹底して守りぬく対応の実践 
Point 
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10 被害生徒が、事態の悪化や報復を恐れ加害生徒への直接の指導をいやがる場合、他の方法を考え、速やかに実行する。 

    （他の方法の例） 

     ①偶然、現場に教員が通りかかったフリをし、指導することで、被害者が告げ口したと言われる事態を防止できる。 

     ②教育相談係等がなんらかの形で加害生徒と話すきっかけを持ち、いじめをしてしまう状況を改善していく。 

11 いじめ問題は１人の教員だけで対応できないので、必ず関係主任（年次、生指、教育相談、保健等の主任）と連携し、

管理職にも報告し、組織的に対応する。被害生徒とその家族は、学校の組織的対応を知るだけである程度安心する。 

 

（３）取組の主体や実施体制 

  次の順序でいじめ対応を行うことを確認した（図参照）。 

  ① 被害生徒からの相談ないしいじめ現場を発見した場合、教育相談主任に連絡をする。 

   ② 以後、教育相談主任が連携の中心となって、担任等の関係職員に連絡するとともに、管理職に報告し、

被害生徒への対応を始める。 

   ③ 相談を受けた教員を中心に、被害生徒に許可をとりながらいじめの実態を掌握する。 

  ④ 担任から被害生徒の家庭への連絡を行う。 

  ⑤ 被害生徒に許可を得ながら、加害生徒への指導を速やかに開始する。 

  ⑥ スクールカウンセラーから助言を得るととともに、被害生徒、加害生徒及び保護者へのカウンセリン

グを行う。 

  ⑦ 必要に応じて相談ボランティアスタッフ（＊）により、被害生徒・加害生徒への対応を行う。 
 ＊ 不登校等の問題を抱えた生徒の受け皿校的な役割を果たす定時制独立高校である本校においては、相談やカウンセリング

へのニーズが極めて高く、SC のみではそのニーズに応えきれない。そこで、県内の臨床心理学系大学院に依頼してボラン

ティアスタッフという形で大学院生を派遣してもらい、本校において生徒に対する相談やカウンセリング活動を行ってもら

っている。現在１１名の相談ボランティアスタッフがいて、毎週火曜日と水曜日、昼間制と夜間制の合間の時間（16:00～
18:00）に教育相談室や保健室を中心に活動をしている。お兄さん、お姉さん的な存在として生徒たちも話や相談をしやす

く、いじめ被害生徒、加害生徒の心のケアにも活躍している。臨床心理士やスクールカウンセラーを目指している大学院生

にとっても、現実の高校生との対応を学ぶ貴重な機会となっているようである。 
（校内のいじめ対応組織図）      

２．取組の実績、取組の実施による効果 

今年度は６件のいじめが疑わしい事件が本校で 
起きている。担任の先生を中心にして、いじめ被 
害者やいじめを訴える生徒の立場に立った対応を 
しているため、そのうち２件は解決、３件は現在 
進行形であるが改善へ向かっている。 

 

３．取組についての評価等 

今年度は５件が解決ないし改善へ向かっている 
ので、有効と考える。保護者等とのトラブルも特 
に起きていない。いじめ被害を訴える生徒が生徒 
指導上の問題や精神的な問題を持っていることが多く、そのことから、いじめ対応が後手に回ることがある

が、本校のようにまずはいじめから生徒を守ることを徹底するやり方によって、生徒・保護者ともに納得す

ると考える。被害生徒本人の問題は、問題が終結してから別の指導において対応するようにした方がいい。 

 

教育相談主任（係）相談を受けた教職員
発見した教職員

副校長
教頭

校長

スクールカウンセラー

学級担任
年次主任
生徒指導主任
関係教員

被害生徒保護者いじめ被害生徒
いじめ現場

相談ボランティアスタッフ いじめ加害生徒

教育相談主任（係）相談を受けた教職員
発見した教職員

副校長
教頭

校長

スクールカウンセラー

学級担任
年次主任
生徒指導主任
関係教員

被害生徒保護者いじめ被害生徒
いじめ現場

相談ボランティアスタッフ いじめ加害生徒
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１．取組の内容 

（１）取組のねらい 

   いじめが原因で児童生徒が自ら命を絶つというような事件を繰り返さないために、学校

教育に携わるすべての関係者一人一人が、いじめ問題の重要性を認識し家庭や地域と連携

して真摯に取り組まなければならない。また、どこの学校でも起こりうるという認識を強

く持っていじめ問題に対処する必要がある。 
（２）取組を始めたきっかけ 

   教育界に対する関心が一段と高まっているこの機会を逆転の発想でとらえ、保護者が安

心して子どもたちを学校へ送り出せる学校づくりに努め、学校が信頼を得るチャンスとす

る。そのため教職員の力量向上を図り、報告・連絡・相談体制の再構築を図るとともに、

子どもの理解に全校一丸となり一層組織的に対応する体制をつくる。 
（３）取組の内容 

  「いじめ総点検」の市内全小中学校での実施（10、11月）  

 ※総点検の実施にあたり、全校児童生徒対象のアンケート実施が前提 
  （アンケートは、定期的なもの、緊急のもの等を含め、各校独自の形式） 
①「一日観察日」の実施 

   教職員の出張がない日を選び、全職員が児童生徒の登校時から下校時まで、授業中も放課中も児

童生徒の近くに寄り添い、その様子をじっくりと観察する。 
 ② 校内のいじめの実態についての洗い出し 

   アンケートや一日観察日の結果をもとに、児童生徒に関するいじめの実態について以下のような

分類で洗い出しを行うとともに、個々について教育相談を実施する。 
   ア 既に解消しているが、過去にいじめられた経験のある児童生徒 

イ いじめに関して継続観察中の児童生徒 
   ウ 新たに配慮が必要な児童生徒 
 ③ いじめ事件の検証及び自校のいじめ対策の見直し 

   ア ３つの自殺事件、(a)北海道滝川市小学校６年女子の件、(b)福岡県筑前町中学校２年男子の

件、(c)岐阜県瑞浪市中学校２年女子の件、について、報道内容を資料として検証し、問題点

についての望ましい対応のあり方を研修する。 

   イ ①、②、③－アをもとに、自校のいじめ対策の確認と見直しを図る。 

  「人権週間以降のいじめ対策」（12月4日以降）  

 ④ 保護者及び児童生徒向けの「いじめ防止アピール」の配付（全校一斉に12/4配付） 

【１】いじめ問題への組織的な取組の充実 

（３）市全体でいじめ総点検に取り組んだ事例（市教育委員会、小学校、中学校）

・ アンケートと「一日観察日」の実施   ・個別の教育相談 

・ いじめ防止アピールと防止強調週間 
Point 



 

 - 7 -

 

⑤ いじめ防止強調週間として、各種学校行事に合わせた取組を教育委員会より依頼（例：人

権週間に合わせたいじめに関するロールプレイなど） 
 ※いじめを理由とした就学指定校の変更や区域外就学については、以前より個別に連絡・相談を受けて対応している。 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 

（１）取組の効果 

①  各学校におけるいじめの実態のより正確な把握 

  ア 市へのいじめ月例報告A・Bに該当する児童生徒 
    A：文科省の定義にあてはまるいじめを行った児童生徒 
    B：A以外のいじめにつながる恐れがあると思われる 

問題行動等を起こした児童生徒 
※いじめ月例報告は従来から実施している。 

  イ ア以外で、校内いじめ対策委員会（管理職や生徒指導 
主事、学年主任等で構成）で検討を必要とする児童生徒 

  ウ ア、イ以外で、いじめられたことがある、またはいじめられていると訴えた児童生徒 
 ② 市全体でのいじめの実態把握 

   ①について各学校からの報告を集約し、市全体の実態が把握できた。 
③ 個々のいじめに関する現状把握と今後の対応策の確認 

   特にアを中心に、各学校の個々の児童生徒に対する現状把握と対応策の確認ができた。 
（２）取組を実施し、得られた知見により改善を図る事項 

 ④ 上記③をもとに、１１月分以降のいじめ月例報告と照らし合わせながら、各学校への指

導・支援を行う。 

 ⑤ 従来の教師用いじめ対応マニュアルを見直し、改善する。完成後は全教職員に配付する。 

 

３．取組についての評価等 

  学校現場でのいじめ対応において、個別の教育相談がより充実するとともに、早期対応・

チームによる対応が特に意識されるようになった。 
 （理由）本年度いじめ月別発見件数 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月末 

小学校 4 3 7 0 0 2 17 81 

中学校 0 5 4 2 0 8 19 52 
合 計 4 8 11 2 0 10 36 133 

・今後の課題 

 ① いじめ対応マニュアルについて、本市のいじめ対策推進委員会（何人かの校長、教頭、

教諭により構成され、いじめ対策の企画・推進を行う）とも連携して検討を更に進め、早

期に改善を図る点。 

 ② いじめ実態把握について、今後も常に継続して対応できるよう、学校現場との連絡調整

を図る点。 

 

ア 
イ 

ウ 

一般児童生徒 
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 いじめが大きく社会問題化している状況を受けて、文部科学省では、平成 18 年 10 月

19 日に都道府県・指定都市生徒指導担当課長緊急会議を開催し、同日付の初等中等教育局

長通知や「いじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント」を配布し、いじめ問題に対す

る取組の徹底を依頼しました（巻末の参考資料を参照のこと）。 

 

 多くの教育委員会や学校でも、一連の問題を受け、取組の点検・確認を行っています。 

 栃木県教育委員会では、文部科学省の通知を受け、県独自の取組チェックシートを作成し、

市町村教育委員会と県立学校に配布しました。シートは「学校用」「教職員用」「市町村教育

委員会用」に分かれ、「大いに当てはまる」「だいたい当てはまる」「あまり当てはまらない」

「まったく当てはまらない」のいずれか該当する箇所をチェックする形式になっています。

チェック項目は文科省版の項目数より増やしているほか、それぞれについては、「問題点や

今後の改善策等」を記入する欄も設けられており、各教員の取組の自己点検や職員会議の場

での情報共有、県教育委員会による指導等に活用することとしています。 

 

 千葉県教育委員会では、教職員一人ひとりのいじめに対する認識や学校の取組の総点検を

行うために、４領域（指導体制、教育指導、早期発見・早期対応、家庭地域との連携）２０

項目からなるチェックポイント点検表を作成しました。チェックポイント点検表には集計表

も付いており、点検表の結果を入力すると自動的に各項目別の棒グラフと領域ごとの円グラ

フが現れ、データ分析のための基本資料が作成できるようになっています。この資料を活用

し、各校で校内研修を実施することで、更なる指導体制の充実を目指しています。 

いじめ問題への対応の強化に向けた教育委員会の取組  
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【参考】栃木県教育委員会いじめ問題への取組についてのチェックポイント（抜粋） 

 〔学校用〕 

 評価（該当に○印）                 

       点 検 項 目 大いに当てはま

る 

だいたい当ては

まる 

あまり当てはま

らない 

全く当てはまら

ない 

 

 問題点や今後の改善策等

(1) いじめの問題の重要性を全教員が認識し、校長を

中心に一致協力体制を確立している。 

     

(2) いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導

上の留意点などについて職員会議などの場で取り上

げ、教職員間の共通理解を図っている。 

     

(3) いじめの問題について、特定の教員が抱え込んだ

り、事実を隠したりすることなく、学校全体で対応す

る体制が確立している。 

     

(4) 教員一人一人が、いじめの理解や指導法、児童生

徒理解などに関する校内研修を通じて教員の資質向

上に取り組んでいる。 

     

 

 

 

 

 

指

導

体

制 

 

 

 

 

(5) いじめのあるなしに関わらず、「いじめ対策委員

会」などを定期的に開催し、未然防止の取組も含めた

体制を整えている。 

     

(6) 学校全体として、お互いを思いやり、尊重し、生

命や人権を大切にする指導等の充実に努めている。特

に、「いじめは人間として許されない」との強い認識

に立って指導に当たっている。 

     

(7) 学校全体として、校長をはじめ各教師が様々な教

育活動の場面においていじめの問題に関する指導の

機会を設け、積極的に指導を行うよう努めている。

     

(8) 学校全体として、道徳や学級（ＨＲ）活動の時間

にいじめにかかわる問題を取り上げ、指導が行われる

体制をとっている。 

     

(9) 学校全体として、児童生徒会活動や学校行事など

において、いじめの問題とのかかわりで適切な指導助

言が行われている。 

     

(10)学校全体として、児童生徒に幅広い生活体験を積

ませたり、社会性の涵養や豊かな情操を培う活動の積

極的な推進を図っている。 

     

(11)教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児

童生徒によるいじめを助長したりすることのないよ

う、細心の注意を払っている。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日
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的

指

導 

 

 

 

 

 

(12)自校の教師は、日常の教育活動を通じ、教師と児  
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１．取組の内容 

（１）取組の目的 

  本校では、家庭問題など個別の課題を背負い、ストレスを抱えながら成長した生徒が多く、問題行動や生

徒間・教師間トラブルが頻発していた。生徒の置かれた人間関係を構造的に変えるため生徒を多面的に支援

する必要があると考え、いじめ解決のためのチーム支援体制を整え、早期発見・早期解決を図ることとした。 
 
（２）取組の内容 

① 学校全体の取組 

ア 相談室の充実（生徒指導専任教諭・スクールカウンセラーが担当） 

相談室を＜駆け込み寺＞として位置づけ、そこを拠り所にしながら、再び少しずつ自信を取り戻し、

安定を取り戻していく。 

イ  生徒の心に、正義感・勇気を育てる 

   生徒の目が＜正義＞＜勇気＞に向くことが、いじめや暴力をなくす唯一無二の解決策。 

ウ 日常の教育相談の充実 

    教師による生徒との密接な人間関係の構築・実態把握が、問題の早期発見・早期解決のために必要。 

エ アセスメントシート等を活用したケース・カンファレンスの実施 

※ アセスメントシート・・・配慮を要する生徒について、生活の履歴・現在の状況・リソース・本人の特性・機関連携・

保護者の願い等について、多面的な理解をするために、シートを作成し、情報を共有する。 

※ケース・カンファレンス・・支援チームで、生徒への今後の対応支援、指導方針を確認する。①子どもの実態に即し

た多面的・立体的支援、②学級担任や教科担任の安定した指導や支援、を期待できる。 

② チームによる支援 

  各ケースに応じて指導方針・対応目標を立て、かかわる職員がそれぞれに必要な役割を担う。 

   ＜チーム支援の一例＞ 

       校長・副校長 

 

     （保護者）       生徒指導専任教諭         （地域のリソース） 

                   

 

学級担任  学年主任  部活顧問   養護教諭 SC 

 

  校長の指揮のもと、生徒指導専任教諭を中心に情報収集・情報共有を行い、指導方針を決め、それぞれが

生徒へのかかわりを実践・検討・修正を繰り返しながら、チーム支援を進めていく。時には、保護者や地域

の方々を巻き込むケースもある。 

【２】相談体制の充実 

（４）相談室を活用したチーム支援体制の推進（中学校） 

    ・相談室の充実 ・チームによる支援体制 

・ケース・カンファレンスによる役割分担 
Point 
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２．取組の実績、取組の実施による効果 

 
《事例：３年女子A 子によるいじめ》 

（１）発覚：B 子の相談室への駆け込み 

（２）いじめの様態：グループからの無視（リーダーA 子の支配） 

（３）状況    

 A子を中心とした女子グループに無視され、教室にいられなくなったB子が相談室に駆け込んできた。

小学校の時からいじめる側になったり、いじめられる側になったりしてきたB 子は、新しい仲良しがで

きると、以前の友だちに冷たくしたりするなど、狭い幅の人間関係しか築けなかった。また、B 子の母

は、B 子への過干渉・過度の感情移入があり、いじめの加害生徒宅へ押しかける等、問題を複雑化させ

る要因となっていた。 

 そのうち、同じグループにいたC 子も、A 子のグループから抜けたいと相談に来た。C 子も、自分が

いじめられる側になってしまうのが心配で、A 子に言い出せないでいた。その後、７名がA 子によって

いじめられていたことが判明した。 

 （４）取組 

  ＜B 子＞ 

・相談室を学校での拠り所とさせ、相談室に複数教師（養護教諭・学年主任）に来てもらい、毎時間５

分程度本人と過ごし、並行して複数の人間とかかわりをもつことの良さを経験させた。  

・生徒自身の自己決定を大切にした行動療法的アプローチ（面接の中で、生徒の心の中にある「①した

いこと、②できるようになりたいこと、③できたらいいな」を整理し、今、何に取り組むかの優先順

位を明らかにして、少しずつ課題を克服させる方法）で学校生活に参加させた。 

＜A 子＞ 

・部活や他クラスのリーダーとの結びつきも強く、一目置かれる一方、あらゆるいじめの中心として恐

れられていた。学級担任でもあり部活顧問でもある職員が、A 子のリーダー性を肯定的にとらえてい

ることを本人に伝え、自然教室の実行委員に推したり、部活での責任者の立場となる等、A 子のエネ

ルギーを良い方向に向けるためのかかわりをした。 

＜C 子他いじめられていた生徒＞ 

・学年職員や被害生徒と関係がある職員が、それぞれの生徒に個別にかかわり、①いじめの実態を把握

し、②いじめを受けた苦しい思い、悔しさ、恐怖感を聞き取り、寄り添いながら理解し、③今後の方

向を共に考える等の教育相談的な役割を分担した。 

＜B 子の母親＞ 

・スクールカウンセラーが面接を重ね気分の安定を図るとともに、B 子への接し方を理解してもらった。  
 

３．取組についての評価等 

アセスメントシートを活用したケース・カンファレンスによって、指導方針を明確にし、それに従ってそ

れぞれの職員が役割を分担したことで、事象に多面的なアプローチが可能となった。様々な生徒に担任一人

がかかわるよりも、それぞれの生徒に寄り添うそれぞれの職員を配したことで、生徒が職員に親しみや信頼

感を増すことにつながった。生徒の問題行動は依然として次々に起きているが、生徒と職員が信頼関係によ

って結ばれていることで、生徒も職員も笑顔でいられることが多くなった。 
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１．取組の内容 

 
（１）取組のねらい 

「教職員が、子どもとふれあう機会を増やし、子どもの発信する『心の変化』を的確に捉え、いじめの

ない学校づくりを進めていく。」・・子どもの居場所がある学校づくり・・・  

  一人一人の生徒が学校という集団の中で自分の存在価値を自覚し、進んで様々な事に挑戦し、自分の持

っている能力を磨いていくことが大事である。それには、まず「生徒の居場所としての学校」がなくては

ならない。「いじめ」は、加害者も被害者も「自分は必要とされている」と感じれば起きないものだと考え

る。さらに、「自分が大切にされているということは、自分とかかわるすべての人のおかげである。」とい

うことが具体的に認識される学校を創り上げていくことが必要だと考える。その実現のために、校長以下

すべての教職員が共通認識を持ち、以下の５つの方針を掲げ、４月当初から取り組んでいる。 

 

（２）取組の内容 

① 学校の空き教室を利用して「ふれ合いの場」を設ける。 

   気軽に生徒が相談出来るよう、空き教室を用いて校内に４カ所「ふれ合いの場」を設けている。子

どもの様子が気がかりな時などに、落ち着いて話ができる場として活用している。また、校長室も昼

休みに開放し、校長と気軽に話ができる場としている。 

② 子どもと「生活記録ノート」を毎日交換する。 

    学年毎に工夫して、毎日「生活記録ノート」に自分の思いや考えを書かせている。一日の出来事を

自分なりの言葉で書き、翌日の朝の会の時に集め、担任がそれを読み、コメントを書いて帰りの会の

時に返している。子どもの心の動きやサインを見つける手立てとして活用している。 

③ 全校で朝読書を行い、「心を育てる」。 

     毎日１０分間「朝読書」を実施している。本だけでなく、時には、学年や全校で同じ作品（教師の

創作）を読むこともある。取組を進める中で、どんな本を読んでいるかで子どもの悩みがわかること

もある。 

④ いじめの早期発見のためのプロジェクトチームを編成する。 

    毎週月曜日に、一人ひとりの生徒の動きを把握するための情報交換会を開いており、「いじめ」につな

がる情報があれば、すぐに対策を講じている。教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、担任が校長

の指導のもと、子どもの生活の様子や相談内容、友達関係などを徹底的に調べ、対応している。 

⑤ 総合的な学習の時間を活用し、子どもの居場所づくりを進める。 

各学年とも「体験」を重視した取組を行っている。子どもが自己の特性を発揮し、自己を表現できる

時間となり、「子どもの居場所づくり」に役立っている。 

 

【２】相談体制の充実 

（５）子どもとのふれあいを常に確保する取組（中学校） 

    ・空き教室や校長室を生かした「ふれ合いの場」づくり 

 ・生活記録ノート ・朝読書や体験的学習の充実 
Point 
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２．取組の実績、取組の実施による効果 

 

（１）学校の空き教室を利用した「ふれ合いの場」について 

４月以降の相談件数。（ ）内はスクールカウンセラーと相談した生徒の延べ人数。 

４月・・５件（１２） ５月・・１２件（１２） ６月・・１８件（１４） ７月・・９件（６）

９月・・２３件（１１） １０月・・１５件（５） １１月・・８件（１０）  

   いじめにつながると考えられる相談は、４月～１１月で２件あった。子どもとの相談の中で他の生徒

の情報も得ることができ、教師側から相談を持ちかけることもできた。 

（２）子どもとの「生活記録ノート」の交換について 

    「生活記録ノート」におけるいじめの訴えはなかったが、子どもの心の変化を読みとることができた。

常にしっかり書いている子どもが、時に書いていなかったり、内容が普通でない時などに、担任のアド

バイスを子どもの心に届けることができた。 

（３）全校で行う朝読書について 

    落ち着いた学校の雰囲気づくりに貢献している。本やプリント等を読んで、いじめの問題を真剣に考

える生徒が増えてきている。 

（４）いじめの早期発見のためのプロジェクトチームについて 

    ４月から４件の対応をした。その中で、言葉による嫌がらせが多いことがわかった。言葉がどう人に

伝わっているかをじっくり考えてみようと全校集会で提起し、すぐに学年でアンケートを行い、「言葉に

よっては、自分の意思に反して相手を傷つけることもある。」ということを子どもたちに考えさせた。ま

た、教師自身も言葉の使い方について再認識した。 

（５）総合的な学習の時間を活用した子どもの居場所づくりについて 

    ２年生は「魚をさばこう」、「芋煮会を開こう」などの活動を野外で実施するとともに、地域の保護者

に協力を依頼し、「職業について考えてみよう」という総合学習を行った。普段では見られない子どもた

ちの生き生きとした姿が見られた。 

 

３．取組についての評価等 

 

・ 子どもを信じ、子どもの持つ様々な悩みに真摯に耳を傾け解決していくことを、校長の方針として全教

職員が共通認識し、子どもを中心に据えて毎日の教育活動を展開している。前述の５つの取組によって、

教師と生徒とのふれあいの時間が増え、かかわりも深くなった。 

・ 「いじめ」について、子どもは真剣に考えるようになってきた。「オレ、友だちにいじわるをしていたか

も知れない。どうしたらいいですか。」という生徒の声。「うちの子が、先生と相談した次の日から元気に

学校へ行きました。」という保護者の声。「先輩が、ごめんね、ちょっときついことを言ってしまって、と

言ってきた。」、そのうれしさを「生活記録ノート」に書いてきた生徒。「先生が、いつでもいいんだよ。困

ったことがあってもなくても、話をしようって言ってくれたんだ。」と言って、喜んでいる生徒。そんな生

徒が増えてきている。 

・ さらに「校長室に入ってもいいですか？」「なんか居心地いいなあ。」「ほっとするなあ。」など、校長と

話す生徒が中学３年生を中心に増えてきている。「何かがあってからではなく、何かが起こる前に子どもの

心の変化を見つけていこう。」本校は「いじめ」を許さない学校として地域からも認めてもらっている。毎

日一人でも多くの子どもに声をかけ、様子を見て、抱きしめるような気持ちで今後も指導していきたい。 
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 いじめ等の問題で心に不安や悩みを抱えた子どもの声に耳を傾け、相談に乗り、解決を図

るため、現在、文部科学省では中学校を中心としたスクールカウンセラーの配置や小学校へ

の子どもと親の相談員（教員 OB など）の配置を進めているところです。また、事例（２）

における相談ボランティアスタッフのように（→P８）、特に専門的な資格等を有していなく

ても、心理や教育に関する学科について学び、いわば「お兄さん、お姉さん」的な存在に当

たる大学生などを学校や家庭、教育支援センター等に派遣し、子どもや保護者への支援を行

う取組（このような取組は「メンタルフレンド」等と呼ばれています）が各地域で進んでい

ます。 

 

 埼玉県新座市では、市内にある大学と連携し、家庭や学校に臨床心理系の学生を派遣して、

心のサポートと学習支援を行う「ピアサポーター制度」を平成１５年度より本格的にスター

トさせています（市内の小・中学校を対象に１００人程度配置）。ピアサポーターは主に、

①対人関係能力や社会性のスキルアップを図る「社会への橋渡し」役として、②学習意欲と

自信を取り戻させ、学力を保障する「学習支援」役と 

して、子どもといろいろなことについてコミュニケー 

ションをとることで、子どもに人とのかかわりを学ば 

せたり、子どもの心理的負担を軽減しています。 

 

 奈良県大和郡山市では、構造改革特区の認定を受け、 

特に不登校対策に力を入れています。その中で「ASU」 

という不登校児童生徒向けの学科指導教室を置いてお 

り、教育大学等と連携の上で、大学生などの「学習チュ 

ーター」の派遣を受けています。 

 

 横浜市では、心理・教育等の学科・領域を専攻している大学生や大学院生で大学の推薦が

ある者を「ハートフルフレンド」として約１５０人登録し、ひきこもり等の児童生徒への支

援を行っています。 

 

 宮城県では、県の子ども総合センターの附属診療所に通う不登校等の小・中学生の家庭等

に、家庭の了承を得た上で、児童福祉に理解のある大学生等（フレンドリーパートナー）を

主治医の指示の下で派遣し、子どもとの一対一の活動を通して、子どもの自立性や社会性な

どの向上を図る取組を行っています。 

 

心のケアのためのメンタルフレンドの取組について   
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学校図書館は、児童生徒の豊かな心を育む読書センターとしての機能や自発的、主体的な

活動を支援し、教育課程の展開に寄与する学習情報センターとしての機能を果たしていま

す。それに加えて、子どもたちが気軽に訪れ、様々な人と交流することを通じて心をいやす、

いわば「第二の保健室」として機能している学校図書館があります。 

 

東京都杉並区立和田中学校では、図書室の改造を行い、内装を塗り替えて暖かい雰囲気を

演出したり、カーペットを敷いて座り込んだり寝ころんだりしながら本を読めるようにする

ことで学校図書館を訪れやすい場所にしています。そこに、毎日放課後、ボランティアの学

校司書が常駐し、子どもたちが親にも先生にも言えない、言わないことを話す場になってい

ます。その結果、多くの子どもたちが、居場所としての図書室にごく自然に愛着をもつよう

になり、自分たちの図書室をより良くするため、自発的に行動するようにもなりました。 

和田中学校では、このような、「教師と生徒」「親と子」といった直属の上下関係ではない、

適度な距離感のある「ナナメの関係」を意図的につくりだそうとしています。 

 

東京都のある中学校では、学校司書が子どもたちに 

人とつながるきっかけを提供しています。昼休みや放 

課後に図書館の隅でぽつんと座っている子や、所在な 

さげにしている子どもに声をかけ、人間関係を築いて 

いきます。時には、このような子どもたちに、図書館 

に隣接した学校司書室ではり紙づくりなどの簡単な作 

業を共同で行うようお願いすることにより、互いに交 

流する場を提供しています。学校図書館は休日も開放 

されており、図書館の常連だった卒業生が学校司書の 

もとを訪れ、在校生を交えて話をする場面もみられま 

す。学校司書は、子どもたちの様子について話せる範囲で教員やスクールカウンセラーと日

常的に情報を交換しています。 

この学校では、「何でも話をきいてくれる「おばちゃん」、時には「お母さん」」としての

学校司書のもと、学校図書館が教室とは違う形で、子どもたちの安らげる空間として機能し

ています。 

 

「第二の保健室」としての学校図書館の取組について   
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１．取組の内容 

 

（１）実態把握 

 ① 悩みに関する調査の実施 

毎月、記名方式で悩みに関する調査を実施している。自分の悩みだけでなく、困って

いる友人についての調査も行っている。本人からの訴えよりも、周りの人からの報告で、

いじめが発見できることが多い。 

 ② 生活に関する調査とそれを生かした教育相談 

    年３回（６月、１１月、２月）教育相談を実施している。いじめに関する項目も設け

た生活に関する調査を事前に実施し、いじめの可能性がある児童について教育相談で話

を聞き、いじめの発見に努めている。また、相談ポストを設置し、相談したいときに相

談したい教師と話し合える機会を設定している。 

 ③ 校舎内外の巡視 

    朝、昼休み、放課後に、複数の教師でチームを組んで、校舎と校庭の巡視を行ってい

る。また、教師から積極的に声をかけ、児童とあいさつや会話をするなど教師と児童の

よいコミュニケーションづくりや自分の学級以外の児童に対する理解につなげている。

からかい等があればその場で指導し、一人でいるなど気になる児童については記録簿に

記入し、担当学年に報告している。 

 ④ 保護者からの情報の収集と啓発 

    家庭訪問、個人懇談、保護者会、各種行事等の機会を捉えて、保護者にいじめの情報

提供を求めたり、いじめに関する啓発を行ったりしている。また、学校だより、学年・

学級通信等でいじめに関する記事を掲載している。 

 

（２）児童の情報の共有 

 ① 学年主任会による情報交換 

    毎週、校長・教頭・教務主任・児童指導主任・学年主任・養護教諭で、児童に関する

情報交換会を行い、児童の情報を共有するとともに、早急に対応が必要な児童について

はその対応策を協議している。 

 ② 全教職員による情報交換 

毎月、職員会議後に配慮が必要な児童の情報交換を行い、情報を共有している。 

 ③ 中学校区での情報交換 

    年３回、中学校区の児童指導主任・生徒指導主事・各小中学校長で生徒指導に関する

協議会を開き、いじめや不登校に関する情報を交換している。特に、中学校とは家庭の

【３】児童生徒の状況をきめ細かく把握し、情報を共有するための取組 

（６）悩みに関する調査等を活用したいじめの早期発見（小学校） 

    ・悩みに関する調査や生活調査 ・校舎内外の巡視 

 ・児童についての情報の共有によるいじめへの共通認識 
Point 
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様子等お互いに知らなかった情報の交換に努めている。 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 

 

【いじめの発見につながった例】 

 ① 悩みに関する調査や生活調査からの発見 

    悩みに関する調査では、からかいやいじめについて自分から訴えてくる児童もいるが、

困っている友人について「Ａさんがみんなから仲間はずれにされています。」とか「Ｂさ

んはいつもＣさんに悪口を言われています。」などの記入があり、学級担任が本人と話を

していじめを未然に防いだり早期にいじめを発見したりした例がある。 

    また、生活調査で、「学級の中で、からかわれたり、ばかにされたりするようなことが

ある。」や「休み時間などに一人でいることが多い。」などの質問で「あてはまる」や「少

しあてはまる」と回答した児童について、教育相談で詳しく話を聞くことにより、いじ

めの早期発見につながった例がある。 

 ② 校舎内外の巡視 

    昼休みに一人で教室にいたり、友達と遊ばず教師のところに一人で来ている児童など

について担当学年に報告することにより、学年会で配慮児童とし、意図的に声をかけた

り、注意して見守ることで、いじめの発見と予防につなげている。 

 ③ 児童の情報の共有によるいじめの共通認識 

    学級担任が単なる悪ふざけと感じて見過ごしていたことも、複数の教師の目から見た

事実などにより、いじめであることを共通認識したり、具体的な対応策を検討し、素早

い対応につなげている。 

 

３．取組についての評価等 

 

・ 低学年、高学年、担任でない教師がチームを組み、児童に声をかけながら巡視することに

より、陰に隠れてからかったりする行動が見られなくなるなど、いじめの発見だけでなく、

いじめ予防の効果が現れてきている。また、元気よくあいさつすることができるようになっ

た児童の数が増えてきた。 

・ 児童に関する情報交換の機会が増え、教師が一人ひとりの児童に目を向け児童理解を深め

ている。また、自分の学級だけでなく、学年全体、学校全体の児童の様子を常に気を配るよ

うになってきた。 

・ いじめに対するこれらの取組が、児童指導の校内体制の構築につながり、不登校や暴力行

為等の様々な問題行動の未然防止や適切な対応にもつながっている。 

・ 保護者による学校評価の中で、「子どもは友だちと仲良く学校生活を送っている」や「学校

の先生は児童一人ひとりを大切にしている」等の項目で「そう思う」と評価した割合が、昨

年と比べ増加した。 

・ 児童を褒めることが苦手だったり、望ましい人間関係をつくることが難しかったり、児童

からのいじめのサインを見逃してしまっている教師もまだおり、協働していじめの発見や対

応を行うことが課題である。
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１．取組の内容 
 

（１）取組のねらい・目的 
生徒は、日々、学校生活においても様々な不安やストレスの中で生活している。それが形として表

出した一例が「いじめ」であるという認識から、事前に生徒の不安や悩み、心の動揺などをとらえる

ことができれば、深刻ないじめに発展する前に、被害生徒のみならず加害生徒をも救うことが出来る

と考え、取り組んでいる。 

また、本校は、中学1年生のいじめ・不登校の増加を解消する「中1ギャップ解消実践研究」の指

定を県より受け、様々な取組を行ってきた。その中でも「内面へのきめ細かな対応」のために、様々

な視点から生徒一人ひとりの情報を収集し、一元化し、全職員で共有し、即時に対応してきたところ

である。 

 

（２）具体的な取組 

○取組の視点 
生徒一人ひとりを複数の目で多方面から見て、情報を集約、一元化し、全職員で情報と対応策の

共有を図り、関係職員でチームを組んで対応する。 

※取組のモットーは、「全職員が、５３４人の担任」である。 

 

○情報の収集 

①「こころのメモ」（内省ノート）の実施（毎日） 
目的：生徒の内面を把握する。一日の自分自身を振り返らせることにより、生徒の様々なエピソ

ードを知る手がかりとする。また、言葉で訴えることのできない生徒と学級担任をつなぐ

手段とする。 

処理：教師は必ず返事を書く。そして、その内容により教育相談などを実施し、問題への対応に

当たる。 

②「生活アンケート」の実施（年１～３回実施） 
目的：人とのかかわりをみる。社会的スキルの定着状況を把握する。 

③「心の健康チェック」の実施（毎月末） 
目的：ストレス状況、学級への所属感・適応感などを把握する。 

処理：心の健康状況結果を活用し、コンピュータ（ネットワーク）を利用して情報収集を行う。 

④「生徒情報ファイル」の作成 
目的：複数の目で、生徒一人ひとりを見取る（一人では気づかないことでも、複数で見れば新た

な発見がある）。様々な形で顕在化された言動から、その生徒の内面を探る。 

内容：全クラスのファイルを設定し、全職員が自由に随時情報を打ち込む。学級担任、教科担任、

部活顧問はもちろんのこと、清掃監督や校舎巡回中の職員なども、気づいた生徒の様子を

適宜打ち込む。 

処理：学級担任は様々な視点から自クラスの生徒の実態を読み取る。当然、問題行動等の早期発

【３】児童生徒の状況をきめ細かく把握し、情報を共有するための取組 

（７）「心のメモ」や「生徒情報ファイル」を通した生徒と教師の絆づくり（中学校）

    ・「全職員が全生徒の担任」 ・共有ファイルによる情報と対応策の共有 

 ・生徒との信頼関係の構築 
Point 
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見につながる。また、情報の内容によっては、生徒指導委員会や学年部会などで情報と対

応策を提案し、その後の対応に活用する。 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 
 

○「こころのメモ」実施による効果 
生徒と職員を「つなぐ」＝信頼関係の構築 ということでは、かなりの効果が上げられた。いじめ

など口頭ですぐには切り出せない内容のことも、「こころのメモ」に書き込み、実際に情報として教

師側に伝えられることが多くあった。 

本人の「自分がいじめられている」という相談の書き込みがあり、関係職員が即時に対応し、深刻

ないじめに発展する前に解消したケースが多々見られた。 

 

○「生活アンケート」「心の健康チェック」実施による効果 
一人ひとりの今の状況を見取ることができるようになり、本人を取り巻く環境や本人が持つ様々な

内面を確認でき、いじめ発見とともに解消に向けての対策の手がかりになった。 

両アンケート結果から、気になる生徒については早期に教育相談を実施することで、生徒の悩みや

不安を知ることができ、早期の対応・支援が可能になった。 

 

○「生徒情報ファイル」作成による効果 
「一人の生徒を複数の目で見る」手段として有効だった。担任が気づかない生徒の一面や見逃しが

ちな出来事、見過ごしがちの状況を、教科担任や部活動顧問など多くの教師からの情報で得られるの

で、その生徒の変化にいち早く気づくことが可能になり、担任が生徒に適切に対応できた。 

また、全職員が情報を打ち込み、いつでも閲覧可能なものであるため、個々の生徒の情報を全職員

で共有することが可能になった。配慮を要する生徒を、一部の教師ではなく、すべての教師が、注意

して見取ることができた。 

そして、いじめの早期発見のための情報収集の取組を行った。その取組の根底には、生徒と教師の

「かかわりと絆」＝信頼関係の構築 が何よりも重要である。 

 

３．取組についての評価等 
 

思春期を迎えた生徒にとって、自分自身がいじめられているということを、親も含め、他人に話すこ

とに大きな抵抗感がある。また、友達とのかかわりを最重要視する時期でもあることから、友達とのこ

とを他人に話したがらない。そんな中で情報を収集し、いじめの兆候を確認することができたのは、「生

徒と職員のかかわり」＝信頼関係の構築 という基盤ができたことの成果であると考えている。 

また、これらの取組により、教師の生徒を見る目が今まで以上に注意深くなった。今までは、何気な

く見ていたり見過ごしていたことも、しっかりと受け止めるようになったのは、この取組の効果である。 

さらに、この取組は、いじめを早期に発見するためのものであり、そのための情報収集が目的である

が、この取組を丁寧に行い、誠実に対応することで、「生徒と教師の間に信頼関係を築く＝生徒と教師の

絆を深める」ことに役立つことがわかった。この「絆」が、次のいじめ発見に大きな役割を果たした。

この点からも評価できるものである。 
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【「心の健康チェック」の例（抜粋）】 

 
問１．「心の体温」を測定します。それぞれに答えてください。 
                    

重病！    高熱   微熱    平熱 
40℃以上・・39℃・・38℃・・37℃・・36℃以上 

                   もうだめ！  かなりつらい  少しつらい  問題なし！ 

 

１．最近の「いらいらする・カリカリする」の強さを、体温でたとえると？ 

当てはまる温度を○で囲んでください→  40◎・39①・38②・37③・36④ 
２．最近の「心配ごとが多い・落ち込む」の強さを、体温でたとえると？ 

当てはまる温度を○で囲んでください→  40◎・39①・38②・37③・36④ 
・・・ 

 
問２．「特に心の体温が上昇しやすい（つまり、つらくなることが多い）」時間帯があれば、そ

の（  ）に×を記入してください。 
（  ）ａ.教室での授業中     （  ）ｂ.教室移動や特別教室の時間 

（  ）ｃ.短い休み時間      （  ）ｄ.昼休み時間 

（  ）ｅ.学活や掃除、昼食準備  （  ）ｆ.登校・下校の時       ・・・ 
 
問３．「困りごと・悩みごと」をチェックしてください。 
 

「とっても気になる（つらい）」なら 、「ちょっと気になる」なら 、「普通」なら 、

「とても順調」なら を、それぞれ○で囲んでください。 
 
１．なかよしの友だちとの関係は？ 0  1  2  3     
  
２．嫌なことをする子の存在は？  0  1  2  3  
 
３．学校の先生との関係は？    0  1  2  3  ・・・ 
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【「生徒情報ファイル」のイメージ】 

 

 

 

 
№ 項　　目 月日 生徒氏名 概　　　要 対応・その後 備　考

1105 特別支援 ○月×日 ○○　○○○
・基礎テストの再チャレンジに向けて支援教
室で頑張って勉強し、どの教科も合格した。
友達との関係も今のところ良好。

・○日放課後、支援教室担当
者会を開き、学習内容や方法・
分担を確認した。
・今週or来週に１年Ａ組教科担
当者会を開催する予定。

４月～通院によ
る欠席１日

1123 不登校 ○月×日 ××　××

・２限に身体測定をしに、○日には尿検査の
検体を届けに学校に来た。
・他の小学校出身のクラスメートとも友達にな
りたいという本人の希望があったため、周囲
の友達が、他小学校の女子を連れて遊びに
行った。

・ＳＣと本人の相談を継続。ここ
での話し合いを受け、担任と打
ち合わせ。
・担任は週２回のペースで家庭
訪問。

全欠
ＳＣから情報
提供あり

1131 学習遅滞 ○月×日 △△　△△
基礎テストの再チャレンジがんばっていた。
今週は特に変わりなし。

教科担当者は、課題内容や
指示が理解できているかどう
か机間支援をする中で確認
をしてほしい。

欠席なし

1133 孤立傾向 ○月×日 ××　×××
・学級内で孤立傾向あり。（本人はそれほど
苦にしている様子はないが）女子とかかわら
ず、男子とじゃれ合っていることが多い。

要観察。内省ノートを通して様
子を聞いたりする。

欠席なし

1年Ａ組生徒情報ファイル
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１．取組の内容 

 

（１）取組の目的 
① 教育委員会と各学校がいじめ情報を共有し、継続的で的確な指導に結びつけるために、年間を３

期に分け定期報告を受理し、その活用に努める。 
② いじめ発生率の増加する小学校第４学年から中学校３学年までの期間における「心の居場所・絆

づくり」と「自己肯定感」の実態と関連性を調査分析し、いじめ問題の背景を探り、啓発リーフレ

ットを作成・配布することを通して、教師が子ども理解を深める。 
③ 心理教育的プログラム等の講師リストを作成し、学校の要請に応じて講師を派遣することを通し

て、人間関係づくりの実践を側面支援する。 
 
（２）きっかけ 

 いじめ問題の実態を正確に把握し、その背景を探ることにより、いじめ問題の抜本的解消に努め

る必要があること。また、生徒指導上の様々な問題の原因が人間関係構築力の弱さにあることを受

け、人間関係づくりを中心に学校を側面支援していくための方策が必要であること。 
 
（３）内容 

① いじめ状況報告書は、学年、男女区分、関与した人数、発見者、態様、学校としての対応、解

消状況をボタンにより入力し、フロッピーディスクで作成したものの提出を依頼しており、年間

３期に分けて、データ処理を行い、市データとして公表している。その後各校とは電話で対応状

況を協議、ケースによっては指導主事を派遣。また市データに基づき、生徒指導研修会（年３回）

で対策の周知徹底を図ってきた。 
② 居場所感と自己肯定感のデータは、[調査対象者：市内の小学４年生～中学３年生までの各学年

1,560名（男子815名、女子731名、不明14名）、調査期日：2005年 11月、調査手続：留置調査

（質問紙形式）]によるもので、近隣の大学の教育学部教育相談学研究室による分析を行い、教師

の子ども理解啓発リーフレット「子どもたちのよき理解者であるために・・・１０の提案」を作成

し、市全教職員に配布した。 

③ PDCA サイクルによる学校体制のチェックリストとして、「いじめ問題への取組チェック表」を

活用し、取組状況について提出してもらっている。 
④ 校内の組織的な生徒指導体制づくりや人間関係づくりの指導を行うため、研修プログラムの提供

を行い、非行防止教室、いじめ予防教室等の実施を支援する。 

 
 

・ いじめ調査の市教委への定期報告  ・居場所感と自己肯定感を持たせる 

・ 人間関係作りの研修プログラム 

【３】児童生徒の状況をきめ細かく把握し、情報を共有するための取組 

（８）教育委員会と各学校間のいじめ情報の共有（市教育委員会、小学校、中学校）

Point 
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２．取組の実績、取組の実施による効果 

平成１７年度いじめ状況平成１７年度いじめ状況

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

被害数
加害数

2
3 7

26
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81

1
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いじめの加害者は小４ 中１で急増
いじめ発見者担任は小学校で１４％中学校で１６％

子どもたちの発達段階からみた心の居場所子どもたちの発達段階からみた心の居場所

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2
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0.4

小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

先生・学校 友だち 家族・家庭

小４の頃から、友達の中に居場所を
小５から中２にかけて、「家族・家庭」「学校・先生」の居場所感は減少、

しかし「友だち」に居場所を感じる子どもの割合はそれほど増加してない。
 

子どもたちの発達段階からみた心の居場所子どもたちの発達段階からみた心の居場所

-0.4
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0.3

0.4

小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

先生・学校 友だち 家族・家庭

小４の頃から、友達の中に居場所を
小５から中２にかけて、「家族・家庭」「学校・先生」の居場所感は減少、

しかし「友だち」に居場所を感じる子どもの割合はそれほど増加してない。

子どもたちの心の居場所群から見えてくる自己肯定感子どもたちの心の居場所群から見えてくる自己肯定感
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目標志向性 自己表明 対人的円滑さ

目標志向性は、モデル化、イメージ化できる大人との関係の中で
自己表明や対人関係の円滑さは、

対等な立場で努力の必要な友達との関係の中で

 

３．取組についての評価等 

 

（１）いじめ調査の定期報告により、いじめ問題解消への認識が高まった。また定期報告資料を校長会、

教頭会、生徒指導研修会で公表後、具体的な対策についての提案や演習を実施することで、いじめ

問題への適切な対応が行われるようになった。 

（２）調査紙による実態把握により、「子どもはその成長につれ、居場所を友達中心に求めるようになっ

ていく傾向があるが、子どもの健全な発達のためには、先生や家族といった大人とのかかわりもま

だまだ大切にされなければならないこと。」「居場所をどこにも感じていない子どもほど、ソーシャ

ルスキル不足等による対等な人間関係を築く力の不足が考えられ、友達とのかかわり方を教えたり、

頻繁に声掛けをしたりして支援していくことが必要となる。」等が分かった。この結果を受けて子ど

も理解のためのリーフレットを作成、全教職員に配布することで、子ども理解の啓発につながった。 
（３）人間関係づくりの実践を側面支援するために、心理教育的プログラム等の実践講師を各校に派遣

したことで、様々な具体的、日常的な実践が試みられるようになった。課題としては、いじめ問題

対処法としての研修の充実は図られてはいるが、いじめ問題の背景にある根本的な原因の把握や、

集団としての資質の問題等に踏み込んだ指導と予防のための取組が急がれる。 
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学年 男女 学年 人数 区　　分 月 区　　分 月 区分 月 時期

1 1 男 1 10 担任の教師 5月 解消 6月 上旬

7月

6月 6月

2 2 女 2 5 他の教師からの情報 継続中

3 2 7月

7月 6月

6月

3

4

5

6

7

8

9

10

11

発　見　者№
被害児童生徒 加害児童生徒 解消状況

学校における対応
いじめの態様

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

言葉での脅し

ひやかし･からかい

持ち物隠し

仲間はずれ

集団による無視

暴力を振るう

たかり

お節介､親切の押し付け

その他

職員会議等を通じた共通理解

全校的な実態調査

教育相談体制整備児童･生徒活動､学級活動等における指導

家庭､地域と協力した協議の場の設置

学級通信等での取り上げによる家庭との協力

養護教諭による指導

SC､教育相談員による指導

その他

ボタンを押して入
力してください｡

ボタンを押して入
力してください｡

該当項目にチェッ
ク･マークと月を入
力してください｡

解消情況区分を入力しま
す｡継続中以外は月と時
期を合わせて入力してく
ださい｡

学年が異なる
加害児童･生徒
がいる場合に
入力します｡

記入見本ですので､このシートに
は入力できません｡
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いじめ問題への取組チェック表 

××市立       学校  校長         印 

 

下記のチェック項目「啓発」「体制」「対応」「相談」「連携」「予防」の６つの観点から、

それぞれの３つのチェック項目について自校の取組について確認する。 

取組が行われている場合には、 覧を のようにチェックし、３つのチェック項目中２つ以上

チェックできた場合には、観点の 覧を のようにチェックする。 

 

  いじめ問題への取組チェックポイント 

 児童生徒に集会や授業等でいじめ問題に触れ、意識を高める機会を計画的に設けてい

る。 

 教員に「いじめ」（原因や種類、留意事項等）について共通理解のための研修等を実

施している。 

啓

発 

 学校だよりや保護者懇談会等によって、いじめ問題の理解を図ったり、協力を呼びか

けたりしている。 

 職員間で日常的に児童生徒の気になる状況を伝えあう意識・雰囲気がある。 

 いじめが確認された場合、情報の共有が迅速に行えるように組織されている。 体

制 
 いじめが確認された場合、いじめ対策委員会等が組織され、今後の対応について検討

し、具体的な継続指導が行われ、状況を見届ける体制ができている。 

 被害児童生徒に対し、対象児童生徒の立場に立って、丸ごと受容し、児童生徒を守ろ

うという教師の姿勢が見られる。 

 加害児童生徒に対し、対象児童生徒の言い分を聞きながら、「悪いことは悪い」とい

う毅然とした粘り強い指導がなされている。 

対

応 

 

 帰属集団全体に対し、問題解決に向けた計画的な取組がなされている。 

 児童生徒や保護者が気軽に何でも相談できるような場や時間が確保されている。 

 教育相談の環境整備がなされ、児童生徒や保護者への広報に努めている。 相

談 

 
 スクールカウンセラーや専門機関との連携の在り方について職員間で共通理解がな

されている。 

 気になる状況については保護者へ連絡をし、学校と家庭が協力して見守る体制づくり

に心掛けている。 

 状況に応じて教育委員会事務局への電話による報告、並びに事故報告書の提出を滞り

なく行っている。 

連

携 

 

 状況に応じて関係機関への協力要請を行い、問題解決に努めている。 

 ××市発行「子どもたちのよき理解者であるために・・・１０の提案」等を活用し、

児童生徒の心に目を向け、寄り添う指導に心掛けている。 

 教育活動全般において、機会をとらえて心を耕す機会を設けている。 

予

防 

 保護者と日頃から連絡を取り合い、信頼関係づくりに努めると共に、適切な情報の提

供や相談に努めている。 
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 いじめの問題に対しては、それぞれの教職員が適切に役割分担しつつ、密接な情報交換と

認識の共有を図り、全教職員が一致協力して指導に取り組むことが重要となります。ここで

はそのような観点からの他の取組につき紹介します。 

 

 新潟県のいくつかの中学校では、生徒に関する情報交換はもちろん、保健室来訪の際に養

護教諭は「来室カード」を、学年主任は「生徒指導ノート」等を作成し、必要な情報を共有

することができるようにしています。また、いわゆる「中１ギャップ」の解消に向けて、年

に数回、中学校区内の生徒指導担当が現況についての情報交換を行い、将来入学する生徒の

多面的な理解に努めています。 

 

 横浜市では昭和 48 年から、市内の全中学校に生徒指導専任教諭を配置し、生徒の問題行

動の実態をつぶさに把握するとともに、生徒や保護者への教育相談・教職員への助言・地域

連携・外部機関連携等のコーディネーター役として活用し、生徒指導体制を推進しています。

問題を抱えた生徒の状況に変化があれば、市教委にもほぼリアルタイムで報告され、市教委

は必要であればすぐに指導主事を学校に派遣する体制が整えられています。また、生徒指導

専任教諭は、月３回の会合（区レベル、区代表レベル、全市レベル）を持ち、緊密な情報交

換や研究協議を行い、課題の発見に努めています。市教委は、課題に基づき、必要があれば

関係指導主事を派遣する体制を整えています。 

 

 京都市では、関係機関との連携など、校内外の補導問題に対応する教諭として補導主任を

各中学校に配置しており、支部（行政区単位）別に置かれた支部補導連絡会（市教委・警察・

児童相談所なども参加）において、各校の補導主任が月１～２回情報交換し、関係機関とも

連携するほか、各校において、学校管理職・生徒指導主任・補導主任・学年主任・各学年補

導係・教育相談主任、養護教諭で構成された生徒指導委員会を週一回開催し、情報共有と指

導の充実に努めています。 

 

報告・連絡・相談・確認を徹底する他の取組      
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１．取組の内容 
 

（１）打つべき手を確実に打つ 

 いじめの社会的な痛ましい状況を受け、全校的な取組が必要と判断し、総務会（校長、教頭、教務主

任、生徒指導主事、各学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、事務主任で構成）で、「子

どもの安全確保といじめを許さない風土の育成」を目的とした短期的な具体策と中・長期的な対応を早

急に検討することとした。そこで決定され、ただちに実施された短期的な具体策は以下のとおり。 
・「命の大切さ」、「かけがえのない私とあなた」という内容で道徳の時間を構成する。 
・いじめの悲惨さ、非人道性を主題とした緊急の全校集会と学級指導を実施する。 
・連絡ノートをプライバシーが確保される形に改め、子どもからの発信を容易にする。 
・相談箱を増設し、教員宛、養護教諭宛、カウンセラー・教育相談員宛の３つとする。 
・学校便りを発行し、学校の取組を説明するとともに、家庭の協力を具体的に依頼する。 
・チェックシートを活用して、教師各自の教育活動及び自校の体制について再点検する。 

 

（２）感性を頼りに子どもと心のキャッチボールを 

こうした取組の中で、次の２つのことが問題となった。 

・「私たち大人は子どもたちの世界をどこまで把握しているのだろうか。」 

・「いじめ問題に対する私たちの強い思いは、子どもたちに届いているのだろうか。」 

私たちは、この問題に応えていくことを中・長期的な対応の基本とすることとした。その具体策とし

て行ったのが、メッセージ・カードによる調査である。 

ここで、まず、私たち大人が子どもの世界をつかみきれずに悩んでいることを正直に語り、君たちと

心のキャッチボールをしたいと真剣に考えていることを伝えた。その上で、悩みを打ち明けられずにい

る子には、人は助け合って生きていることを、困っている友だちの姿を見ても手をさしのべられずに悩

んでいる子には、少しの勇気を持つことの大切さを、それぞれ大人からの真剣な支えを添えて訴えた。 

※ メッセージ・カードを実施するに際して、一番悩んだのは記名か無記名かという点にあった。緊急の安全確

保策として実施するなら、無記名にすべき。しかしそうした姿勢を続けることは、いじめを許さない風土の

育成と矛盾しないか。悩んだ末、記名方式の選択とした。 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 

 

この取組により、１７件の悩みを受け止めることができた。私たちは一つひとつに真剣かつ迅速に対

応したつもりである。内容によっては、積極的にスクールカウンセラーの支援を仰ぎ、必要なら医療機

関へつなぐことも躊躇しなかった。また、その中には、いじめと判断できる訴えも見出された。これに

【４】いじめの早期発見に向けた児童生徒・保護者へのアンケート調査の工夫 

（９）メッセージ・カードによる調査を通したいじめを許さない学級づくり（中学校） 

    ・メッセージ・カードを通した心のキャッチボール ・道徳、特別活動を生かす 

 ・いじめを許さない風土づくり 
Point 
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対しても私たちは正面から指導し、その指導の経緯を全校の子どもたちに対し明らかにすることで、私

たちの強い思いを伝えていった。 

 

３．取組についての評価等 

 

いじめにかかわる指導の後、文書をもって家庭に指導の報告にうかがった際、学校の指導に対し感謝

の言葉をいただいた背景には、一連の取組による職員の意識の変化もあったと考えている。私たちは、

このメッセージ・カードを通しての対話をこれからも定期的に行っていくことで、子どもたちと心のキ

ャッチボールを続けていきたいと考えている。 

 

〈メッセージ・カード〉 

○○中学校は、誰にとっても「楽しい学校、力がつく学校」を目指しています。私たちも、そのために精

一杯努力しています。ただ、君たちの心の奥にしまわれている思いまでは、残念ながらなかなかわかりませ

ん。 

そこで、君たちにも協力をお願いしたいと考え、これからはアンケート形式で、君たちの思いを定期的に

聞いていきたいと思います。毎日一緒に生活する中で話してくれればそれが一番良いと思いますが、それが

簡単にできない人、あるいはなかなかできないことは、この用紙を通して聞かせてください。 

なお、この用紙で聞かせてもらったことについては、あなたがいいといわない限り、他の人に聞いたり、

調べたりすることはしません。       （   ）番 氏名（             ） 
 

① あなた自身が困ったり悩んだりしていることやいじめられて苦しんだりしていることはありませんか。

あったら書いてください。 

メッセージ１ 人はみんな助け合って生きています。困っているときや悩んでいるとき、あるいは苦しん

でいるときに人に助けを求めるのは、けっして恥ずかしいことではありません。誰もそうやって生きてい

るんですから。 

（略） 

このことについて特に相談したい人がありましたら、その人の名前を書いてください。 

 

② あなたの回りに困ったり悩んだりしている人やいじめられて苦しんだりしている人はいませんか。そう

いうことで、気になっていることがあったら書いてください。 

メッセージ２ 少し勇気を持ちましょう。確かに君たちの世界で起こっていることを大人に知らせるのは、

抵抗があるかもしれません。でも、苦しんでいる友だちの心の中を、本当にその人の身になって考えてみ

てください。そのままではおけないはずです。そしてまた、誤ったことをしている友だちがいたら、それ

をやめさせることが本当の友だちのすべきことではないでしょうか。 

（略） 

このことについて特に相談したい人がありましたら、その人の名前を書いてください。 

  
メッセージ３ 人が一緒に生活するとき、その基本は大変単純なことです。それは、「自分がされていや

なことは人にしない」ということです。まずは、君たちの生活の中から、「キモイ・ばか・死ね」、この３

つの言葉を追放することから始めましょう。 
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１．取組の内容 

 

（１）取組のねらい、目的 

いじめの早期発見の上では、生徒からの情報提供が重要である。いじめられている生徒が直接教師に申

し出られない状況を打破し、現にいじめられている生徒が安心していじめの事実を知らせる手段が必要と

なる。しかも、家庭でもいじめられていることを把握できる機会を保障しなければならない。 
そこで、校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、養護教諭が取組の中心となり、生徒および保護者への

いじめに関する文書と緊急アンケートを作成・配布・回収した。 
（２）取組の内容（18年10月下旬実施） 

資料１…保健室より『心について考える』と題した文書を配布。いじめられている生徒・いじめている

生徒に対しての現状打破を呼びかけるとともに、保護者に対して「いじめを見つけるサイン」を示し、

家庭での協力を要請するものである。 
資料２（割愛）…生徒指導部からは文書で、いじめに対する学校の考え方・指導方針を示した。 
資料３…『緊急アンケート』で、生徒及び保護者から「いじめ被害」の有無・内容・相談相手、いじめ

に対する考えを調査した。 
（３）取組の頻度 

全国的な「いじめ」の頻発により緊急対応となったが、今後は学期に一度は調査することを考えている。 
（４）取組を実現するに当たって課題となったこと、及びそれに対して講じた工夫 

① 生徒の安心感を保証する…一人ひとりの聞き取りでは時間がかかりすぎるし、教師と面と向かって

話ができなくなる可能性が高い。また、教室でアンケート用紙に記入する場合は、ペンを走らせるこ

とによって、誰が詳しく（長い文章を）書いているかが周囲にわかってしまう。そこで、簡単に答え

られ、しかも秘密が厳守できる方法として、家庭に持ち帰ってアンケートに答える方式を採った。さ

らに、安心感を増すために、記名の有無を生徒自身に委ね、提出は厳封した封筒で提出した。 
②  保護者と生徒の対話の機会を保証する…保護者は、「わが子がいじめられていないだろうか。いじ

める側になっていないだろうか。」ということについて、生徒との対話の少なさから疑心暗鬼に陥っ

ている可能性がある。これに対処するために、緊急アンケートは、まず生徒が記入し、その後、保護

者が記入する方式とした。その際、生徒の記入内容を巡って家庭内での対話が期待できた。 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 

 

○取組の実績 

 「緊急アンケート」回収の結果、「いじめを受けている」と答えたものが、記名で２件、無記名で３件あ

った。さらに、「いじめが行われていることを知っている」と１名が記名で回答した。 

・ 保健室からの呼びかけ     ・緊急アンケートの作成・配付・回収 

・ 教職員間の情報共有と組織的対応 

【４】いじめの早期発見に向けた児童生徒・保護者へのアンケート調査の工夫 

（10）いじめアンケート調査による教職員の情報共有と説明責任の履行（高等学校）

Point 
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○取組が効果を上げた実例 

① いじめの被害を記名で記述したもの 

１件は携帯への嫌がらせメールで、他校の生徒からのものであった。担任より、生徒及び保護者に対

し、警察に相談することと全面的に学校が後ろ盾になることを伝えた。もう１件はクラブ活動における

人間関係の悩みであり、担任及びクラブ顧問が状況を把握し、関係する生徒への注意・指導を行った。 
② いじめの被害を無記名で記述したもの 

３件中１件については、教職員間の情報共有の会において、当該クラスの教科担任から、授業中にお

ける気になる出来事が報告された。グループ活動で欠席者がいた際に、グループの変更希望を申し出る

生徒がいたとのこと。この情報をきっかけに該当生徒が確認でき、いじめの状況及び関係者が確認でき

た。その結果、関係する生徒の謝罪と被害・加害双方の保護者に対する対処ができた。 
③ 記名でいじめの存在を記述したもの 

記名生徒に詳しい状況を確認した。特定のクラブ活動に関わる数人の生徒たちによる、クラス内での

嫌がらせと判明、クラブ顧問が関係生徒たちを指導した。 
④ アンケート回収後、いじめの被害を訴えた 

携帯サイトに実名を記載し中傷する書き込みが継続してなされているという訴えが、被害者自ら

より担任に寄せられた。いじめ問題への指導方針に基づき、県警サイバー犯罪対策室及び地元警察

署と連絡を取り、協力を要請した。最終的には加害者が特定され、被害者への謝罪がなされた。教

職員間で情報の共有を図り、一致して取り組むことを原則とした実践であった。 
○取り組みの実施から得られた知見・経験により改善を図った事項 

① 教職員間の情報の共有が解決に結びつくことが再認識できた。教職員はそれぞれが独立した存在では

あるが、危機に当たってはチームとして対処しなければならない。その重要性をお互いが再確認できた。 
② 学校のいじめへの考え方・指導方針を生徒と保護者に示し、理解を得る機会となった。保護者の記述

からは、家庭で既にいじめ被害の事実を把握していたが対処の仕方が分からないという状況も見られた。

また、被害の把握はしているが学校等にいじめの解決を期待していない趣旨の記述もあった。さらに、

我が子がいじめ被害者であるだけでなく加害者であることを心配する記述もあった。 

３．取組についての評価等 

○取り組みについての評価、およびそう評価する理由 

いじめ問題の緊急アンケートは一定以上の効果があったと思われる。公表・実施しなければ表面化しな

かった問題や学校の姿勢により申し出を決断した件も多かった。 
○保護者や地域住民からの反応 

校内で１学期末に実施した生徒の生活実態調査において、いじめられた経験を持つ生徒は非常に多い。

いじめに対して、学校の対応に期待を持たない生徒・保護者も多いと思われるが、実際に、学校の指導方

針を示し、現実に解決が図られることで、家庭の信頼が向上したと思われる。しかし、中には、学校に対

しまったく期待を感じないとの記述やあきらめを持つ生徒・家庭があるのも事実である。 
○現在、実施に当たって課題と感じていること 

今回の取組における課題は、学校への無力感を感じている生徒・家庭への対処と、無記名でいじめ被害

を訴えた生徒への対応である。いじめに関する学校としての考え方・指導方針を定期的に周知するととも

に、生徒の観察と教職員間の情報交換、さらにはいじめ発生の可能性のより少ないクラス・集団形成に向

けた研修が必要であろう。 
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資料１（抜粋） 

      保健室 

 

いじめによる痛ましい事件が報道され幾日か経ちました。この間には、生徒指導部の方から

放送での呼びかけがあったり、HR・学年集会等で話題に上ったりしたので、皆さんもいろいろと

思うことがあったことでしょう。大切なことです。この機会に再度、自分のことや周囲の人のこと

をもう一度考えてみて下さい。 

 

 

①自分より弱いものに対して一方的に②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③

相手が深刻な苦痛を感じているもの                                     

個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかは、いじめられた生徒の立場に立って判断します。

つまり、やった方はその自覚があってもなくても関係ありません。やられた方がそう感じれば

「いじめ」なのです。また、「いじめ」というと恐喝やリンチなどの凶悪で大胆なものを想像しが

ちですが、仲間はずれや無視、人間性を疑ってしまうような悪ふざけ的な暴言やいたずら等、

人の目の届きにくいもの、気づきにくいものまで含まれます。   

                                                  

 
「いじめ」の被害にあっている人は「腹立たしさ」「怒り」「くやしさ」「寂しさ」などの感情でいっぱ

いになっています。そういう気持ちでクラスにいると、周りとの温度差（自分と他人との雰囲気

の高低差）を感じてしまい、誰も私のことを分かってくれないという「孤立感・孤独感」につなが

ってしまうのです。 

 ひとりきりの、居場所がない寂しさ…。自らの望みでひとりになったわけではありません。想

像してみてください。   

                                           

 
 被害にあっている人…。だまって我慢することが「いいこと」ではありません。まず、誰かに

話しましょう。友だちでも親でも教師でも、誰でも構いません。話すことで、気持ちが楽になり

ます。その後、自分はどうしたいのか、どうすればいいのか、その人と一緒にゆっくり考えま

しょう。 

感情のまま行動し、知らずにいじめに関わってしまっている人…。皆さん、自分のことを振り

返ってみて下さい。自分の意ではなくとも、関わってしまっていることはないですか？思い当

たることがあれば、「誰か」や「何か」に対するその思いを、そして怒り・不満・不安等を誰か

に話しましょう。冷静に対処する方法を見つけるために…。 
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資料３（抜粋）            緊急アンケート            （表面） 
生徒指導部 

（  ）年（  ）組（  ）番 氏 名                
                保護者氏名                

（無記名でもかまいません） 
【生徒向けアンケート】１～５は生徒が記入して下さい。 
＊該当する□にレを記入して下さい。 
１ あなたは「いやな思い（中傷、嫌がらせ、いじめ等）」を 
□受けている   
□受けていない 
２ ＊１の質問で「受けている」と答えた人のみ回答して下さい。 
あなたの受けている「いやな思い（中傷、嫌がらせ、いじめ等）」はどのようなものですか 
（複数回答可） 
□暴力   
□言葉   
□使いっ走り   
□無視 
□メール・ブログ・ホームページへの悪意ある書き込み 
□その他（                     ） 
・・・ 
 
【保護者向けアンケート】６～１０は保護者が記入して下さい。         （裏面） 
＊該当する□にレを記入して下さい。 
６ あなたは、子どもが「いやな思い（中傷、嫌がらせ、いじめ等）」を受けているのを 
□気付いていた   
□気付いていなかった 
７ ＊６の質問で「気付いていた」と答えた人のみ回答して下さい。子どもの受けている「い

やな思い（中傷、嫌がらせ、いじめ等）」はどのようなものですか。（複数回答可） 
□暴力   
□言葉   
□使いっ走り   
□無視 
□メール・ブログ・ホームページへの悪意ある書き込み 
□その他（                     ） 
・・・ 
 
＊封筒に厳封し、生徒を通じて○月○日までに担任にご提出下さい。 
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１．取組の内容 

（１）取組のねらい、目的 ：いじめの早期発見、子どもの些細な変化の早期発見と早期対応。 
保護者に、今一度、我が子を見てもらう機会とする。  

（２）取組を始めたきっかけ：１２年前に全国でいじめが多発したこと。 
（３）取組の内容     ：封筒に協力依頼文書とチェックカードを入れ、担任が全児童に渡し、後

日、回収する。担任は、回収したチェックカードをもとに子どもや保護

者と相談する等、子どものケアを早期に適切に行う。   

（４）取組の頻度     ：毎学期１回  
（５）取組を実現するにあたって課題となったこと及びそれに対して講じた工夫 

：教師の中に本当に必要かどうかといった意見もあったが、十分話し合う

ことで理解が得られ、全教職員の共通理解のもと実践している。 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 

（１）取組の実績：１２年間、毎学期、続けている。保護者からの意見も聞き、改良を加えながら実施

している。 
（２）取組が効果を上げた実際の事例 

        ：深刻な事例はほとんどないが、「些細なチェック（△）や保護者のコメントにより、

担任がその児童とのふれあいを深めた。その結果、児童が悩みを語り出し、早期に

心のケアを図ることができた。」といった例が多くある。 
 
３．取組についての評価等 

（１）取組についての評価、及びそう評価する理由 

 とても効果がある。ほとんどの教師が、「安心につながるし、早期発見ができるので続けたい」

と考えている。一度は、「ほとんどチェックされていないし必要ないのではないか」と提案した教

師がいたが、「万一のために続けるべきである」や「これを機会に教師や保護者の子どもへの見方

や、かかわりが変わる」といった意見が多数出たため、現在も継続されている。 
（２）保護者や地域住民からの反応 

反対意見は一度もないが、「分かりにくい項目がある」との意見があり、改良を加えている。 
（３）現在、実施にあたって課題と感じていること 

 現在は、１年ごとに廃棄しているが、次学年に持ち上がっていくことも検討している。その際、

個人情報の保護・管理が重要となる。 

・ 子どもの変化の早期発見     ・保護者による観察チェックカードの提出 

・ 全教職員間の共通理解と早期対応 

【４】いじめの早期発見に向けた児童生徒・保護者へのアンケート調査の工夫 

（11）保護者に対するアンケートを生かした問題の早期発見（小学校） 

Point 
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 学校では、下記の【学校で】１～１７の項目について観察させて頂き、気になることがありましたらその都度指導連絡させて

頂きます。ご家庭では、【家庭で】の１～１６の項目について観察チェックして学校へ提出してください。（略） 

【学校で】            

１ 遅刻、早退や欠席が目だってくる。 

２ 学習意欲がなくなり、成績が低下してくる。 

３ 授業中うつむいていることが多く、発言しなくなる。 

４ 机、教科書、ノートなどに落書きされる。 

５ 教科書、ノートなどが隠されたり、なくなったりする。 

６ 発表するとやじられたり、笑われたりする。 

７ グループ分けで、なかなか所属が決まらない。 

８ ゲーム中にパスがわたらない。ボールを拾いにやらされる。 

９ 作品を製作中に用具がなくなったり、作品を壊されたりする。 

10 休み時間に呼びだされたり、授業に遅れたりする。 

11 頭痛、腹痛などを訴え、保健室へひんぱんにいく。 

12 用事がないのに職員室へ来たり、職員室の近くをうろうろしたりする。 

13 靴、かばん等の持ち物を隠されたり、いたずらされたりする。 

14 掲示物（書写や絵画等の作品）にいたずらされる。 

15 遊びの中で笑いものにされたり、からかわれたり、命令されたりする。 

16 遊びの中でいつも同じことをやらされる。（かくれんぼの鬼など） 

17 一人で掃除や後片づけをしていることが多い。 
                      

【家庭で】 ５／ １１／ ２／ 

１ 持ち物をひんぱんになくしてくる。    

２ 押しつけられたと思われる物を持っている。    

３ 家族に度々お金を要求したり、金品を持ちだしたりすることがある。    

４ 衣服を汚してきたり、あざや傷をつけてきたりする。    

５ 家族のささいな言葉にイライラしたり、反抗したりする。    

６ ひんぱんに電話がかかってくる。    

７ 学校から帰ってきても、外出しないようになる。    

８ 表情がさえず、おどおどした様子が見られる。    

９ 家族との接触をさけ、何か隠しているような気配が感じられる。    

10 登校をしぶるようなことがある。    

11 元気がなくなり、顔色がすぐれなくなる。    

12 衣服に汚れや破れ、すり傷などが見られる。    

13 靴、かばん等の持ち物を隠されたり、いたずらされたりする。    

14 遊びの中で笑いものにされたり、からかわれたり、命令されたりする。    

15 遊びの中でいつも同じことをやらされる。（かくれんぼの鬼など）    

 

16 仲間に入れず、一人でぽつんと過ごすことが多い。    

  ★  ○（目だつ）△（気になる）をつけて、「いじめ」の前兆を見逃さないようにしましょう。 
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 岐阜県岐阜市のある学校では、「記名式アンケートによって真面目に回答してくる生徒の

割合は、生徒による学校評価を表すものと考えられる」とし、実態調査に当たって提出のし

やすい無記名式アンケートではなく、敢えて記名式アンケートを実施しています。その際に、

「提出は自分の都合の良いときでいい」とし、例えば休み時間や放課後に職員室を訪問して

他の生徒の目に触れずに提出することを可とするなど、隠れて提出することが決して不自然

ではないことの説明を予め行っています。こうすることで、面白半分や無責任な意見がなく

なり、正確な実態把握が可能になった、と同校ではとらえています。 

 無記名式調査にも記名式調査にもそれぞれいいところと悪いところがあり、いずれのやり

方に拘泥せず、場合に応じて使い分けるというのも一つの考え方であると思われます。 

 

 そのほか、東京都千代田区では区立小・中学校等の児童生徒 

全員に料金受取人払いの封筒を渡し、いじめを誰にも相談でき 

ない場合は手紙を教育委員会に送るよう伝えています。板橋区 

では、全小・中学校にいじめ投書箱を設置し、定期確認の結果 

投書が見つかった場合には、早急に対応する体制をとっていま 

す。また、児童生徒が自由に投函できる「子ども発信メール」 

を年度初めに区内全児童生徒に配布しています。受信を確認し 

た際には、適応指導教室の指導員が手紙等により助言を与える 

などしています。 

 

 子ども一人ひとりの状況把握については、学級生活にどれだ 

け満足しているか、という観点から質問紙調査を行い、学級に 

属する児童生徒全員の結果を指標化することで、学級集団のそ 

の時点での特徴を把握し、それぞれの状況に応じた改善策に取 

り組む実践も広がっています。 

 

 これら様々な手段を活用し、児童生徒の「心」の状況や学級 

集団全体の状況を適切に把握した上で、状況の改善に向けた取 

組を続けることが今いっそう求められています。 

 

児童生徒のより詳細な状況把握に向けて        
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１．取組の内容 

 

（１）取組のねらい 

 人間関係がまだ十分に育っていない各学期の初めに、人と接する際に必要な基本的なスキル

や感情コントロールの仕方等について学習し、学校における各教科、領域、総合的な学習の時

間、家庭生活等あらゆる場面において強化を図り、子どもたちの人間関係の構築能力を高める。 

（２）取組の目的 

 ・学級における信頼感の醸成 ・人と接する際に必要な基本的なスキルの習得 

（３）取組を始めたきっかけ 

 都市化や核家族化の影響を強く受け、体験不足や遊びの変化、塾や習い事による自由な時間

の減少等により、他人と接する場や機会が極端に減少しており、人と接する際に必要な技術が

未熟なまま、小学校や中学校に入学してくるケースが多いこと。 

（４）取組の内容 

 実施対象児童生徒 ① 市立小学校３・４・５・６年生全児童 ② 市立中学校１年生全生徒 

人 間 関 係 プ ロ グ ラ ム 

学期はじめの授業の実施 
○自己開示・自己表現し学級内で受

容される場面を意図的・計画的につ

くり信頼感の醸成を図る。 
○人と接する際に必要な姿勢・態

度・感情のコントロールの仕方・感

情の読取方を楽しく疑似体験をしな

がら学習する。 

日頃の直接体験の場での学習内容の活用 

○児童生徒が教師や相互にプログラムで学習

した内容を共通理解のもと、学校生活で活用す

ることを約束する。 

○各教科、領域、総合的な学習の時間、学校行

事等、日頃の直接体験の場において、意図的、

計画的に実践させ、定着を図る。 

学

期

は

じ

め

の

授

業 

 

          ＜ 1 学 期 ＞ ＜２学期＞  
（５）取組の主体や実施体制  

市立小中学校で、担任が、当市で作成した教師用テキスト・児童生徒用プログラム実施シー

トを使用し、指導者用ビデオ等を参考にしながら、プログラムに基づいて児童生徒を指導する。 

（６）取組を実現するにあたって課題となったこと、及びそれに対して講じた工夫 

課題としては、①教員のスキルアップ、②保護者のいっそうの理解や協力、がある。そのた

め、①年２回の教員研修（実技研修・理論研修）、②広報紙の発行・保護者会用のプログラムの

開発、各学校への情報提供、市全体、区単位、各小・中学校単位でのＰＴＡ向けのプログラム

体験講座の実施、に取り組んでいる。 

・ 学級における信頼感の醸成 ・基本的な社会性スキルの習得  

・ 保護者の理解と協力 

【５】いじめを生まないよりよい集団づくり 

（12）市全体での人間関係プログラムの実施（小学校、中学校） 

日
頃
の
直
接
体
験
の
場
で

の
学
習
内
容
の
活
用 

Point 
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２．取組の実績、取組の実施による効果 

 

（１）取組の実績  

○ 平成１７年度は特区開始の年度のため、９月から実施となる。年間１２時間の実施。平

成１８年度は４月から、年間１８時間の実施。 
○ 効果測定の実施 
 平成１８年度から年３回実施（市立小中学校の小学校３年生から中学校１年生までの全児童生徒を対象） 

 プログラム実施前：55,143 人   実施後：55,225 人 （中間まとめ） 
（２）取組が効果を上げた実際の事例 

  所属する学級に満足している児童生徒の割合が増加した。（市全体） 

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

小 　 ３ 年 小 　 ４ 年 小 　 ５ 年 小 　 ６ 年 中 　 １ 年

項 目 の 例 　 「 私 の ク ラ ス は 明 る く て 楽 し い ク ラ ス で す 。 」 で
　 　 　 　 　 　 　 「 全 く そ の と お り 」 と 回 答 し た 児 童 生 徒 の 割 合

プ ロ グ ラ ム 事 前

プ ロ グ ラ ム 事 後

 
（３）授業後の児童生徒の感想から 

○ 授業をとおして、自分の言い方や聴き方で直すところがいくつか見つかりました。これ

からは、他人の気持ちを考え、相手と気持ちよく接することができるようにしたいと思い

ました。 

○ 以前、嫌なあだ名で呼ばれ、結局やめてと言えず、言われ続けました。でも、プログラ

ムで学習したことを使うと、相手に自分の気持ちを伝えられることを実感しました。 

 

３．取組についての評価等 

 

（１）保護者や地域住民からの反応（ＰＴＡでの体験研修実施後の感想から） 

○ われわれ大人が体験してもこんなに楽しいのに、子どもたちが楽しくないはずはない。

とても有意義な取組である。 

○ やってみて、保護者もこういったプログラムをやることの必要性を感じました。保護者

会などで、親も「こんな質問したら皆にどう思われるか」など子どもと同じ考えを持って

いるので、なかなか活発な保護者会にならないことが多いのです。 

（２）実施にあたっての課題 

 ○ 教職員の研修の充実及び工夫改善  

○ 児童生徒に対する意図的・計画的な指導の継続 

○ 保護者や地域の理解と協力の充実 
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１．取組の内容 

 

県教育委員会では、５月から７月を「非行防止強化期間」と定めるとともに、年間を通して、各県公

立小学校・中学校・高等学校において児童生徒の「人を思いやる豊かな心の育成」、「規範意識の醸成」

などを目的とした「非行防止教室」を実施している。実施にあたり、小学校・中学校・高等学校別に「学

習指導案」「非行・問題行動の指導対象例」などを掲載した「非行防止教室指導事例集」を平成１７年度

に作成し、各市町村教育委員会、各県公立小学校・中学校・高等学校に配布した。 
 

【小学校編：いじめの指導事例】 

第○学年○組              学 級 活 動 学 習 指 導 案 
○月○日（○）  第○校時 
指導者 ○○  ○○ 

１ 題材名 「いじめ（いじめを許さない心をもつ）」 
２ 本時のねらい 
 ・いじめの意味を理解し、いじめを絶対に許さない心を育てる。 
 ・自他の生命を尊重する態度を育てる。 
 ・いじめをなくすために自分ができることを進んで行う主体的態度を育てる。 
３ 展開 
 

段階 学習活動（主な発問と反応） 指 導 上 の 留 意 点 資料 

導 
 
入 

１ 「友達からされていやな思いをしたこと」の

アンケートの結果を参考に学級の実態を知る。 
 ・差別的な言葉・あだ名 
 ・行動（仲間はずれ、無視、体への攻撃等） 

○敏感な問題であるので、プライバシーには

十分に配慮する。 
○無意識のうちに人を傷つけていることを気

付かせる。 

アンケート

「友達から

されていや

な思いをし

たこと」 

展 
 
開 

 
 

２ どうして相手を傷つける言葉を言ったり、行

動をとってしまうのかを考える。 
 ・何も考えずに友達だから、言ってしまった。 
 ・本当のことだから 
・前に嫌なことを言われたから、仕返しで 

 
 
○「つい」という軽い気持ちでも相手を深く

傷つけてしまうことに気づかせる。 
 
 
 

 

    ・いじめを許さない心の育成 ・規範意識の醸成 

 ・保護者の参加 

【５】いじめを生まないよりよい集団づくり 

（13）学校における非行防止教室を支援する取組（小学校、中学校、高等学校）

いじめを許さない学級をつくろう／いじめをしない・させない・許さない 

Point 



 

 - 41 -

３ 「相手を傷つける言葉や態度」のロールプレ

イを通して、やられた側の気持ちを考え、発表。 
４ 「いじめ」について理解する。 
 ○アンケート結果にでてきたこともいじめの

一つであることを知らせる。 
 
 
 
５ 「いじめをなくすために、あなたならどうし

ますか」をグループで話し合い、発表する。 
・いじめる子に対して 
・いじめられている子に対して 
・まわりの子に対して 

○役割演技を通して、お互いに考えを深め確

かなものにしていく。 
【いじめの定義】 
①自分よりも弱い者に対して一方的に 
②身体的・心理的な攻撃を継続的に 
③相手が深刻な苦痛を感じている 
○いじめは「弱い心のあらわれであり」「人間

としてしてはいけないこと」と理解させる。 
○そばでただ見ている人（傍観者）もいじめ

ていることと同じである。 
○どんな理由があってもいじめはいけない。 
○相手を軽視する言葉、行動がいじめであり、

絶対に許されないことである。 

終 
末 

６ いじめをなくすために自分でできることを

考え、カードに書く。 
○身近な生活の中から考えさせ、絶対に「し

ない、させない」という強い心を持たせる。 
 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 

 

＜平成１７年度非行防止教室の開催状況＞ 

 ○ 小学校：開催率 ９９．３％ ○ 中学校：開催率 ９９．５％ ○ 高等学校：開催率 ９９．４％ 
 
＜具体的な取組例・内容＞ 

○ 関係機関から講師を招いての講話やビデオ視聴等 
○ 校長、教頭や生徒指導主任等による講話  ○ 学年集会での生徒指導主任等による講話 
○ ＨＲでの担任による講話         ○ 作文、感想文やディベート 
○ 学校だより、ＰＴＡ広報誌等を使い、家庭や地域との連携 
 

＜効果＞ 

○ 生徒の規範意識や人を思いやる豊かな心の育成、自己判断力の育成などに生かされている。 
○ 非行防止に対する児童生徒の意識高揚が図られた。 
○ 保護者や地域住民の参加により、地域ぐるみで生徒の健全育成を図る気運が高まった。 

 

３．取組についての評価等 

 

規範意識の醸成のためには、地域や保護者の協力が不可欠である。そのためにも、非行防止教室への保護

者の参加を呼びかけるとともに、保護者参加型の非行防止教室の企画運営が必要である。 

 

＜保護者参加型実施率＞ 

小学校 ６３．４％  中学校 ６３．３％  高等学校 １５．６％ 
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１．取組の内容 

(1)「いじめを考える生徒フォーラム」の実施 

本校では、平成８年度から毎年「いじめを考える生徒フォーラム」（以下「フォーラム」）を実施してきて

いる。同年度には、大河内清輝君のいじめによる自殺について、本人の遺書を学級活動の時間に全校生徒が

読み、フォーラムでは現実に本校にあるいじめを取り上げた。「いじめは差別」という毅然とした考えに立ち、

つらい気持ちを持ちながら登校している生徒を学級・学年・学校として迎え入れることを目的として取り組

んだ。 
現在は、発達段階の違いがあるため、全校一斉によるフォーラムでは深まった討論にならないのではない

かというこれまでの反省から、学年毎に年２回行っている。年度当初は望ましい人間関係の醸成を図る上で

重要な時期であることから、５月に第１回のフォーラムを実施している。まず、事前授業として道徳、学級

活動の授業で命の大切さや友だち関係について学習させる。当日は、各学年の発達段階に応じたビデオ視聴

やロールプレイを行い、討論を行っている。討論では、これまでにいじめられたつらさの訴えや、傍観者の

立場にありいじめられている友人を助けられなかったことなど、学年毎に意見が出ている。その後、学級で

フォーラムの反省を行い、今後の友人との付き合い方等について考えさせている。 
２回目は学級がまとまってくる１１月に実施している。いじめについてつらかった思い等を語ってもらえ

る方を招聘して講演を行い、感想を書かせ、学級単位で全員の感想文を読ませ、紙上討論をしている（友だ

ちの作文を読み込ませることで自分の考えを更に深めていくという手法）。他の学年は、前半で学級討論、後

半で学年討論を行う。少人数で意見を出し合い、学年討論につないでいる。 
(2) 生徒の自助組織「ピアフレンド」活動の支援 

平成１４年度から友だち作りを支援し、いじめをなくすという目的で結成された。参加者はいじめられた経

験のある生徒、生徒会、有志などである（全学年対象。１８年度は３年生６名）。１３年度のフォーラムの中

で、生徒同士による支え合いを行うため生徒会による組織を作ればいいのではないかという意見が生徒の中

から出て、１４年度に生徒会の新たな組織として「ピアフレンド委員会」を新設した。 
主な活動内容は、フォーラムの企画や運営、諸準備などである。また、悩みを抱えている同級生や後輩へ

の相談活動（主に昼休み）や、年３回のいじめ根絶週間「ハートフルウィーク」における啓発活動なども行

っている。相談活動は、学年の校舎ごとに相談ボックスを置くだけでなく、全校生徒を対象に希望調査をし

て実施しており、友だちや異性のことで悩んでいる生徒の相談が実際に寄せられている。そのため、相談の

受け手としての技能を高めるための傾聴トレーニングなど、スキルトレーニングも行っている。また、校内

で生徒の持ち物へのいたずらなどが起きた場合、ピアフレンド通信を発行し、いたずらをなくすためにアピ

ールを行うとともに、全生徒を対象とした相談希望調査も実施している。平成１７年度は、３名の生徒に対

して相談活動を行い、問題解決にまでは至らなかったものの、同じ生徒に話を聞いてもらい様々なアドバイ

スを受けることで、友だちとの人間関係に悩んでいる生徒の関係修復や改善に効果があったと考える。 

・ いじめを考える生徒フォーラム ・ピアフレンド委員会  

・ 生徒会によるキャンペーン 

【５】いじめを生まないよりよい集団づくり 

（14）生徒フォーラムやピアフレンド活動等による望ましい集団づくり（中学校）

Point 
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(3) 生徒会主催「命を大切にしよう」緊急キャンペーンの実施 

今年度は、生徒会で緊急キャンペーンを行った。内容は「命を大切にしよう」という生徒会長による校内

放送による発表、「心のノート」の内容の中で命に関するものをラミネートしたものの掲示、図書委員会を中

心にした命に関する内容の本の紹介、いじめについての生徒指導主事や校長へのインタビューと放送、いじ

め根絶や命を大切にするというテーマの標語募集（全員参加）と優秀な作品の掲示などである。 
 

２．取組の実績、取組の実施による効果 
(1)「いじめを考える生徒フォーラム」 

まず、フォーラムの後にいじめ被害者の訴えが増えている。これはいじめを訴える勇気を得たことと、い

じめられていることを言っても守ってくれる友人がいることを認識したことではないかと判断している。ま

た、いじめを見たときに、これまでアンケートなどでは「何もしなかった」「どうしたらいいか分からなかっ

た」などと答えていた生徒が、「被害者に話を聞いた」「自分たちで仲間に入れた」「先生に伝えた」などと答

えている。その場でやめさせることができなくとも、被害者に寄り添うことができる生徒が増えたと考えら

れる。実例として、小学生時代に受けたいじめで友人関係に自信を失い、なかなか学級に入れなかった生徒

が、フォーラムで発表するたびに自信をつけ、普通に学校生活を送っているというケースもある。 
(2) 生徒の自助組織「ピアフレンド」活動 

活動内容については主に生徒自身が考えている。相談活動については、生徒で解決できる問題は生徒間で

解決させるが、どうしても解決できないような内容については、学習指導等支援教員やスクールカウンセラ

ーが中に入って解決に導いている。ピアフレンドに参加している生徒にも変容が見られ、ある生徒は、本校

に入学後登校してもすぐに帰ったり、トイレに引きこもったりして学校生活に不適応な状態だったが、ピア

フレンドの活動の中で自信を付け、全校生徒の前でアピール文を朗読することができるようになった。 
(3) 生徒会主催「命を大切にしよう」緊急キャンペーン 

このキャンペーンは生徒会役員の自然発生的なアイディアだった。他の生徒も、いじめについて大変関心

の高い時期であったので、図書室の本の紹介コーナーにいつもより関心を示す生徒が多かったなど、思った

以上の反響を得ることができた。また。掲示物についても、歩行中に止まって見ている生徒が多く見られた。 
 

３．取組についての評価等 
(1)「いじめを考える生徒フォーラム」 

いじめ被害者の声を聞くことで、いじめを「悪い」と言った理屈ではなく、感性でとらえさせる実践を進

めてきた。その効果は上がっていると考えられる。しかし、会の中でどうやって生徒に本音を語らせるかと

いうことや、その効果を長く保つことなど、課題は残っている。 
(2) 生徒の自助組織「ピアフレンド」活動 

年々参加者が減り、生徒の意識が低くなりつつある面がある。また、学年によって人数に偏りがあり、同

年齢同士による相談活動が困難なこともある。活動時間帯の問題で、実際に参加したいけれど他の活動や係

活動などと重なって参加できないという生徒もいる。今後、活動時間帯などを工夫するとともに、自主的な

いじめ根絶の組織としての役割について、様々な機会を通して啓発を行っていかなければならない。 
(3) 生徒会主催「命を大切にしよう」緊急キャンペーン 

生徒会の様々な活動は、多くの生徒の心に浸透するものであった。今後も常に様々な視点に立った活動が

できるよう、日々アドバイスを行っていく必要がある。 
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１．取組の内容 

（１）取組のねらい、目的 

  人権について知ることで、相手に対する思いやりのあるかかわり方について考え、いじめのないよ

りよい学校生活にしようとする意欲を持つことができる。いじめは人権意識の希薄さから生じるもの

であり、日常の人権教育の充実がいじめ防止につながると考えた。 
（２）取組の内容  

＜人権集会（児童会による全校集会）＞ 
    ア 人権について知ろう 
      ・人権チェックカード（自己点検）    ・ハッピーメッセージ（相互啓発）  
      ・人権クイズ 言われてうれしい言葉・傷つく言葉ベスト１０（アンケート結果より） 
    イ もっと友達となかよくなるために 
      ・カードゲームのルールやマナーについて考えよう（相手意識・金銭感覚） 
    ウ みんなの幸せを願って 
＜一人ひとりが人権意識を見直すチェックカード＞ 

    子どもたちが児童集会で人権の大切さを呼びかけ

る際に、一人ひとりが自分の人権意識を知る必要が

あると考え、ふだんの相手とのかかわりをチェック

できるカードを全校に配布することにした。カード

の作成については、「相手とのかかわりの中で、どん

なことが大切か」や「相手を大切にするとはどんな

ことなのか」を考えながらチェック項目を選定した。

また、カードで人権意識をチェックすることによっ

て、相手はもちろんのこと「自分のことが好き」だ

と思う自尊感情を持たせたいという願いから、合計

点数を出し、それを「やさしさ度」として、すごい

で賞、あったかいで賞、がんばりま賞と設定した。

これらにより、例えば、漠然と相手を大切にするこ

とが大事だと考えていた６年生自身にとって、人権

について深く考える機会となり、具体的な行動として態度や行動に表れるようになってきた。 
＜互いのよさを認め合うハッピーメッセージ＞ 

  「ハッピーメッセージ」として、相手からしてもらってうれしかったことをカードに書き、児童

玄関前に掲示したり、放送で紹介したりする取組を考えた。このカードは、「心の贈り物」という

意味を込め、貼っていくと花束ができあがるように作成した。 

    ・人権チェックカード ・ハッピーメッセージ  

・「人権意識チェック表」による教員の人権意識の確認 

【５】いじめを生まないよりよい集団づくり 

（15）人権意識を見直し自尊感情を育む学校づくり（小学校） 

Point 
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＜人権について具体的に理解し合うための「人権クイズ」と「言葉アンケート」＞ 

    人権について集会で取り上げるとき、どの学年にとっても分かりやすくし、自分たちの身近な問

題として捉えることができるよう、自分たちの生活の中で問題となっている場面を取り上げ、○×

クイズ形式にして、一人ひとりが参加しながら考えられるように工夫した。 
また、事前に全校に言われてうれしい言葉と傷つく言葉についてアンケートをとり、どんな言葉

が相手に対して思いやりのある言葉なのかを具体的に例示した。これにより、自分の言葉遣いを見

直し、よい言葉がけをすることで、友達と仲良くしていこうとする意欲が育ってきた。 
 
２．取組の実績、取組の実施による効果 
（１）人権チェックカードの感想より 

・ 私は、少し人に嫌なことを言ったり、嫌なことをしたりしていたけど、これからはあまり言わ

ないようにしたいし、温かい言葉をかけていきたい。（３女） 
・ ぼくは、これからだれかが嫌なことを言われていたら、だまっていないで言っている人を止め

たいなと思った。（５男） 
・ 思っている以上に言われた人は傷つくんだなと思った。その場にいても人ごとだと思って何も

しなかったらだめだと分かった。これからは、人権のことを忘れないようにしたい。（５男） 
（２）教職員の人権意識を高めたハッピー集会 
  教員も「人権教育指導のために」の資料にある「人権意識チェック表」を活用し、全教職員で意識

チェックを行った。これにより、普段の指導の在り方を見つめ直すよい機会になった。また、職員会

で人権についての集会を検討することにより、教職員間でも人権の大切さを再認識することが出来た。 
（３）寄せられたハッピーメッセージ 

・ バレーボールでも学校でも困ったときに助けてくれてありがとう。 
・ 歩いているときわたしがおくれていたら、まってくれてありがとう。 
普段のさりげないかかわりから感じる心温まるハッピーメッセージがたくさん寄せられ、お昼の校

内放送で紹介した。こうした相手を大切にすることのよさに触れる機会が増すことにより、人権意識

が高まり、全校的にも具体的な行動として態度や行動に表れるようになってきた。 
 
３．取組についての評価等 
２学期の振り返りの中でこれまでと大きく違ってきたと感じたことは、子どもたちが自分の成長を見

つめる視点に人権意識が加わってきたことである。特に６年生は、全校のリーダーとして学校のみんな

が楽しくなかよく生活する学校にしたいという願いをもち、人権週間に行った「ハッピー集会」は、子

どもたちが自尊感情を育むとともに、互いのよさを認め合う人間関係づくりにとても有効であった。 
また、児童集会で呼びかけた人権の大切さが単発で終わらないように、ハッピーメッセージとして継

続的な取組を設けたことは、子供たちの意識を継続させていく上でも大きな意味があった。 

人権について考えることは、自分たちの生活を楽しく豊かにすることにつながると、それぞれの学年

なりに感じ取っていた。そう考えると、各学期の始めや終わりなど適宜行うことが大切であると思う。

教職員も「人権意識チェック表」を活用して、子どもたちへのかかわり方を点検することも大切である。 
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人権意識チェック表 

教師としての人権意識をチェックしてみましょう 

 

番号 項              目 チエック

 1 あらゆる機会をとらえて生命の大切さを訴えていますか。  

 2 一人一人に分け隔てなく、明るくあいさつをしたり言葉をかけたりしていますか。  

 3 
  

よくできる児童生徒を中心に授業を進めるのではなく、どの子も授業に参加し、一人一人のよ

さが発揮できるようにしていますか。 

 

 4 不登校傾向にある児童生徒の座席等に配慮し、常に学級の一員であることを意識しています

か。 

 

 5 特定の児童生徒に対する嫌がらせ、仲間はずれ、暴力、失敗や間違いに対する冷やかしの言動

を見逃さずに注意していますか。 

 

 6 「いじめられる方にも問題がある」と、いじめの原因を被害者のせいにしていませんか。  

 7 幼児児童生徒の名前を「あだ名」で呼んだり、「呼び捨て」にしたりしていませんか。また、

相手を傷つけるような言葉で注意していませんか。 

 

 8 遅刻や忘れ物をした児童生徒に理由も聞かずに注意したり、叱ったりしていませんか。  

 9 兄弟姉妹と比べて、ほめたり叱ったりしていませんか。  

10 「こんなこともできんのか」と幼児児童生徒をさげすんだ言い方をしていませんか。  

11 「また…か」「いつも…だ」などと、幼児児童生徒を固定的・断定的に見ていませんか｡  

12 「男のくせに」とか「女らしく」など、性別で差をつけたような言い方をして、男女で役割を

固定したとらえ方をしていませんか。 

 

13 「あの国籍の子は…」「あの地区の子は…」「あのクラスの子は…」などと､個人の問題を国

籍や地区、クラスなど、全体の問題のように言っていませんか。 

 

14 「よい学級」｢レベルの低い学年｣など、学級、学年に優劣をつけた言い方をしていませんか。 

15 「しっかり勉強しないといい高校に行けないし、いい職業にも就けない」などと、進路先や職

業に善し悪しをつけるような言い方をしていませんか。 

 

16 「世の中は上下社会だから、差別はなくならない」などと、差別を肯定したり、差別の解消に

消極的な発言をしたりしていませんか。 

 

17 学校のホームページに不用意に幼児児童生徒の個人情報（氏名、住所、写真など）を掲載して

いませんか。 

 

18 連絡帳等を見開きで放置したり、個人情報資料を不用意に扱ったりしていませんか。  

19 本人の承諾を得ないで作文や日記の内容を話題にしたり、学級通信、研究論文などに掲載した

りしていませんか｡ 

 

20 家族調査や面談等で知り得た情報を不用意に職場や地域で話していませんか。  
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 いじめや暴力行為など子どもの問題行動の増加の背景には、子どもの規範意識や社会性の

欠如があると言われています。都市化や少子化の一層の進展等もあり、これらの問題は今後

も引き続き教育上の大きな課題となると考えられます。 

 ここでは、寄せられた事例等をもとに、そのような課題に対応して各学校の生徒指導で実

践されている主な社会性プログラムについて、概略のみ紹介します。 

 

○ 構成的グループ・エンカウンター（SGE） 

 教師や同級生等から「尊重される、認められる、褒められる」体験を経ることで、自分の

良いところや努力を周囲の仲間に評価されることを実感するとともに、自分を肯定的に評価

でき、自尊感情を持てるようにする取組。自己理解や他者理解を深め、人間関係づくりなど

を目的とする。学級活動のほか、学校行事などに関連させて行うことが考えられる。 

 

○ ソーシャルスキル・トレーニング 

 ①人間関係についての基本的な知識、②相手の表情等から隠された意図や感情を読み取る

方法、③自分の意思を状況や雰囲気に合わせて相手に伝えること、④対人問題の解決方法、

などについて説明を行い、また、ロールプレイングを通じて、グループの間で練習を行う。

その後は、日常の中で実践する（例：お年寄りに席を譲る、落し物を届ける、傷ついた友達

を慰める）よう努め、思いやりなど社会的能力の獲得につなげる。 

 

○ グループワーク・トレーニング（GWT） 

 ある課題（ゲーム）にグループで取り組み、事後の振り返りにおいて、グループの他のメ

ンバーが何をしていたかを思い返させることで、自分だけでなくグループの状況も気にする

態度と、グループの一員として適切な行動がとれるよう促す。仲間づくり、望ましい集団形

成などを目的とする。 

 

○ CAP プログラム 

 Child Assault Prevention＝「子どもへの暴力防止」で、子どもたちが、いじめ、誘拐、

虐待等様々な暴力から自らを守るための教育プログラム。子どもに一方的に「～してはいけ

ない」等と大人が説明し、教え込むのではなく、寸劇や話し合いなどを通じて、暴力に対し

て子ども自身の力で色々対処できることを学んでいくもの。 

 

○ アサーション・トレーニング 

 自分の気持ち・考え・意見などを率直かつ適切な方法で自己表現しながら、自分と相

手を共に尊重しつつコミュニケーションを図るトレーニング。決して「声高に主張する

こと」「まず自分の意見を表明すること」を志向するのでなく、あくまで相互尊重の考

えを根底に据える。 

児童生徒の社会性の構築に向けて           
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○ ピア・サポート 

 Peer＝「仲間」を Support＝「支援する」。異学年交流を通じ、「お世話をされる体験」

と、成長した後に「お世話をする体験」の両方を経験し、「自己有用感」を獲得する。同時

に、自ら進んで他者と関わろうとする意欲や必要な能力を、仲間との活動によって培う。 

いじめ問題との関連では、傾聴訓練やカウンセリング研修等を受けた数名のピア・サポー

ターが実際に子どものいじめ相談に当たる取組例もある。 

 

○ ピース・メソッド 

 生徒のストレスの要因となる人間関係や環境に焦点を当て、友人とのかかわりの場を教育

活動全体の中で位置づけ、ストレスを減少させることによっていじめを防止することを狙い

とする。学校・学年を単位として１年～１年半をかけて、生徒指導上の諸問題に取り組む予

防的な手法の一つ。 

 

○ セカンドステップ 

友人から仲間外れにされた場面のロールプレイ等により子どもたちに当事者の気持ちに

なって語り合うことで、相手の立場にも立って考える習慣を付けたり、怒りなどの感情の落

ち着かせ方を学ばせること等を目指すもの。学んだことを生活の中ですぐに実践することを

志向した取組。 

 

 

※そのほか、いじめ問題に関する特色ある授業実践として、以下のような取組があります。

① いじめの問題について争った裁判の判決文を読ませ、どのような行為がいじめに相当す

るかを考えさせるとともに、いじめられた時の対処法についても学ばせる取組（鹿児島県

のある中学校の取組より） 

② いじめ問題の重要性や命の大切さについて伝えるために、総合的な学習の時間や特別活

動で壁新聞を作らせたり、新聞の記事内容に関する討議を通じて、自分とは違ういろいろ

な考え方に触れさせる取組（東京都江東区の小学校の取組より） 

③ 「もし君がいじめを苦に自殺するようなことがあったら」という仮定で、親や周囲の気

持ちを考えさせ、命の大切さを考える授業（大阪府のある中学校の取組より） 
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１．取組の内容 

（１）取組のねらい 

いじめや不登校、暴力行為等の問題行動等の未然防止と解消のために、生徒同士による人間関係づ

くりや相談に関する体験をしたり、その技法を学んだりして、生徒が主体的に課題解決に取り組む意

欲や実践力を育てる。 

（２）取組の歴史 

平成８年、いじめによる事件や自殺者の増加等の問題が深刻な社会問題となった時期に、生徒会が

中心となって有志を募り、○○中学校に「いじめをしない、させない、許さない。そして君を守りた

い」のスローガンのもと、「君を守り隊」が発足した。当時の活動は、各種集会時におけるいじめ防

止や隊員への悩み事相談の呼びかけ、パトロール（朝、昼休み、放課後）、声のポスト（相談箱）の

設置等が主な活動であった。 
その後、「君を守り隊」の隊員は、青少年赤十字（ＪＲＣ）にも所属するようになり、ボランティ

ア活動や募金活動などに進んで参加するようになった。同時期、部活動単位の朝のボランティア清掃

活動が自主的に行われるようになり、生徒会、「君を守り隊」、部長会、学級委員会等の呼びかけによ

り多くの生徒が参加するようになっていった。現在、「君を守り隊」は、平成１８年度でちょうど結

成１０年目を迎え、全校生徒の６５％である３１０名の隊員が活躍をしている。 
（３）取組の内容 

① 君を守り隊の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 「君を守り隊」隊員募集 

入隊届（次頁） （以前は、君を守り隊の隊員に隊員章であるバッジが与えられていた）     

③ カウンセリング及び学級づくりの学習会「SYMpath講座」を開催している。 

「SYMpath講座」＝シンパシー講座という。この和訳は「共感」である。語源はsym（共に）patyein

（苦しむ）である。頭文字のSYM は Sonkei（尊敬）、Yuuki（勇気）、Magokoro（真心）の意味もあ

る。講座内容は、スクールカウンセラーを講師に招き、エゴグラムによる心理テストの実施、アサ

ーショントレーニング、構成的グループエンカウンターのリーダー研修会、リーダーを中心とした

全校構成的グループエンカウンターの実施（この活動に現在は力を入れている）など。 

【６】児童生徒の自主的な活動による問題解決 

（16）生徒会の有志集団「君を守り隊」（中学校） 

・ 生徒が自主的に行う人間関係づくりや相談 ・アンケートの実施 

・ カウンセリング及び学級づくりの学習会 

○○中生徒会 

本部役員 

各種委員会 部長会 「君を守り隊」 

隊長 
1 年生隊 ２年生隊 ３年生隊 

Point 
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「君を守り隊」 入隊届け 

  私は、自分も友達もかけがえのない大切な存在だという、君を守り隊の趣旨に同意し、

君を守り隊に入隊します。 

  そして、○○中学校の中からいじめをなくし、誰もが楽しい学校生活を送れるようにす

る活動に参加いたします。 

    ○○市立○○中学校 生徒会   年  組 

              生徒氏名 

保護者氏名            

④ パトロール活動（現在は実施していない） 

   朝、昼休み、放課後のパトロール活動を展開し、パトロール状況を日誌に記録する。不審な場面

を発見した時には、すぐに近くにいる教師に連絡する。 

⑤ 啓発活動 
各種集会時に、隊長からいじめ撲滅のための呼びかけをする。「君を守り隊通信」を発行し、活

動状況を知らせたり、研修会の案内と参加の呼びかけをしている。 
⑥ 相談箱の設置 

各学年フロアーにカギのかかる相談箱を設置し、「君を守り隊」担当教師の立会いのもとで、毎

日放課後に隊長と副隊長で確認している。相談用紙は各学級にあり、各学級の隊員が管理している。

公表しても差し支えない内容であれば、昼に解決をよびかける放送を流すこともある。 

⑦ アンケートの実施 

定期的に、いじめ等の悩み事に関する質問紙を配り、学校生活の状況を把握している。アンケー

トを集計し、生徒集会や昼の放送、通信で啓発をしている。 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 

（１）取組の実績・成果 

① 隊員の増加（１７年度：２８３名（加入率５７％）、１８年度：３１０名（加入率６５％）） 
② ボランティアによるあいさつ運動、清掃活動の参加者が多く、活発になってきた。 
③ いじめによる相談が少なくなってきている。 

（２）取組が効果を上げた実際の事例 

① 「SYMpath 講座」で実施したエゴグラムによる心理テストの実施、アサーショントレーニング、

構成的グループエンカウンターのリーダー研修会は仲間作りのスキルアップに効果をもたらした。 

② 君を守り隊が中心となって行った全校構成的グループエンカウンターは、全校生徒の絆づくりに

役立った。（生徒の振り返りのアンケートから） 

 

３．取組についての評価等 

○ 生徒の実態調査（アンケート）から、学校が安全で明るく、楽しく、自慢できる学校になってきて

いることがうかがえる。保護者や地域住民からの反応も、学校評価、学校公開日、教育の集い等での

アンケートによれば、「暴力的な生徒はいなくなり、いじめ問題も少なくなっている状況と日頃の教

師の熱心、丁寧、情熱あふれる指導から、安心・信頼して任せられる学校になってきている。」。 
○ 課題は、隊員の活動における個人差の問題（→隊員研修会を計画的に実施する）。ピア・カウンセリ

ングにおける守秘義務の遵守や、保護者や地域への更なる発信にも課題がある。 
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１．取組の内容 

（１）趣旨 

 本校では、11年前に生徒と教職員がいじめや差別のない学校を目指して作詞・作曲した「手をのばせ

ば・・・」を歌い継ぎ、入学式、音楽の授業、音楽コンクールなど様々な機会に合唱している。『さあ

手をのばしてごらん つらいとき悲しいときにはうちあけよう』と語りかけるようなスローテンポな出

だしから、一転アップテンポに変わると、『さあ、みんなで手をたずさえてがんばろう』と力強く、勇

気がわいてくる歌である。 

 いじめを苦に自らの命を絶つ事件が全国でも大きな問題となっている中、これまでの取組と併せて、

生徒の自主性を生かした取組として「いじめ根絶集会」を実施し、「いじめ根絶宣言」を策定した。 

（２）内容 

 生徒の自主性・主体性をはぐくむ活動を通して、いじめを自らの問題として考えさせるために、生徒

会本部役員と人権委員会が中心となり、次の内容で実施した。 

①  趣旨説明   ② 本校の実態（アンケート集計結果から） 

  ③ 全校生徒によるディスカッション（「いじめをなくせるか。」）  ④ 人権委員長からの訴え 

  ⑤ 生徒会長による「いじめ根絶宣言」の説明及び決意表明 

  ⑥ 全校生徒による「いじめ根絶宣言」の読み上げ 

  ⑦ いじめ追放ソング「手をのばせば・・・」合唱   ⑧ 教師による講評 

  ⑨ 事後アンケート実施 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 
（１）「いじめ根絶集会」実施による効果 

①  事前アンケートについて 

   事前アンケートの結果で特に気になる点は、いじめを見た時「何もしなかった」と回答した生徒

の割合が多い点である。このことを受けて、傍観者もいじめをしていることと同じだということを

指導する必要があることを確認できた。 

② 集会の様子 

集会時、各学級から積極的な意見が出され、生徒一人ひとりが真剣な表情で取り組む姿が見られ

た。ディスカッションでは、いじめをなくすために涙を流して自分の意見を発表した生徒もおり、

本音でぶつかり合った集会となった。 

   「いじめ根絶宣言」の読み上げでは、全校生徒が気持ちを込めて読み上げることができた。最後

の「手を伸ばせば・・・」の全校合唱でも、涙を流しながら歌う生徒もおり、全校生徒の気持ちが

一つにまとまった様子がうかがえた。 

③ 事後アンケートについて 

【６】児童生徒の自主的な活動による問題解決 

（17）いじめ追放ソングといじめ根絶宣言（中学校） 

・いじめ根絶集会     ・いじめ追放ソングの全校合唱  

・望ましい人間関係の構築 
Point 
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   事後アンケートでは、「何もしない」という意見の割合が減少し、いじめの解決に向けて具体的

な行動を起こすという意見の割合が増えた。 

 
＜事前アンケート＞ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

見たことがあるに○を付けた生徒に聞きます。その時どうしましたか。

いじめられている人を助けたり励ましたりした

いじめている人を注意した

先生に話した

自分の親（保護者）に相談した

先生に手紙などで伝えた

何もしなかった

 

 

＜事後アンケート＞ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今後、だれかがいじめられているのを見たら、あなたはどうしますか。

いじめられている人を助けたり励ましたりする

いじめている人を注意する

先生に話す（手紙、あゆみも含）

自分の親（保護者）に相談する

何もしない

その他
 

 

３ 取組についての評価等 

事前アンケートでは「いじめを見ても何もしない」という意見が多かったが、「いじめ根絶集会」を

終えた感想や事後アンケートから、「いじめがあれば見て見ぬふりをせず、勇気を出して注意する。」

という内容や、「普段の学校生活の中で、だれとでも仲良くし、差別のない学校にする。」という力強

い意見が多く集まった。生徒会本部役員や人権委員会の生徒の力強い訴えや熱い思いが、多くの生徒の

心を引きつけ、生徒のいじめ問題に対する意識の変容がより良い形で表れたものと考えられる。 

 今後は、いじめ追放ソングを歌い継ぐとともに、新たにつくられた「いじめ根絶宣言」が、今後の学

校生活にしっかりと根を張り、望ましい人間関係が構築されるよう、全教職員で支援していきたい。 

見たことがある 

(53.8%) 

見たことがない 
(46.2%) 

他人がいじめられているのを見たことがありますか。 
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１．取組の内容 

 

○ 取組を始めたきっかけ 

最近のいじめに関するマスコミ報道や「臨時全市校長・園長会(10/23)」及び市内の公立学

校児童・生徒の『いじめに立ち向かう 全市立学校277校生徒会議(11/5)』を受け、いじめ問

題に取り組んでいる。 
 

○ 取組の内容 

（１）最近の取組 

・ 「臨時全市校長・園長会」を受け臨時職員会議を招集し、全教員に対し「いじめ問題の

指導にかかる一斉点検」を指示し、回収した。 
・ 11月上旬「全市立学校277校生徒会議」アピール文及び「いじめ相談ホットライン」を

校内掲示し、生徒会執行部がいじめ問題に係る今後の取組を検討した。 
・ 生徒向け学校評価の中で「困っていること、悩んでいること」を自由に記述してもらっ

た。 
・ いじめ問題を特集した「あしたのために～家庭教育新聞」を全家庭に配布した。 
・ 学校長によるいじめ問題に関する全校放送を行った(12/5)。 

（２）いじめ問題を早期に発見するための日常的な取組 

①全教員による毎朝の声かけ門前指導（輪番制） 
②空き時間における全教員による校内パトロール（輪番制） 
③部活動中における各顧問による部員の状況の把握（第１学年の約７割が活動） 
④年度当初に個人面談週間を設け、生徒の状況を担任が把握 
⑤第１・２学期に保護者懇談会と担任・保護者との懇談会を開き、生徒の状況について相

談している。 
⑥教職員用学校自己評価の実施（いじめ防止の取組について自己点検の項目あり） 

（３）生徒部を中心としたいじめを許さない取組 

①毎朝の門前指導後の担任との連携 
②毎週水曜日LHR時のパトロールの実施 
③生徒部による昼休憩時の門前指導の実施  ④生徒部による下校指導の実施 
⑤２学期終業式の際、生徒会長がいじめ問題に関して全校生徒へ呼びかける。 
⑥いじめ問題に関する教室掲示用プリントの作成・指導 

（４）人権教育部を中心としたいじめを許さない取組 

以前から、差別や偏見がいじめ問題につながりやすいという認識の下、いじめ問題を人

【６】児童生徒の自主的な活動による問題解決 

（18）いじめに立ち向かう全市立学校生徒会議を受けた学校全体の取組（高等学校）

・ 生徒会執行部が関わった取組 ・各校務分掌が連携した取組 

・ いじめ問題に対する一斉点検 
Point 
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権全体に関わる問題として捉え、取り組んできた。10月から人権標語に取り組み、12月の

人権月間に優秀作品を表彰した。11月に各学年のLHRにて人権学習・啓発を行った。1月
には、いじめ問題を特集した人権啓発ニュース「ともに生きる」を配布する予定である。 

（５）保健部を中心としたいじめを早期に発見する取組 

保健部に来室する生徒に対して、保健部の教員、養護教員及びスクールカウンセラーが

丁寧な個別対応を行っている。その中で、家族関係や友人関係に関する生徒の悩みや相談

を受けることが多い。その話の内容により、担任や各分掌と連携し、対応している。 
（６）いじめ問題の再点検と今後の取組 

いじめ対策委員会（教頭・生徒指導主事・保健主事・養護教諭・生徒部教諭２名・各学

年担任（１名ずつ）の９名）を12月 11日（月）に開催し、「いじめ問題の指導にかかる一

斉点検」の集約に基づき、今後の指導内容を協議・確認する予定。 
 
２．取組の実績、取組の実施による効果 
 

（１）教員による「いじめ問題の指導に係る一斉点検」結果を集計することにより、当校にお

ける「いじめ」問題に関する課題がはっきりしてきた。 
（２）いじめを許さない学校を実現するためには、明確になってきた課題を解決に向け、取組

をさらに進めていくことが必要であるとの教職員の意識付けができた。 
（３）上記集計結果に基づき、今後、次の取組を行っていく予定である。 
①「いじめ対策委員会」及び点検指導状況を基に、今後の指導内容を協議・確認する。 
②職員会議や研修会などの場でいじめ問題に関する教職員の意識を高めるための取組を行う。 
③いじめの早期発見のため保護者にアンケートを取るとともに、生徒には学校評価で「悩み・

困っていること」を自由記述させ、対応していく。 
④SC や養護教諭との連携については、担任団を中心に取り組む。 
⑤生徒への働きかけは、担任・生徒部・人権教育部とともに生徒会執行部も働きかけるよう

話を進める。 
 
３．取組についての評価等 
 
現在の全教職員体制での取組などにより、学校生活における生徒の動きはおおむね把握でき

ているが、教員の自己点検結果も活用し、いじめを許さない学校・学級づくりという観点に立

って改善を進めていく。今後、いじめ問題に関する教職員の意識をいっそう高め、いじめを許

さない学校・学級をつくる取組を進めていかなければならない。 
また、いじめ問題を克服するには、校内の連携を強化するとともに保護者にアンケートを取

るなど家庭・地域との連携を一層密にする必要がある。そして、些細な生徒の変化を見過ごす

ことのないように生徒の状況を多角的に把握し、今後も学校として組織的な対策を講じていく。 
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【全市立学校２７７校生徒会議によるアピール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『いじめに立ち向かう 全市立学校２７７校生徒会議』アピール 

平成１８年１１月５日 

 
いじめをしている人へ・・・ 

 笑顔の仮面に隠された涙を感じてください。 
 いじめはゲームじゃない。人の心はおもちゃじゃない。 
 あいつはうっとうしいから・・むかつくから・・ 
 そんなこと、いじめる理由にならないことに気づいてほしい。 
 いじめからは何も生まれないことに気づいてほしい。 
 忘れてしまっていませんか？あなたは、本当は優しい人。 
 
いじめられている人へ・・・ 

 あなたの心を打ち明けてください。 
 勇気を出して・・あなたは決してひとりじゃない。 
 まちがっても、命を捨てることはしないでください。そんなの勇気じゃない。 
 世界に一つのかけがえのない命、生き抜くことこそ勇気なんだ。 
 オレらがいるやん。 
 あなたは、とても大切な存在。 
 
そして、すべての人へ・・・ 

 見て見ぬふりをしている人はいませんか？それは自分を守るため？ 
 「いじめは仕方ない」なんて思ってる人はいないはず。 
 ひとことで、救える心がある。命がある。 
 互いの思いを語り合おう。それが本当の優しさ、そして勇気。 
 本当の耳は、心にある。 
  
 人と人との関わりの中に温かさがある。 
 その手を広げて、手と手をつなごう。 
 そして、もう一度創っていこう仲間という温かい輪を。 
 思いを伝え、ちがいを認め、互いに支え合う仲間づくりをしていこうよ。 

“いじめ”からは何も生まれない！ 
 

～するな！！ させるな！！ みのがすな！！～ 
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千葉県教育委員会は、いじめ問題の深刻化を受け、１８年１１月１４日～１９年３月３１

日を「いじめゼロキャンペーン」と題し、子どもたち一人ひとりが、児童会・生徒会を中心

に話し合い等を通して、いじめについて自分自身の問題として真剣に考えることにより、い

じめに対する問題意識を高めるとともに、いじ 

めを許さないという心をはぐくむことをねらい 

とした取組を行っています。 

まず、１２月中に各学校において「いじめを 

なくすために私ができること」等をテーマとし 

た話し合いを学級会やHRの時間を活用して実施 

しました。次に、子どもたちからなる実行委員 

会を中心として、１月２５日には、県下の国公 

私立学校の小・中・高等学校並びに盲・聾・養 

護学校の代表１７８人が一堂に会した「いじめ 

ゼロ子どもサミット」を県議会議場において開 

催しました。そこでは、それぞれの学校や生徒会での実践を報告し合うともに、子ども達の

手による宣言文を採択し、知事と全県民に向けた宣言を行いました。また、この取組を各校

に持ち帰り、更なる運動を展開する予定です。 

 

生徒会を中心に、全校生徒一人ひとりがいじめを自分たちの問題としてしっかりとらえ、

認識を新たにするため、「いじめ撲滅宣言」や「生徒会による決意表明文」などを発表し、

学校を挙げたいじめを許さない学級づくりを促す取組も実践されています（長野県内の幾つ

かの中学校や東京都墨田区の中学校、大阪府の中学校など）。 

 

 滋賀県教育委員会では、児童生徒とともにいじめ問題を考え、児童生徒の声を対策に反映

させるために、県教委の事務局内に児童生徒、保護者代表、校長、教員、警察関係者等から

構成される「いじめ対策チーム」を１８年１１月に設置し、アクションプランの策定等に向

けた議論を開始しています。このことで、学校現場での生徒会等の自主的な取組を促す効果

も得られると考えられます。 

 

生徒会等における児童生徒の自主的な取組       
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１．取組の内容 

 本県では、平成１５年４月１日より、県教育委員会・県健康福祉部（県児童相談センター）・

県警察本部の職員各１名を「○○少年総合相談」として一箇所に配置し、学校・補導センター

等の相談機関や地域のネットワークなどの専門機関からの相談に応じ、助言や支援を行ってい

る。また、○○少年総合相談としては、一般からの電話相談は直接受けていないが、関係機関

の電話相談と連携しており、いじめなどの深刻な相談に対して、助言を行ったり、学校や関係

機関に働きかけたり等の対応を行っている。 

 
（１）グループ内でのいじめの事例 

ア 取組のきっかけ 

 関係機関の電話相談員がいじめの被害者の父親から相談を受けた。相談者が学校の対応

に不満を持っており、市教委や警察等関係機関の対応が必要な内容と考えられるため、○

○少年総合相談が対応することになった。  
イ  相談内容 

中１女子が、小学校５年時から一緒に行動しているグループの子たちから、悪口を言わ

れるなど言葉のいじめや草を食べることを強要するなどの嫌がらせを受けていた。被害者

の父親が中学入学当初に異変に気づき、子どもに確認したところ、いじめの事実がわかっ

た。そのため、中学校に相談し、加害者の保護者とも話し合いをしたが、加害者側はいじ

めを認めず、謝罪もなかった。加害生徒の保護者の監督責任として、損害賠償も考えてい

るとの相談内容であった。 
ウ 対応状況 

① ○○少年総合相談より、市教委に事実確認を依頼したところ、中学校入学後に保護者

から相談があり、小学校在学時のいじめの問題が解消されていないことに対して不満を

持っていることがわかった。そのため、出身小学校への事実確認を行ったところ、小学

校では保護者から相談を受け、グループへの事実確認は行ったが、加害者がいじめを否

定したためそれ以上の追及ができず、「罰ゲームとして遊んでいただけで、いじめではな

い」と結論づけていたことがわかった。 

  

  

一般的な相談の場合   

地域ネットワーク   
学校、補導センター   
など   

  相談者   
    

専門的な相談の場合   

  
  

○○少年総合相談   

  

【７】日頃からの関係機関等との連携 

（19）「県少年総合相談」の運営といじめ問題への取組（県教育委員会、児童相談所、県警）

・電話相談の連携  ・関係機関のコーディネート      

/ ・事案の状況に応じた迅速・的確な対応 
Point 
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② 被害者の保護者が警察に被害届を出す意向であったため、○○少年総合相談より警察

署に対応を依頼した。 
③ 該当生徒・該当生徒の保護者・出身小学校（校長・教頭・担任）・市教委で再度話し合

いを持ち、父親が気持ちを訴えたところ、小学校側と一人を除いた加害生徒たちも、い

じめの事実を認め、父親と本人に謝罪を行った。 
④ 一人の生徒と保護者からの謝罪が得られなかったため、学校での話し合い後、被害者

の保護者が警察署に相談に行った。警察署では今後、学校・市教委・警察が協力して対

応していくことを伝えた。 
⑤ 出身小学校において、再度グループ全員に対して、いじめの実態についての聞き取り

と指導を行った。 
⑥ 中学校としては、被害生徒に対してはスクールカウンセラーによるカウンセリングを

行い、注意して見守っていくこととした。 
⑦ その後、被害者の父親から関係機関に電話があり、出身小学校や加害者側と十分に話

し合いができ、全員ではないが加害者側からの謝罪も受けたことで、一定程度安心した

様子であることがわかった。今後の中学校生活についてもカウンセリングによるケアを

引き続き受けられるという提案につき納得された様子であった。なお、被害届は出され

なかった。 

 

２．取組の実績、取組の実施による効果 

関係機関から○○少年総合相談に対応を依頼される内容は、いじめの問題が多く、中でも

学校に相談したが解消せず、対応に対する不満を訴えるものが多い。○○少年総合相談では、

関係機関の電話相談と連携することにより、学校や警察、児童相談所などの関係機関の対応

に迅速につなげることができる。また、対応内容を関係機関の電話相談員から相談者に伝え

ることで、相談者の反応を見ながら、より的確な対応をすることができる。 
  今回の取組では、出身小学校でのいじめが解消されないまま中学校に入学しているため、

被害者の保護者の学校への不信感が強くなったと考えられるが、市教委・警察との連携がと

れたため、被害者の保護者の納得のいく対応ができ、今後の学校生活についても一定の安心

感が得られたと思われる。 
  関係機関の電話相談には何度か父親から電話があり、当初は興奮し言動も激しかったが、

十分に話を聞き、学校の対応を伝える中で、考え方にも変化が見られ、前向きに暖かく見守

る姿勢が見られるようになったということである。電話相談の役割と、○○少年相談の役割

をうまく生かして連携・協力できた事例であると考える。 
 

３．取組についての評価等 

本県では教育委員会、県児童センター、県警本部、法務局などに多くの相談窓口があるが、

○○少年総合相談と連携している県児童相談センター、県警察本部の電話相談については、県

教育委員会、県警察本部、県児童センターの三者が連携して相談内容に対応できるため、相談

者からの情報に対して、状況に応じた迅速・的確な対応が可能であると考える。特に、いじめ

と虐待の問題への対応に効果が大きい。 
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１．取組の内容 

 

【年度当初からの学年のねらいと取組】 
   中学生に、社会で起こっていることを考えさせることで、社会と学校の距離を近づけ、

子どもたちの社会性を養うために、今年度の１年生より朝読書の一環として、新聞記事を

読ませ考えた後に、その感想を書かせる指導を行ってきた。資料（新聞記事）については、

学年の教員がタイムリーな記事を精選し、提供してきた。 
【命の尊さについての取組】 

   ６月には、命の学習「命の尊さについて」の中で、「生まれた時のエピソード」を保護者

に書いてもらい、それを資料として活用し、「命」について考えさせた。 
  （これ以後、朝読書についても「命の尊さ」を扱った新聞記事を取り上げた。） 
【いじめ問題が連日報道されるようになってからの取組】 

 ○ いじめられたことに苦しみ、多くの小中高生が自殺するという痛ましい事件が相次いで

起こっている。当然、対岸の火事ではなく、実態把握をはじめとした対応や未然防止のた

めに、家庭・地域と連携して、いじめを許さない気風をどのようにつくるかを、学年の実

態に合わせて模索してきた。 
 ○ 連日のように報道される「いじめ」に関する新聞記事を、「命の尊さ」を学習してきた１

年生にとって、考えを深める貴重な資料になるとして取り上げた。 
【いじめを許さない雰囲気の醸成のための取組＜１１・１２月＞】  

「いじめを考える(1)」《生徒の実態把握》 

   ６項目のアンケートを実施し、その結果から子どもたちが「いじめ」をどのように捉え

ているのかを把握した。 
「いじめを考える(2)」《生徒の思考・仲間との響き合い・保護者への働きかけ》 

   新聞記事を読んだり、ＮＨＫ金曜書き込みテレビ「いじめを考えよう」のビデオを視聴

したりし、その感想や思い・考えをまとめさせ、「いじめを考える～つづられた１年生の

心～」を作成し、生徒・保護者に配布した。 
 「いじめを考える(3)《保護者の参画・思いの共有化》  

   保護者にも「いじめ」に対する思い・考えを書いてもらい、その子どもたちへの便りを

まとめ、メッセージ「子どもたちへ」を作成した。 
  １１月２７日（月）の授業参観では、メッセージ「子どもたちへ」を資料にして、参観

保護者にも親の立場で、資料を朗読してもらったり、子ども達に呼びかけをしてもらった

りした。 
（保護者の積極的な参画を求めるために、管理職を通じてＰＴＡと連携を密にとった） 

【７】日頃からの関係機関等との連携 

（20）保護者も参画したいじめを許さない学校・学年づくり（中学校） 

    ・「命の尊さ」についての取組 ・生徒と保護者の対話  

・共に学び考える授業 
Point 
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              取組の      まとめ  

 ○ １２月５日（火） 人権月間に因んで学校長が人権講話をする。その後「世界人権宣言」

の資料をもとに、人権についての学習を行う。 
 ○ １２月６日（水） 弁護士 大平光代さんの体験に学ぶ。ビデオを視聴して学級で話し

合う。 
○ １２月７日（木） 「いじめ」学習のまとめとして、「いじめ根絶のために自分たちにで

きることは！」と題して話し合い、考えをまとめたり、班ごとに話し合いを行って標語を

考えて発表しあう。 
                今      後 

 「いじめ根絶宣言」のアピール活動を行うと共に、生活白書の作成につなげていく。 
 
２．取組の実績、取組の実施による効果 
 
○ 朝読書として新聞記事について考えさせ、感想を書かせてきたことで、子ども達は社会

での出来事や社会事象について興味関心を持つようになり、様々な社会の問題を身近な問

題として捉えられるようになってきた。 
 ○ 毎日、新聞を読んで感想をまとめることの積み重ねにより、限られた時間の中で自分の

意見を適切な表現でまとめられるようになってきた。 
 ○ ６月以降、「命の尊さ」をテーマに人権学習や朝読書（新聞記事）を行ってきたため、「命

の大切さ」をより深く考えられるようになってきた。 
 ○ 保護者参画型の取組を実施したことにより、子どもたちは改めて親の思いを知り、親は

子どもたちの現状を知ることができた。 
 ○ 子どもたちの心に、親の思いや大人の思いが素直に浸透していると感じた。 
 

３．取組についての評価等 
 

○ 最近の子ども達、特に中学生の様子を見ていると、本当は親にもっとかまって欲しいし

相談にも乗って欲しいにもかかわらず、親とうまくコミュニケーションがとれない生徒た

ちが多く存在すると考える。また、逆に生徒の成長に合わせて、うまく対応することがで

きなくなっている親たちも増えている。そのような状況の中で、学校が仲介役を果たすよ

うに、生徒と保護者を「いじめ」「命の大切さ」という観点で結びつけ、生徒・保護者・教

師が真剣に考え合ったことは、このように「いじめ」で自殺が相次いでいる時期において、

非常に価値ある取組であったと考える。 
 ○ 保護者からの生の声（便り）が多数寄せられ、子ども達へのメッセージとしてまとめら

れたこと、それをもとに授業参観時に親がゲストティーチャーとして直接生徒たちに呼び

かけを行ったことなど、生徒たちと一緒に考えられる機会が持てて良かったと保護者も感

じている。 
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 子どもの心の問題は、様々な要因が絡まりあって生じているものです。そのため、学校だ

けで対応すべきものではなく、家庭や地域社会はもちろんのこと、福祉機関、保健機関、相

談機関等様々な関係機関が相互連携し、支援すべき子どもに対する共通認識の下できめ細や

かな対応を行うことが、今後、いっそう重要になってきます。 

 

 このような中にあって、「スクールソーシャルワーカー」の取組が注目を集めています。

スクールソーシャルワーカーとは、一般には、「学校で子どもたちが健全な教育が受けられ

るように、かつ、子どもたちが生活全般の中で抱えている問題を自ら解決する努力を支援す

るため、学校、家庭、地域の人々や関係する機関の専門家たちがチーム体制を組んで行う活

動に貢献する、『社会福祉の専門的な知識・技術を有した教育・福祉の専門家』」であると

されています。 

 

例えば、大阪府では、平成１７年度よりスクールソーシャルワーカーの配置を開始してお

り、配置校（小学校）における不登校児童や課題を抱える児童に関する状況把握や相談活動、

配置地区内の小学校におけるケース会議への参加とケースの見立て等を行っています。兵庫

県赤穂市では、青少年育成センターにスクールソーシャルワーカーを配置しており、香川県

では、学校内での関係教職員等との連携・支援や学校外の関係機関との連携・調整を行うた

め、スクールソーシャルワーカーを公立学校に派遣しているところです。 

 

 文部科学省でも、平成１９年度予算案において「問題を抱える子ども等の自立支援事業」

を新しく実施することとしており、こうした関係機関と連携した効果的な問題行動対策につ

いて調査研究を行うこととしています。同予算も活用しつつ、各地域での取組の充実・強化

を図っていただきたいと思います。 

 

スクールソーシャルワーカーについて         
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 いじめの問題等の解決をより適切に行うため、首長部局と教育委員会とで連携を十分取り

ながら対応するためのセクションを設けるなどの取組を講じる自治体が増えています。 

 

 佐賀県武雄市では、学校でのいじめの問題等に迅速に対応するため、平成１９年４月に市

長部局に「こども部」を新設し、関係機関との連携を図りながら、学校や市教委への支援を

行っていくこととしています。学校や市教委は、いじめの事案を確認した場合に、こども部

とも相談して、より効果的な対策を検討・実施することができます。 

 

 宮城県美里町教育委員会では、学校や家庭からいじめに関する相談を受け付ける「いじめ

対策班」を新設し、教員 OB 等による相談活動を行い、ケースに応じた助言など、問題の深

刻化を防ぐための取組に努めています。 

 

大阪府教育委員会は「子ども支援チーム」を設置し、市町村教育委員会から解決困難ない

じめ問題等について相談を受けたときに、必要に応じて指導主事や臨床心理士等の専門家か

らなる個別対応チームを編成し、学校を支援しています。 

 

いじめ等の問題解決に向けた緊急体制整備について   

 



 

 - 64 -

 

 

 

 

 

 

 

１．取組の内容 

 
（１）取組のねらい 

問題行動等の低年齢化に鑑み、中学校はもとよりすべての小学校にも問題行動等に係る対

応マニュアルを整備する。 

（２）取組を始めたきっかけ 

学校の生徒指導に関して、本市教育委員会に寄せられる市民意見の中に、①学校の対応が

遅い、②学校の生徒指導方針が伝わってこない、③学校の指導が教師によってバラバラであ

るなど、学校における生徒指導が児童生徒及びその保護者に十分な理解を得られていない事

例があったことがきっかけである。 
（３）取組の内容 

平成１７年 ９月 「小・中学校臨時生徒指導連絡協議会」の開催 

対象：全小・中学校の校長及び生徒指導担当教員 

        目的：生徒指導体制の確立と対応マニュアルの必要性についての研修 

平成１７年１０月～１１月 「区別小・中学校臨時生徒指導連絡協議会」の開催 

     対象：小・中学校の校長及び生徒指導担当教員 

目的：①問題行動等に係る対応マニュアル作成への具体的説明 

②小・中学校の生徒指導に関する情報交換 

③小学校の対応マニュアルづくりへの助言 

              ※本市８区の行政区につき、２区ずつ４回にわたり実施 

平成１７年１２月 全小・中学校で「問題行動等に係る対応マニュアル」整備 

平成１８年 ５月 「小学校・中学校生徒指導連絡会議」の開催 

        対象：生徒指導担当教員 

        目的：実効性のある問題行動等対応マニュアルの作成についての研修 
平成１８年 ９月 全小・中学校「問題行動等に係る対応マニュアル」の整備・状況調査 

（４）取組を実現するにあたって課題となったこと、及びそれに対して講じた工夫 

①課題：小学校では、個々の問題行動への対応について、基本的な生徒指導方針はあって

も組織的な対応になっていない場合や、対応ノウハウが十分でないことがあった。 

②工夫：連絡会議や研修会のときには、必ず小学校と中学校の校長・生徒指導担当教員が

参加するという形式をとり、中学校の生徒指導に関するノウハウを小学校に取り

入れるなど、対応マニュアルの作成にあたって中学校の助言が得られるようにし

た。 
 

【８】対応マニュアルの策定 

（21）市立小・中学校における問題行動等への対応マニュアルの整備（市教育委員会）

    ・迅速な初期対応のためのマニュアル整備 

 ・対応方針の明確な説明 ・指導についての共通理解 
Point 
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２．取組の実績、取組の実施による効果 

 

（１）取組の実績 

問題行動等に係る対応マニュアルの整備状況の推移（取組後、すべての学校でマニュアルの整備が行われた） 
  小学校  中学校 

平成１７年 ８月   ５６％   ９７％ 

平成１７年１２月 １００％ １００％ 

（２）問題行動等に係る対応マニュアルの作成上の４つの観点 

※ 各学校に次の４つの観点を入れて作成するよう指示している。 
① 全体の流れがわかりやすい図で表されていること 
・ 迅速な対応が求められる中、指導・対応の流れが図で示されていれば、すべての

教職員にとって流れが掴みやすい。 
② 全体の流れの中で、誰がどのように動くのかが明記されていること 
・ 指示系統をはっきりさせておくとともに、情報収集と伝達経路をはっきりさせて

おくことが大切である。 
③ 個々の問題行動に対する具体的な対応が示されていること 
・ 授業規律に関する内容（授業遅刻、授業エスケープ、授業妨害等） 
・ 社会規範から逸脱した行為（万引、喫煙等） 

・ 暴力行為等（いじめ、生徒間暴力、対教師暴力、器物損壊等） 

④ 関係機関との連携についての表記があること 
・ 学校だけでは対応が困難な場合もあることから、学校は各関係機関の専門性を活

かした指導を組み込むことにより、より効果的な指導が望める。 

 

３．取組についての評価等 

 

（１）取組についての評価 

① 全小学校・中学校において「問題行動等に係る対応マニュアル」の整備が完了した。 
ア すべての教職員が迅速な初期対応をとることが可能となる。 
イ 児童生徒及び保護者への対応方針等が説明しやすくなる。 
ウ 教職員の問題行動に対する指導の共通理解が可能になる。 

② 小学校と中学校の生徒指導の連携がより密になる。 
 ※特に小学校において、組織的な指導体制の確立に効果がある。 

（２）保護者や地域住民からの反応 

 学校の生徒指導に関する理解が得られやすくなる。 
 ※学校の生徒指導に関する対応方針が明確になり、保護者・地域から信頼される学校づくりに役立つ。 

（３）今後の課題 

 学校は、それぞれの問題行動の事例を事後に必ず検証することにより、より実効性のある

対応マニュアルとなるよう努めることが重要である。そのため、教育委員会は定期的にその

整備状況の把握に努め、今後も適切な指導・助言をしていくこととしている。 
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 いじめ問題への取組の徹底に向けて、各都道府県等で作成・配布している教師用指導資料

の見直し等を行う例が見られます。 

 

 広島市教育委員会では、インターネットの掲示板上

でのいじめが最近増えていることなど、いじめ問題に

ついてこれまでとは違った様相が見られることから、

指導資料の改訂を行い、平成１９年１月に市内の全教

員に対し配布し、いじめへの対応能力の向上を図った

ところです。手引きは、いじめをなくすために教職員

が取るべき姿勢を記した「いじめを生まない学校体

制」、子どもの危険信号を早期発見するための「早期

発見のための取組」、いじめへの対処方法をまとめた

「発生したときの取組」を中心に構成されており、起

きてしまった問題の解決までの指導方法の例示等も行っています。 

 

 鹿児島県教育委員会では、いじめの早期発見と早期対応に向け、いじめ問題に対する基本

認識への基本姿勢、いじめにはどんな形態があるのか、学校にできることは何なのかなどを

具体的に記載した教師用手引き「いじめ対策必携」を、先生が日頃から使いやすいよう手帳

サイズにして、県内の全教職員に配布しています。 

 

 

教師用指導資料の配布について            
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Ⅱ 実際にいじめが起こった際の対応事例 
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１．事例の概要 

（１）いじめ発見のきっかけ 

 中学２年女子Ａ子が相談室に来室し、カウンセリング指導員(※)に悩みを話したことにより事実が明るみ

になる。訴えの主な内容は、「学級の人が、私だけに、清掃時に雑巾拭きをさせたり、給食時に食器の後始

末をさせたりする」「内履きズックの中に画鋲が入っている」「学年の女子３人から、『死ね』『消えろ』と

言われ、つらい」等であった。 

（２）Ａ子について 

①  入学前の状況 
・ 小学校では、４年生２学期から卒業するまで嫌がらせを受け、つらい思いをした経験を持つ。「足を

ひっかけられ怪我をした」「筆箱を隠されたり、鞄の中を無断で見られたりした」と話す。 
・ 担任に嫌がらせをされたことを訴えると、その後、仲間から「チクリマン」と言われるようになっ

た。「先生に言ったら嫌がらせがひどくなった」「言わなきゃよかったと思った」と話す。 
②  中学校での状況 
・ 入学後、嫌がらせは収まっていたが、中学２年になり再び嫌がらせを受けるようになり、つらい思

いをしている。 
・ 部活動や学級において、同級生と話す姿はほとんど見受けられない。つらい思いをするのが嫌で、

自分から対人関係を避けて過ごしている。「私は嫌なことをされても仕返しができない。貧乏な家で育

っているから、ビクビクして何も言い返すことができない。」と話す。しつこく繰り返される仲間によ

る嫌がらせによって、Ａ子は不安や自信のなさ、自分に対する否定的な見方をより一層強めているこ

とも明らかである。 
・ Ａ子については、就学指導委員会において就学相談の必要性が検討される一人であるが、丁寧にノ

ートをとるなど、まじめな授業態度である。 
 
(※)カウンセリング指導員は、カウンセリングに関する専門的な素養と経験、優れた指導技術を有す

る小・中学校教諭の中から県教育委員会が委嘱し、籍を有する中学校校長の服務監督下にあって、

当該中学校及び校区小学校において、生徒指導上の諸問題に対応する教員のカウンセリングに関す

る資質向上を図るとともに、児童生徒や保護者へのカウンセリング等による援助・指導を行う。県

全体で２５中学校（いじめや不登校数が多く、生徒指導上課題の多い名学校）に配置。 
 
 

２．対応策及び事態の経緯 

（１）Ａ子への支援 

  Ａ子が休み始めた日、担任とカウンセリング指導員は直ちに家庭訪問をした。Ａ子のつらい思いを親身

に聴くとともに、事態を解決する方法について共に考えた。また、教師が一丸となりＡ子の味方になるこ

【１】学校を挙げた支援 

（22）カウンセリング指導員とも協力して「心の居場所づくり」を図った事例（中学校）

・カウンセリング指導員への相談 ・危機意識と組織的な指導体制 

・学級担任への支援体制 
Point 
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とで、嫌がらせから守ることを本人及び保護者に伝えた。 

   管理職、カウンセリング指導員、学年の教師及び生徒指導部はＡ子について情報交換を行い、その原因を

究明して対策を練った。 
学級内では、担任がＡ子の「心の居場所」を確保するよう、座席を配慮したり、「生活ノート」を通して

担任との信頼関係を深めたりした。また、相談室では、カウンセリング指導員がＡ子の話をしっかりと受

け止め、アサーショントレーニングを行ったり、自己肯定感を高めるエクササイズを実施した。学年全体

の指導としては、学年集会や学級指導で、教師が「いじめは断固として許さない」という毅然とした態度

を示すとともに、自分がいじめられないために追従したり、傍観したりしないよう、自分自身の問題とし

て考えさせた。 
（２）加害生徒への指導 

心ない言葉を発した女子３人は「何となく気に入らないから嫌がらせをした」「ゲーム感覚だった」「仲

間になんとなく引きずられて、からかった」と話した。また「からかっても表情を変えないＡ子がつらい

思いをしているとは考えられなかった」とも話した。 
カウンセリング指導員が、行為に及んだ原因について聞くことを通して事実を確認し、生徒指導部と学

年の教師が連携して指導に当たった。特に「自分本位の行動の改善」、「他人の気持ちを考える」、そして「内

省の機会を与え、将来への希望を持たせる」ことに重点を置いた。 
また、保護者に事実を知らせ、二度とこのようなことをしないためにどうあればよいか保護者を交えて

話し合う機会を設けた。 
（３）全校への働きかけ（日常的な取組として） 

   生徒が充実した学校生活を送るための学校全体の取組として、「時間を守る」など、基本的な生活習慣の

育成に重点を置くことを再確認した。また、学期毎に実施する面接期間をより意義あるものにするため、

事前調査として「悩み調査」を行い、一人ひとりの生徒の理解を深めるよう努めた。 

  道徳の時間では、学年で指導案を検討し、一人ひとりの心を耕す道徳の時間の充実に努めている。 
校内生徒指導委員会では、月の欠席日数が２日以上の生徒について情報交換を行っている。いじめや不

登校をはじめとする問題行動等はいつでも起こりうるという危機意識を持ち、小さな生徒の変容について

も情報交換をして、対策を立てている。 
（４）その後の経緯 

欠席しがちなＡ子であったが、最近は教室で授業を受けられるようになり、昼休みには相談室でおしゃ

べりも楽しんでいる。また、加害生徒に対しては「いじめは断固として許さない」という毅然とした態度

を示したことで、心ない言葉がなくなり、相手を思いやる言動が教室や部活動で見られるようになった。

しかし、生徒間には暗黙の力関係が今でも見られるため、今後、別の生徒によるＡ子へのいじめが起きな

いよう、あらゆる機会を通して「心に響く指導」を継続することが必要である。 
 
３．事例における対応についての評価等 

些細な生徒の変容も見逃さない教師の危機意識、管理職を中心とした組織的な指導体制、特に学級担任へ

の支援体制が重要である。一人ひとりの生徒を見つめ、育てる生徒指導体制の下での生徒指導の機能を生か

した指導の充実が、いじめがない学校づくりに結びつくと考える。 

 伸び盛りの中学生期の生徒たちには、問題行動は起こりやすいものと教師が考え、問題行動をいち早く察

知する感性や、速やかに管理職へ報告・連絡・相談する指導体制を今後も維持・継続していきたい。 
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１．事例の概要 

 

(1)  いじめを受けていた生徒（Ａ） 

中学男子。転入生。小柄でおとなしく、運動が苦手。ゲームが得意。 

転校前の中学校で不登校。転入後も不登校傾向。 

(2)  いじめた側の生徒（Ｂグル－プ） 

  上級生と同級生の男子計４人、明るく運動が得意なグル－プ。 

(3)  いじめが始まったきっかけ 

転入後、ＡとＢグル－プは週休日にいっしょにゲームをするなどの交流が増えつつあった。その一方で、

おとなしい A に対して廊下ですれ違うときに突然大きな声で驚かしたり、通せんぼをしたりするなど、Ｂ

グル－プの生徒たちによるからかいやいたずらも見られるようになってきていた。 

そのような時期のある週休日、ＡはＢグル－プに誘われ、近所の広場で一緒にゲ－ムをして遊んでいたが、

途中から「ハンバ－ガ－遊び」が始まった。じゃんけんで負けた者が一番下になり、次々に上に覆い被さっ

ていくという遊びだったので、小柄で運動の苦手なＡは、参加したくなかったがはっきりと断れずに、無理

矢理仲間に入らざるを得ない状況であった。他の生徒にとっては、おもしろおかしい遊びであったが、Ａに

とっては辛い時間であった。 

翌朝、同様の遊びが続くかもしれないという思いや、それまでのからかいが気になり、Ａは登校するこ

とを激しく嫌がった。 
 
２．対応策及び事態の経緯 

 

(1)  学校の対応体制といじめ発見のきっかけ 

不登校傾向の生徒が転入するという前在籍校からの情報を得て、全職員で情報を共有し、「注意深く観察

し、チームを組んで支援する」ことを事前に共通理解していた。 

転入後、学校を休みがちになってきたＡの状況を見て、担任、副担任、教頭でＡのための個別支援チ－ム

をつくった。［図１参照］ 

  ・担 任：「教室支援担当」。主として、学級全体の人間関係づくりを進める。 

  ・教 頭：「家庭訪問担当」。Ａが登校を渋る時に家庭訪問をし、Ａや保護者との信頼関係を築きながら登校

を勧める。 

  ・副担任：「話し相手担当」。休み時間等にＡと語り、学校が居心地のよい場所になるようにする。 

  今回の事例は、Ａが欠席したので支援チ－ムの家庭訪問担当が家庭訪問をしたところ、保護者と A から

「ハンバ－ガ－遊びという怖い遊びをさせられた」から登校したくなかったという訴えを聞くことができ、

早期対応につながったものである。 

【１】学校を挙げた支援 

（23）個別支援チームを中心とした組織体制の確立と迅速な対応を図った事例（中学校）

・不登校生徒についての事前理解 ・家庭訪問による発見と支援チームによる早期対応

・「どんな小さないじめも決して許さない」という全職員の共通認識 
Point 
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【図１ Ａに対する支援チ－ム】 校 長

上級生の 支援チーム
担任

副担任 担 任 教頭
（話し相手担当） （教室支援担当） （家庭訪問担当）

保護者 外部機関A
いじめた側の生徒 ・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
(Ｂグル－プ) ・教育ｾﾝﾀｰ

生 徒 指 導 委 員 会 ＝ 全 職 員 参 加

生
徒
指
導
主
任

(2)  学校の組織としての対応 

Ａからの訴えを聞き取った家庭訪問担当(教頭)は、校長に報告し、担任・副担任・生徒指導主任を含めて

今後の対応を協議した。そして、本事案をいじめの兆候と判断し、いじめた側の生徒に対する指導、Aへの

ケア、保護者への説明をその日のうちに行うこととした。 

  【Ｂグル－プの生徒への対応】 

担任と生徒指導主任が、個別に事実確認を行った。生徒たちは「交代で一番下になっていたので決していじめでは

ない。また、この遊びに入る前にAは嫌とは言わなかった。」と納得できない様子であった。 
そこで、Ｂグル－プの生徒を集めて、「小柄な A にとって、体を使う遊びは苦手である。転入生としての心細い

心情を理解してあげるべきである。相手がはっきり断ることができなくても、嫌な思いをしていることがある。」と

いった指導を丁寧にしたところ、生徒たちは、Ａの立場や思いをよく理解した様子であった。また、今後のＡへの接

し方についても具体的な指導を行った。 

 【Ａ及び保護者への対応】 

   同日の放課後、担任が家庭訪問し、Ｂグル－プの生徒たちへの指導内容と今後の学校の対応について説明を行った。

Ａも保護者も説明に納得し、その後Ａの登校日数は増えていった。 
 
３．事例における対応についての評価 

 

(1)  支援チームが機能していたこと 

本校では、転入生や不登校傾向の生徒には特に気を配り、先手を打って支援チームを作る体制を整えてい

る。今回は、この支援チームが機能し、生徒の実情に応じて不断の家庭訪問を積み重ねていったことが、保

護者や生徒との間に何でも話せる信頼関係を築き、いじめの兆候を早期に発見するきっかけとなった。 

(2)  全職員にいじめは絶対に許さないという強い意識が浸透していたこと 

職員研修等を通して、「本人が苦痛を感じるならばそれはいじめである」との共通認識があったために、

今回の事例に対しても遊びではなくいじめであるという捉え方の下、学校全体で組織として素早く対応す

ることができた。そして全職員の「どんな小さないじめも決して許さない」という共通認識が、早期解決

につながった。 
※ その後、いじめた側の生徒も、運動が苦手なAのことをよく理解し、体育の授業などにおいてもＡにできる

役割を工夫するなど、よく配慮できるようになっている。 
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１．事例の概要 

① いじめを受けていた期間  約8か月間 
② いじめを受けていた児童  小６男子 Ｂ、Ｃ、Ｄ 
③ いじめた側の児童     小６男子 Ａ 
④ いじめの形態       学級内での命令、強要、暴力 
⑤ いじめの概要（時系列） 

 ・ 同じ学級になったＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、同じ仲間として行動を共にするようになる。 
 ・ Ｄの母親から、「算数の授業で、Ａがうちの子に『手を挙げるな』と命令しているようだ。子どもが困

っている。」と相談される。担任がＤに聞くと、Ｄは思い余って「実は、Ａ君に手を挙げるなと命令され

ている。」と告白するが、それ以上のことは言わない。Ａに命令を止めるようにすぐ指導する。 
※算数の授業は、担任ではなく、少人数指導の非常勤講師が指導していた。 

 ・ Ｄの隣の席の女子児童が、「Ｄに何を話しかけても話しをしない。Ａにしゃべるなと命令されているよ

うだ。今日、Ａにお腹を殴られて、うずくまっていた。Ａにやられたの？と聞いたら、すごく小さな声

で、『うん』と言った。たぶん、しゃべるなという命令を伝えたのは、Ｂだと思う。」と担任に伝えてき

た。同日、担任がＢに聞くと、伝言を認め、「僕だって命令を伝えるのはやめたい。Ｄはかわいそうだが、

言わないと今度は僕が命令される。」と担任に告白する。すぐにＡを指導して、止めさせる。 
・ 今度はＢがＡに命令されて、放課中トイレの個室に座らされていた。Ｂから、「先生、もう限界。学校

を休みたい。」と訴えてきた。 
・ 同日、担任が、ＢとＤを呼び、事実を確認する。分かったいじめの実態は、命令や強要として、「音楽

の授業で持ち物を全部忘れたと言え。」「社会のノートを提出するな。」「手を挙げるな。」「ノートをとる

な。」「宿題を提出するな。」「校舎の３階を３周走れ。」その他に、暴力・傷害的なこととしては、「ゴム

のパチンコを作り、Ｄの背中に画鋲を当てた。」「学年活動室の誰も見ていないところで、Ｄに平手でビ

ンタをしたり、腹部を殴ったりした。」。Ｄが、Ａに対して反抗的な顔つきをするので、三人の中で一番

殴られていた。 
命令については、Ａは自分で直接言わずに、「ＤにはＢを通して、ＢにはＤを通して命令させていた。」。 
そこで、Ａに対する二人の気持ちを確認したところ、二人とも「Ａと離れたい。」という思いだった。

今まで、互いにＡに気を遣い、Ａと仲良く行動する振りをして、お互いの気持ちを知らなかった。この

時、「絶対、もうあんな思いをしたくない。Ａから離れたい。」という気持ちで、初めて意気投合した。 
 ・ 担任から教頭に、このいじめ問題について報告・相談があった。担任は、「学級役員の子どもたちの力

を生かし、Ａのいじめ問題を解決したい」と、学級組織を活用して問題に当たりたいという強い意向を

教頭に伝えた。教頭は、「Ａが強固に否定したり、暗礁にのりあげたりするようなら、すぐ教頭に連絡す

ること。保護者には教頭から話す。」とアドバイスし、まず学級での指導を優先した。 
・ 翌日、担任は、学級役員８名に事実を話し、ＤとＢをＡから離す（守る）ことに協力してほしいと依

【１】学校を挙げた支援 

（24）いじめの被害者を守ると同時に加害者の立ち直りを図った事例（小学校）

・学級組織を活用したいじめ問題への対応 ・学級の枠を超えた組織的な指導 

・いじめ加害者への毅然とした指導と事後の経過観察、フォロー 
Point 
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頼した。８人は、うすうすＡの命令や暴力には感づいていたようなので、「絶対Ｄ君とＢ君を守る。」と

協力してくれた。ＤとＢにこのことを伝えると、相当心強く思ったようだった。 
 ・ 担任が、１週間欠席していたＣにも同様に確認したら、Ｃも同じ気持ちであった。 
 ・ 翌日、役員８人同席のもとで、Ｂ、Ｃ、ＤとＡの話し合いの機会をもった。Ｂ、Ｃ、Ｄは、８人の協

力のもと、自分の口から、「もう、今までのような命令をされるのは嫌だから、Ａ君とは絶交したい。」

とはっきり言った。これまで、何の反抗もしなかった３人の強い気持ちを知り、Ａは驚き、泣きながら

３人に謝った。しかし、担任から今までの辛い経過があることを諭し、当分の間、交流しないことをＡ

に納得させた。一方で、学級役員には、今後Ａが孤立してしまわないように協力を依頼した。 
 ・ 教頭は、Ａを校長室に呼び、校長と共に、Ａの行為の理由や行為の善悪について、Ａの気持ちを確認

しながら説諭し、今後二度とこうした行為を起こさないように指導した。 
 
２．対応策及び事態の経緯 

 
① 対策チーム   校長、教頭、６年主任、６年担任、６年教科担任（６年担任以外） 
② いじめを受けた児童に対してとった措置と反応 

 ・早い教育相談、担任の共感的理解、加害児童への指導の確認、学級の協力者の存在の通知 
・担任にすべてを打ち明け、学級の仲間による支援を得て、安心感を持つことができた。 

③ いじめた側の児童への措置 

 ・学級役員を含めた加害児童と被害児童の直接対話の場の設定 
 ・被害児童との交流の一時停止、学級役員による加害児童の孤立防止支援、教頭・校長の説諭 
 ・加害児童は被害児童の心情を理解し、反省と自責の念を持つことができた。 
④ 一般の児童に対してとった措置 

 ・加害児童、被害児童の了解の元で、学級役員や学級全体で共通の認識を持つ場を設定した。 
 ・いじめ、グループづくり、困っていることなどの相談について学級、学年で指導した。 
 ・担任外の教員による教育相談の実施 
⑤ 保護者、地域への説明 

・関係保護者への説明、いじめの事実の報告  ・ＰＴＡ会長への報告とＰＴＡ定例会での概略報告 
⑥ 事後の経過 

 ・経過観察、被害児童と加害児童のフォロー 
 

３．事例における対応についての評価 

 

 ○ 保護者からの申し出、他の児童からの情報に対して、即座に対応して、解決してきた。 
 ○ 学級役員の力を生かし、子ども同士で解決しようとする姿勢を指導できた。 
 ○ 担任だけでなく、学年教師、教科担任教師、教頭らが組織的に指導できた。 
 ○ 教科担任制のメリットを生かし、複数の眼で子どもたちを観察、指導できた。 
● ６月頃から、仲間うちの命令が始まったことに気づくことができずに、結局２月になってようやく根

本的な指導ができた。もっと早く発見できる努力や姿勢が大切である。 
 ● 教科担任が発見できなかったり、発見しても担任にすぐ報告できなかったりした場合があった。 
○ 学級役員を活用し、いじめの問題解決及び加害児童、被害児童のその後のフォローに当たったことが、
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教育的にも大変効果的であった。 
○ 担任以外の教員による教育相談を通して、子どもの悩みを引き出すのは効果的であった。 

 
＜本件事例を踏まえて図った改善策＞ 

 ・ どんな些細な気づきでも、担任一人で抱えることなく、おかしいと思ったことは、学年教師、教頭、

校長に報告・連絡・相談する姿勢を持つ。 
 ・ いじめ発見・相談カードなどを作成し、学年を越えて、卒業まで記録を累積する。また、週案等にフ

ァイルして、管理職がいつでも状況や兆候、変化を把握できるようにする。 
・ 教科担任制による教科担任と学級担任の情報交換の機会をより緊密に持つ。 
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１．事例の概要 

 
高校２年の男子生徒が、１年以上の期間にわたって、クラス内の男子生徒数名から恒常的なからかいを受

けていた。ある生徒からは何度か暴力的行為も受けていた。見るに見かねて報告してきた生徒もおり、担任・

学年団で繰り返し指導を加えてきたが、一時的に収まるのみで、根絶には至らなかった。 

１２月、いじめの行為がエスカレートし、嘲笑の対象とされることが続いた。教師の目の届かない時間・

場所にクラスメートと共にいることに強い恐怖を感じるようになり、学校生活に安心感を抱けない状況に追

い込まれた。冬季休業明け、いじめの対象となった生徒は欠席を続けた。数日後、本人及び保護者から学年

主任にいじめの事実の申し出があり、深刻ないじめ事案が明らかとなった。 

 

２．対応策及び事態の経緯 

 

学年主任から生徒指導部に申し出があり、直ちに事実確認を行った。そして、この問題の解決を学校組織

全体で取り組むべき課題と捉え、「被害生徒の保護」と「加害生徒への厳正な指導」そして「クラスへの指導」

を並行して進めることで合意を形成した。 

加害生徒には直ちに指導措置をとった。また、加害生徒の保護者とも連携し、家庭でも在り方・生き方を

熟考させるようにした。 

 

（１）被害生徒への対応 

被害生徒は心的外傷と思われる身体症状を訴え、一時は転退学を検討している旨の意思表示をした。しかし、

面談を重ねる中、最終的には「本校での学業継続・卒業を望んでいる」との意思が確認できた。そこで、当面

は別室登校を認め、安心感の持てる場・心を癒すことのできる場を提供するとともに、計画的・継続的にサポ

ートしていくため、支援プロジェクトチーム（◎生徒指導主事、○養護教諭、学級担任、学年主任、部顧問、

厚生部長、生徒指導部副部長）を組織し、協議しながら対応を継続することとした。チームの方針・目標は次

のとおり。 

○ 本人が目指す教室完全復帰に向けて支援していく。計画的に環境を整え、可能であれば、本来の望ま

しい形の学校生活に回復させる。 

○ あくまでも本人の意思、希望を尊重し、実現のための支援、アドバイスを行う。 

○ 保護者との連携体制を確立し、様子や指導内容を伝え、要望に応える。 

○ 教室復帰までの支援にとどまらず、卒業まで見守り、組織的支援を継続する。 

 

また、具体的支援計画を立案し、全職員の理解・協力のもと、以下の対応を継続した。 

● 学力の維持・向上…個別時間割による指導。内容・状況を記録させ、助言する。 

● 定期的面談の継続…心的状況の把握に努め、精神的安定と成長を図る。気持ちを整理させ、行動化さ

せる。段階を踏んで目標を設定し、達成できるようアドバイスする。コミュニケーション能力（自己表

【１】学校を挙げた支援 

（25）別室指導などいじめ被害者への継続的なサポートを行った事例（高等学校）

・別室登校による被害生徒の保護 ・支援プロジェクトチームによる組織的な支援 

・加害生徒への厳正な指導 
Point 



 

 - 76 -

現・自己主張）の伸長を図る。 

● 集団への適応…クラス帰属感を維持させ、段階を踏んで教室復帰させる。 

● 部活動支援…活動に参加できるような環境・体制を整える。 

● 進路支援…必要な進路情報を提供し、課外授業を受講できるよう体制を整える。 

なお、保護者の心理的安定を図り、学校への信頼を回復するため、副校長が学校の方針・支援計画の説明

を行った。また、担当教員が学校での様子や具体的支援の情報を伝達することにより、保護者の理解・協力

を得ながら指導・支援を進めることができた。本人・保護者に、外部での相談を受けるよう働きかけ、連絡・

調整を行った。現在でも、保健所での相談を月２回程度継続しており、保健所と学校が連携して指導してい

る。 

  

別室指導の具体的内容は以下のとおり。 

① 指導を行う「別室」は、保健室隣の教育相談室を用いた。 

② ３月までの、まったく教室に入れなかった期間は、他の生徒に姿を見られたくない、登校しているこ

とも気づかれたくない、との本人の意向を尊重し、１校時開始後３０分程度経過した時刻をめどに登校

させた。下校も、６校時終了３０分前をめどとした。外ばきを別室まで持参させ、職員トイレを使用さ

せるようにした。 
別室登校中は、通常時程から３０分ずらした形で、５０分５コマを組み、時間割はクラスの時間割に

準じながら、本人の希望も尊重しつつ、全教科担任の空き時間を考慮に入れ、学級担任が中心となって

調整した。教科担任は、短時間であっても必ず別室に足を運び、指導する態勢を取った。毎日１コマは

面談を組み入れるようにし、生徒指導主事、養護教諭、学級担任が継続的に面談して、心的状況の把握

に努めた。 
４月以降も、当該生徒用時間割を作成して対応した。教科・科目により、教室復帰することのできた

時期に差が出たが、欠課が特定科目に偏らないよう個別（補習）授業で対応した。 
③ 別室登校当初は、３年女子（平成１７年１０月より不安神経症のため別室登校）、１年女子（人間関係

により学級不適応）が同室していた。３年女子はその後、２月から卒業前自宅待機期間に入ったので登

校しなくなった。１年女子は完全な別室登校ではなく、体調や精神状態により教室で授業を受けること

も少なくなかったため、本事例の該当生徒に個別指導する際は、周囲に生徒のいない状態が多かった。

面談に際しては、他の生徒が在室している場合、別の場所で行うようにした。 
３年次４月以降は、３年女子が１日２時間程度同室していたが、両名とも問題はなかった。 

 
（２）加害生徒への対応 

本事例における指導の過程でも、からかいや暴力的行為がたびたび行われており、その都度担任説諭、学

年主任説諭等を行ってきた。しかし、一時的には収まっても、しばらくすると同じような行動が繰り返され

ていた。その後、行為がエスカレートし重大・悪質になってきたことから、これまでの指導経過も踏まえ、

問題行動への指導措置として、保護者了解のもと、加害生徒を家庭で謹慎させて指導した。 
指導を要する生徒が５名だったことから、学年団・生徒指導部の教員を総動員し、組織的な指導計画を作

成して対応した。 
謹慎中の指導の内容は、家庭訪問（１日おき）、反省日誌記入（毎日）、課題作文（計５編）、登校謹慎（１

名につき３回）、学習に関する支援等を行い、多面的に観察し、指導した。 

謹慎期間後も、４月末まで日誌の記入・提出、定期的面談を継続し、反省を深めさせた。 
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（３）クラスへの指導 

いじめについてのアンケートを実施し、結果をフィードバックしながら、集団としての在り方や人との接し

方について考えさせた。学校生活のあらゆる場面をとおして、互いの個性・差違を受け入れ尊重しあうクラ

ス、いじめや暴力を許さない雰囲気のクラスを目指し、働きかけを続けた。 

 

（４）以後の対応と経過について 

（４月）授業・行事等の参加について、本人の意思を確認し、体制を整えながら少しずつ参加させ、教室完

全復帰への手順を段階的に踏ませた。 

（５月）クラスでいじめが再発する状況にはない。被害生徒にも明確な進歩が見られる。しかし、出来事を

思い出して嫌な気分、不安な気分になったりすることがまだあり、慎重なケアと手厚いサポートを継

続した。 

（６月）あらゆる場面で感情を汲み取り、過度の激励や強制は避ける、選択肢を示して本人の判断と意思で

行動させ、それをほめながら自信をつけさせる、という方針で接した。 

（７月）８割方は授業、行事に参加することができた。しかし、昼食時等は相談室に戻った。夏季休業中も

かかわりをもちながら、次の目標を持たせるよう努めた。 

（８月）夏季休業後間もなく、一切相談室に立ち寄らず、教室を中心に過ごすことができるようになった。

温和な表情で、安心感を抱いて学校生活を送った。明確な進路目標を持ち、達成に向けて取り組んだ。

チームの目標としてきた「通常の形態の学校生活の回復・再構築」はほぼ達成できたものと判断でき

る。 

（９月）遠くから見守ることを基本的スタンスに、普通に接していく。話を聞いてほしいと自ら申し出てき

た時に対応していく。（チームは実質解散する。） 

（11月）大学の推薦入試に合格した。大学生生活に向けての支援を予定している。 

 

３．事例における対応についての評価等 

 
本人・保護者の申し出があるまで事の重大さ・深刻さに気づくことができず、深刻な状況に陥る前に毅然

とした指導ができなかったことが最大の反省点である。しかし、結果的には、予想以上のペースで、予想以

上のレベルに回復した。これはあくまでも、本人の想像を絶する努力によるものであるが、支援チームを組

織し、方針・計画・分担等を明確にしたこと、月例報告の形で全職員の理解を図り、協力を得たこと等が立

ち直り支援に有効であったと思われる。 

本事案の経験により、日常的な生徒とのふれあいや観察をとおした早期発見の重要性を再認識することが

できた。また、いじめ事案に限らず、生徒指導上の諸問題に対する組織的な対応の重要性について、教職員

のコンセンサスが得られたものと考えている。今後も、効果的な指導体制の構築に一層努めていきたいと考

えている。 
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１．事例の概要 

 
（１）背景・環境等 

・ 中学校 ３年生 Ａ （男） 

・ Ａは、祖父母、両親、弟の６人家族である。父は、３交代をしなければならない会社に勤

務しているので、家にいない時が多い。母は、体が不自由な弟の身の回りの世話に日々追わ

れている。両親、祖父母とも近所づきあいが少なく、学校とのかかわりも少ない。 

（２）概要 

小学校時代から級友にからかわれてきたＡは、中学生になり自分を変えようと努力してきた。

しかし、級友はＡの努力を認めず、からかわれた後のＡの言動がおもしろいとして、引き続きい

じめをやめなかった。身体の成長したＡは、彼らに対し言葉での解決ではなく、暴力で抵抗しよ

うとするようになった。 

 

２．対応策及び事態の経緯 

 

（１）小学校時代 

  ・ Ａは体が小さく、思ったことを口に出して言うことができず、行動も敏速にできなかった

ため、男子生徒にからかわれた。 

・ それを気にして、学校を時々休むようになった。 

（２）中学校１年生 

・ Ａは、自分自身が変わればいじめはなくなるだろうと考え、自ら学級委員に立候補した。 

・ しかし、委員としての仕事をきちんとこなせず、学級に迷惑をかけることが多く、級友は

Ａにいらだちを感じるようになった。 

・ Ａ自身も、思うようにできない自分に嫌悪し、遅刻をしたり欠席をしたりするようになっ

た。 

・ 級友のいじめが再発し、Ａは彼らに暴力をふるって抵抗するようになった。 

（３）中学校２年生 

・ ２年生になってもＡの断続的な遅刻や欠席は続いた。 

・ 登校しようと途中まで来ても、校舎に入れないでいる時があり、担任だけでなく学年主任

や生徒指導主事が迎えに出向いた。 

・ 祖母は言うことを素直に聞き入れなくなったＡに困り、家まで迎えに来てほしいと学校に

電話をしてくるようになり、その都度教師が対応した。 

・ Ａの欠席と遅刻は相変わらず続いたが、スクールカウンセラーの面談を受けるようになり、

【２】教育委員会など関係機関と連携した対応 

（26）地域子どもセンターやSC と連携していじめ解決に取り組んだ事例（中学校）

・スクールカウンセラーの有効なかかわり  

・専門機関とも連携した学校の組織的対応  ・小・中学校の連携の必要性 
Point 
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家庭とも連絡を取りながら徐々に自分で登校できるようになっていった。 

・ 学級の中ではＡの面倒を見る生徒も出てきたが、数名の生徒によるいじめが続いた。 

・ いじめに対してＡは、椅子を振り回したり、相手にけがを負わせたりするようになってい

った。その都度家庭と連携しながら、スクールカウンセラーとのかかわりを続けさせ、Ａの

内面に対して支援をした。しかし、ベランダにぶら下がるなどの奇抜な行動や暴力が度を超

して見られるようになったため、学校だけで抱え込まず、教育委員会に連絡し、地域子ども

センター（児童相談所）の支援を要請した。 

・ 担任から相談を促したところ、保護者とＡは、地域子どもセンターの児童福祉司や心理判

定員等とのカウンセリングを数回受けた。 

・ 校内の体制としては、全職員が情報を共有し、Ａに対する対応を共通理解するとともに、

スクールカウンセラーが親身になってＡに話しかけ、担任は家庭訪問を繰り返した。それら

のことにより、両親も学校に対して信頼感を取り戻した。 

（４）中学校３年生 

  ・ ３年生になり、Ａは高校進学を意識するようになり、奇抜な行動もなくなり頑張って登校

するようになった。 

・ Ａに対する指導・支援について、スクールカウンセラーの助言を容れながら、学校全体で

話し合いを持った。 

・ Ａに対するいじめはなくなったが、他の生徒がからかわれているのを見て、自分と同様の

ことをされている生徒を助けようとして、再び暴力をふるった。 

 ・ 学校には、これまでは母親しか来ることがなかったが、初めて両親がそろって来校した。

Ａの生活や将来について父親とも充実した話し合いができた。 

 ・ この事件以来、Ａは落ち着いた生活を続け、周囲の生徒とも気軽に話ができるようになっ

た。 

 

３．事例における対応についての評価等 

 

・ 本事例においては、小・中学校の連携がうまくいかなかったことが反省としてあげられる。

そのため、小学校でのいじめが一過性のものであると判断し、十分協議を行わなかったため、

中学校における対応が遅れてしまった。 

・ 学級担任による粘り強い取組とともに、スクールカウンセラーのかかわりが、Ａにとって

大きな心の支えとなった。本事例においては、スクールカウンセラーが、生徒への相談活動

を行うとともに学校や教師と連携し適切な助言を行ったりしたことが、問題の解決に結びつ

いたと考える。 

・ 奇抜な行動や暴力が度を超してきた時に、学校として抱え込まず、教育委員会の指示を受

けながら、地域子どもセンターと連携をとったことも、Ａの立ち直りの契機になったと思わ

れる。Ａのように暴力的で精神的に不安定な生徒に対しては、専門機関との連携や、学校全

体での組織的な対応が不可欠であると考える。 
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１．事例の概要 

 
「●●県教育委員会事務局 こども支援課内 こどもの権利支援センター」に被害生徒の保護

者から相談があった事例。 

 

（１）相談内容 

① かばんから部費が盗まれたり、下履きに「死ね」といった内容の手紙が入っていたりした。 

② 同じ部活の仲間で「今度はあの子を無視しよう」「今度はこの子」とターゲットを変えて無視

するなどのいじめがある。 

以上のような点を心配した被害者の親が、学校へ連絡し、調査してもらっていたが、部活の合宿

や学年の校外宿泊学習が迫っていることから、どうしたらよいかとセンターにも相談が入った。 

 

（２）対応の手順 

① 被害生徒宅へ伺い、本人と保護者から詳しい状況や本人の苦しさを十分に聞き、救済するた

めに力を注ぐことを伝えながら、安心感を持ってもらう。 

② センターより、市教委を通じて校長へ相談内容を伝え、問題解決への支援を申し出ると、学

校側でも事態の収拾に苦慮していたため、協力を依頼される。 

③ センタースタッフが学校へ出向いて相談内容を説明するとともに、学校の取組や経緯につい

て説明を聞き、被害者救済を第一にした対応策について協議する（サポートチーム）。 

④ 部活や学年・学級での指導方法について一緒に考えてもらいながら、被害者の気持ちを常に

把握できるように連絡をとりあう。 

⑤ センターとして直接生徒指導を行うことはせず、あくまで教師の後方支援的な動きをしなが

ら保護者とのコンタクトも取り、学校への信頼感を強めてもらうような説明をしていく。 

⑥ センターのスタッフは、行政職員3名、任期付き職員1名、指導主事1名と担当課長で構成

しているが、今回は行政職員1名と課長が担当した。 

 

（３）結果 

最終的にはいじめがなくなり、相談者から「安心して登校できるようになった。」とお礼の連絡

がきた。これは、学校とセンターが情報を共有し合いながら連携して対応策を考えたことによっ

て「いじめの被害」をなくせたことと、センターが家庭と学校の間に入って被害者の気持ちを丁

寧に聞き取りながら進めたことで、保護者の学校に対する信頼感が回復したためだと思われる。 

 

２．対応策及び事態の経緯 

 

【２】教育委員会など関係機関と連携した対応 

（27）人権相談機関の支援を受けいじめ問題の解決に取り組んだ事例（中学校）

・学校とこどもの権利支援センターの連携協力 

・学校と家庭の橋渡し役としてのセンターの役割  ・毅然とした教師集団の姿勢 
Point 
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○ 学校では、下駄箱の見回り等をする一方、担任や部活顧問が手紙を書いたと思われる生徒に事

情を聞いたがいじめを否定され、個別に直接指導する方法に限界を感じていたため、センターが

教師集団の強い気持ちを子どもへ伝えたらどうかと助言した。 

○ 同学年の各クラスで、担任から起こった事実のみを名前を伏せて話し「これはいじめであって、

我々教師集団は絶対許さない、曖昧にしない。」ことを生徒に伝えた。   

○ しかしその後、前回と同じような内容の手紙が生徒の下足の中から発見された。 

○ このため、学校から、いじめについて考える授業をしたいからと、講師派遣の要請があった。

（人権教育講師派遣についても学校へ説明してあった。） 

○ 当センターで委嘱している、いじめ等で苦しんだ経験のある講師を派遣。学年全体への授業を

してもらう。 

○ その後各担任から「一人ひとりの心を見つめ、心へ響くような指導」を進め、以降のいじめが

なくなっている。 

  ① 講師の話について感想を話し合う。 

  ② 被害を受けた人が、死を選ぶほどの苦しさや辛さを抱えていることについて考えさせる。 

  ③ 周りで見ている人が何をするべきか考える。（寄り添う・聞いてあげる・誰かに話す・いじ

めを止めさせる） 

  ④ 教師を含め周りの大人は絶対にいじめを許さないこと、曖昧にしないこと、被害者を第一

に救うことを伝え、安心して相談できる体制を作る。 

 

３．事例における対応についての評価等 

 

○ いじめを大人たちは絶対許さない、同じ人間として許される行為ではない、決して曖昧にしな

いという毅然とした教師集団の姿勢を、子どもたちに伝え続けることが必要。 

○ 実際にいじめを受けて辛い経験をした講師による、心に響く人権教育の講師派遣等により、生

徒の心へしみる指導ができたと思われる。 

○ 学校とこどもの権利支援センターが協力し合いながら、周りの生徒への効果的指導を検討し合

えたことは有効であった。 

○ 常にセンターが相談者とのコンタクトを保ち、被害生徒の気持ちを安定させられた。 

○ 学校への信頼を失い気味だった保護者が、センターの仲介により担任や学校への信頼感を少し

ずつ取り戻すことができたと思われる。 
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１．事例の概要 

① 事件発覚：教諭が被害者の異変に気づき、教育相談を行っていじめの事実が判明した。 

② 関係者：いじめられていた生徒 １名  いじめていた生徒 同級生７名  

③ 事案の概要：公園等で、日を変えて、数回にわたり暴力を受けた。 

 

２．対応策及び事態の経緯 

ア 学校と教育委員会で連携した対応 

(1) 校長や教育委員会を中心とした実情把握 

①事件の詳細、背景、小学校時の当該生徒の人間関係などの状況把握 

②加害者のこれまでの学校生活の状況把握（問題行動やそれに対する指導状況について） 

(2) 学校と教育委員会、教育事務所、スクールカウンセラーによる対応策の検討 

①被害者、加害者の生育歴を踏まえた生活面、家庭環境、友人関係、内面に関する共通理解 

 →被害者の安全を守ることの必要性（「自分は守られている」ということを心から実感させること、専

門家による心のケアが大切であること）を確認 

②事案の重大さにかんがみた加害者に対する出席停止の検討 

  本事案の暴力の程度や被害の状況等から、重篤な事件であると判断。加害者の保護者を含めた加害

者側への毅然とした対応の必要性と、当該生徒の立ち直りのため、関係する大人たちの親身のかかわ

りの必要性を確認 

 →専門家の対応を含めた個別指導プログラムに関する検討 

③当該校におけるいじめの早期発見と迅速な対応に関する校内体制等の再検討 

④個別指導プログラムの内容を踏まえた学校、教育委員会、教育事務所等の支援策の検討 

・全教師による対応に係る校内体制の検討 ・活用できる人材・事業所への協力依頼 

・スクールカウンセラーの集中的配置 

イ 加害者７名に対する出席停止の履行 

(1) 停止期間  ４日間（その後３ヶ月にわたり別室での個別プログラムを実施） 

(2) 関係機関及び関係者  

学校、教育委員会（指導主事）、児童家庭課相談員、教育相談員、民生員、教育事務所 

 (3)出席停止生徒の保護者に対する説明 

  ① 事件の詳細については、学校より事前に説明していた。期間中の保護者の対応と学校の対応につい

ても学校からあらかじめ説明した上で、教育委員会は、保護者それぞれに対し個別に、加害者の行っ

た行為を説明し、出席停止とする事を通知書により通知した。 

   →それぞれの保護者は、事案の重大性もあったせいか、出席停止を受け入れた。 

② 校長より、出席停止期間後は、それぞれの個別指導プログラムにより行動することと、事件を繰り

【２】教育委員会など関係機関と連携した対応 

（28）出席停止と個別指導プログラムによりいじめ加害者の立ち直りを図った事例（中学校）

・事案の重大性にかんがみた出席停止措置と加害者への個別プログラムによる指導 

・SCの活用による被害者の心のケア ・その他の生徒に対する多面的な指導 
Point 



 

 - 83 -

返してはいけないことを通知した。 

(4)出席停止期間中の取組 

担任、学年主任、生徒指導主事等による毎日一回の家庭訪問と課題学習指導・日誌指導 

ウ 出席停止後の指導 

(1) 加害者への指導 

①個別プログラムによる指導…特別時間割を組み、７名を３グループに分け、全職員体制による別室（相

談室、職員休憩室）での個別指導。 

・個別の学習指導、体験活動を中心とした特別プログラム（３ヶ月間）の実施 

・全職員体制で毎時間毎にローテーションを組んで実施 

・カウンセリング（←加害者においても家庭環境等の事情からカウンセリングによる対応が必要とさ

れた）による心の変容の把握を踏まえた、個別指導の継続 

②個別プログラムの主な内容 

ａ 人権教育…人権擁護委員等による人権講話。 

ｂ 体験活動…教育委員会相談室、特養老人ホーム、木工工房、郷土芸能教室、果物農園、各種事業

所等における体験活動 

ｃ スクールカウンセラーによるカウンセリングの実施（保護者への教育相談も併せて実施） 

(2) 被害者への支援 

①職員会議等における当該生徒へのかかわりについてのスクールカウンセラーからの助言 

②スクールカウンセラーの助言を踏まえた教師のチームによる加害者・被害者等への支援 

③スクールカウンセラーによるカウンセリング（当該生徒及び保護者） 

(3) 期間中における学校での他の生徒に対する指導状況 

①全体会や学年会における人権教育の実施 

・心のケアについて、臨時の学級保護者会等の開催による保護者への協力依頼 

②当該生徒の学級復帰時における受け入れ態勢についての学級での話し合い 

③生徒自身による自浄能力の高揚やいじめに対する認識を深めるための「いじめ等に関するアンケート」

の実施（週１回） 

(4) 他の保護者への依頼 

・登校時の送迎、子どもとしっかり向き合った家庭内での話し合いの依頼 

・日々の家庭での様子や変化についての担任への連絡、相談の充実 

 

３．事例における対応についての評価等 

・ 学級復帰が新学年度になってからであったこともあり、比較的スムーズに入る事が出来た。 

・ 加害生徒は期間中の猛省の結果、表情も良く、生活態度等の評価も概ね良好である。 

・ 元々あそび・非行傾向のある生徒たちが、あまり交友関係のない生徒に対し数回にわたって暴力等を

加えたいじめであったこともあり、個別指導後は特段加害生徒と被害生徒間のトラブルは特に生じてい

ない。被害生徒は、加害者の教室復帰時では怯えることも少しあったが、数週間かけて平静を取り戻し

ている。 

・ 加害生徒（及びその保護者）・被害生徒へのＳＣの活用による心のケアと、月一回程度の校長、教頭、

生徒指導主事による面談、指導を引き続き継続している。 
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１．事例の概要 

 
○ ＣＲＴについて 

 ２００１年６月に発生した大阪教育大学附属池田小学校児童殺傷事件を契機に、学校危機へのメ

ンタルサポートを目的に県内の専門職有志が準備を始め、２００３年８月に「クライシス・レスポ

ンス・チーム（ＣＲＴ）」がスタートした。 

 多くの子どもが死亡、重傷を負う事案、レイプ・誘拐などを体験・目撃、または直面し、強い恐

怖感や無力感または戦慄を感じるなどの外傷性ストレスにさらされるような重大な事件・事故等が

発生した際、精神科医、臨床心理士、精神保健福祉士、看護師等からなるＣＲＴに学校や市町教育

委員会が派遣を要請する。 

 要請を受けたＣＲＴは、独自の判断（学校危機のレベルに応じて出動の適否を判断）によって即

日の緊急対応を行い、最長３日間、２４時間体制で学校支援に当たる。 

 

○ ＣＲＴと県教委との協力体制 

 ２００４年４月、県教委は「学校メンタルサポート事業」を立ち上げ、ＣＲＴ活動のうち旅費等

を予算化した。ＣＲＴは、学校や当該教育委員会からの出動要請により、独自の判断で学校への支

援を行う。 

 ２００５年６月に県内で発生した県立高校爆発物事件や２００６年の高専での殺人事件など、こ

れまで９回出動し、当該学校等はＣＲＴの全面的な支援を受けた。 

なお、県立高校爆発物事件の際の県教委の支援体制及びＣＲＴの主な活動内容は、以下のとおり

である。 

 
【県教委の支援体制】 

ア 学校に県教委職員を派遣し、現地支援（学校への指導・助言、記録の整理・まとめ、各種文書作成、報

道対応等） 

イ アフターケア・チーム（ＣＲＴ撤収後のケアチーム）派遣計画作成・派遣 

ウ 緊急教職員加配（常勤講師１名、非常勤講師１名、養護教諭１名） 

エ 生徒・保護者を対象とした相談専用電話の開設（４回線） 

 

【ＣＲＴの主な活動内容】 

ア 被害評価とケアプラン策定の手助け（学校のダメージを評価、情報管理、必要な人員や役割分担を助言、

校長や県教委職員に随時助言、今後の対応計画策定等）  

イ 教職員への助言、サポート（被害把握と心のケア計画立案、教育相談体制の整備計画、教職員への助言

【２】教育委員会など関係機関と連携した対応 

（29）学校の危機に対して支援を行った事例～県CRT の活動を中心に～（高等学校等）

・学校危機への十分なサポート 

・学校の初動体制への援助と子どもたちの二次被害の防止 ・ＣＲＴの対応の実際 
Point 



 

 - 85 -

やカウンセリング、学年集会・クラス・保健室のサポート等）  

ウ 保護者への心理教育（保護者会の持ち方の助言、保護者会での心理教育、保護者向けの文書作成等）  

エ 子どもと保護者への応急対応（面接、電話、訪問等）  

オ その他（報道向け文書作成、記者会見同席、警察との連携等） 

 

２．対応策及び事態の経緯 

 

○ 事件の概要 

  県立高校で３年生がクラス内に爆発物を投げ込み、怪我などで５８人が救急搬送された。県教委

からの出動要請を受けたＣＲＴは、同日に１１人の隊員を派遣し、金・土・月の３日間活動した。

全国からマスコミが殺到し、連日トップニュースで流された。 

 

○ ＣＲＴの対応経過 

【６月１０日（金）】（隊員１１名） 

  13:40        ＣＲＴ隊長他１名、学校到着。学校側と協議 

  14:00        職員会議同席（隊長）隊員は個別面接開始 

  15:00～17:00 緊急（第１回）記者会見（校長、隊長）隊員は病院訪問・生徒の心のケア 

  19:00～20:40 緊急保護者会。校長概要説明、隊長による講話、質疑応答、個別相談対応 

  21:00～22:30 第２回記者会見（校長、隊長）取材対応 

   0:45～ 2:00 学校側と協議 

   2:00～ 4:00 資料作成 

【６月１１日（土）】（隊員１０名） 

   7:50     学校と協議 

   9:30        ＣＲＴミーティング。「指揮統制」「ケア統制」「訪問相談＋個別相談」「訪問相談」の４班

に分かれる 

  10:00        職員会議同席 

             訪問相談班は、２日間で、入院中の生徒全員の面接を実施。 

  13:10        ４班に分かれて教師と協議。教師の集団セッションを実施。 

             文書作成、電話相談対応、個別面接。 

  16:00～17:17 第３回記者会見（校長、隊長） 

【６月１２日（日）】（ＣＲＴ活動休止） 

  10:00～     ＣＲＴ隊長とアフターケア・チーム（県教委で事業化した隊：臨床心理士等２０名）との

協議 

・ ２日間の対応状況説明（生徒・保護者との面接状況報告、継続的なカウンセリングが必

要なケース等の引き継ぎ） 

・ 臨床心理士による中・長期的支援計画の作成 

【６月１３日（月）】（隊員７名、アフターケア・チーム７名） 

   7:30     ＣＲＴとアフターケア・チームのミーティング。「指揮統制」「ケア統制」「３年１組」「３

年２組」「学年集会」「保健室等」の６班に分かれる 

   8:30        班別に活動開始 
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  11:00～11:40 臨時（第４回）記者会見（校長、隊長） 

  12:30        ＣＲＴとアフターケア・チームのミーティング。午前中の状況の集約。班編制の変更 

            「指揮統制」「ケア統制」「学級＋保健室等」「個別相談１・２・３」 

  16:00        学年別職員会議同席 

  18:00～20:00 第５回記者会見（校長、隊長） 

  20:00～21:15 職員会議に同席 

  22:50        ＣＲＴ撤収 

【６月１４日（火）】 

  アフターケア・チームが活動開始（７～８名） 

 

３．事例における対応についての評価等 

 

想定外の重大な事件・事故等が発生した場合、学校は混乱し、正常な学校運営が難しくなる。そ

の際、ＣＲＴは学校の初動体制を援助し、子どもたちの二次被害の防止を最大の目的に活動する。

最大３日間までの活動ではあるが、当面の危機管理へのアドバイスや報道対応、児童生徒や保護者

への対応、教職員のサポート等、学校は多岐にわたる支援を受けることができる。 

 一方、学校側とＣＲＴの役割確認や打ち合わせが不十分であったり、校長に管理責任者としての

理念や主体性が欠けていた場合には、齟齬を生み単なる課題の先送りになる可能性もあり、その点

には十分な配慮が必要である。 
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≪参考≫ いじめ問題への対応のために教育委員会から独立した機関を活用した取組について 

 

 

 いじめ問題の解決に当たっては、学校や教育委員会等が、地域や家庭のほか、関係機関と連携

して対応することが重要です。 

 事例（27）にて紹介した「子どもの権利支援センター」は、教育委員会に置かれた組織であ

り、個々の問題に関する詳細な情報が入りやすいことや学校との連携が取りやすい等の利点が考

えられます。 

 これに対し、教育委員会外に中立的な相談・支援機関を置くことで、いじめ問題に悩む相談者

からの要望に対し、第三者的な立場から親身に対応に取り組むという実践例も見られます。 

 

 兵庫県川西市では、「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」を制定し、①子どもの人権

侵害の救済に関すること、②子どもの人権の擁護と人権侵害の防止に関すること、③それらのた

めに必要な制度の改善などを提言することを職務とするオンブズパーソンを任命し、公的第三者

機関として平成１１年６月から活動しています。オンブズパーソンは、一人ひとりの子どもの

SOSをしっかり受け止めるとともに、教員や保護者などに子どもの心情を代弁したり、建設的

な対話を通じて問題解決に向けた調整等を粘り強く進めることにより、いじめの解消等において

成果を挙げています。 

 

 川崎市では、平成１４年４月に「川崎市人権オンブズパーソン制度」を立ち上げ、①子どもの

権利の侵害、②男女平等に関わる人権侵害の事項を管轄とし、簡易に、かつ安心して相談や救済

の申立てができる仕組みを整え、相談者に寄り添いながら相談・救済に当たっており、いじめや

虐待、体罰など子どもの権利の侵害等では、関係当事者の協力を得ながら問題解決に向け調整等

を行っています。また、相談等を受けるだけでなく、予防の観点から学校へ人権オンブズパーソ

ンが出向き、「人権オンブズパーソン子ども教室」として出前講座を開始したところです。 

 

 また、誠に残念ながら万一児童生徒が自殺した場合には、当事者である学校や教育委員会が原

因究明に努めることがまず求められますが、第三者委員会を設置し、学校や教育委員会、保護者

等の当事者から話を聴きつつ解明を進める取組もあります。 

 福岡県筑前町では、１８年１０月に町立中学校の生徒が自殺するという痛ましい事件が起こり

ました。町教委は、客観性・公平性を確保する観点から、教育学者、PTA 関係者、児童相談所

関係者など様々な者から構成される調査委員会を設立し、原因の究明作業を行い、「いじめに相

当する、長期にわたる『からかい』や『冷やかし』等があった」などとする報告書を１８年１２

月にまとめました。 

 １８年１１月に村立中学生の生徒の自殺事故があった新潟県神林村も、同年１２月に有識者か

らなる調査委員会を設立し、原因等を調査しています。 

 

いじめ問題への対応のために教育委員会から独立した機関を活用した取組について
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１．事例の概要 

 

【周囲が「いじめられている子どもにも問題がある」と考えている場合の対応事例】 

 Ａ子の学級では、学年始めに「忘れ物をしない」という努力目標を決めた。学級担任は、一人ひとり

の努力を褒め、児童を励ます指導を推進した。児童は、目標達成のためによく努力したが、友達の失敗

を見逃すまいとするようになったり、失敗を見つけては責めるようになったりした。 

 学級担任は、そのような学級の様子を、目標達成に向け「児童同士が互いに注意する姿である。」とし

て良好に受けとめていた。 

 Ａ子は、翌日の準備をする習慣が身についていなかったが、学級の約束ができてからは忘れ物をしな

いように努力していた。しかし、しばらくして、Ａ子が続けて忘れ物をすることがあった。周囲の児童

はＡ子に対して「なぜ、約束が守れないのか。」と迫り、Ａ子をきつい口調で非難したり、陰で悪口を言

ったりした。また、学級担任も「続けて忘れ物をした」ことについて、学級の中で厳しく注意した。 

 学級で居場所を感じられなくなったＡ子は、授業中に腹痛や頭痛を訴え、保健室に行くようになった。

養護教諭がたびたび保健室を訪れるＡ子に事情を聴くと、Ａ子は「みんなが自分を責める、口も聞いて

くれない、自分も忘れ物をしないように頑張ってきたのに・・・。こんな学級にはいたくない。」と話し

た。 

 

２．対応策及び事態の経緯 

 

いじめの存在を知った養護教諭は、学級担任や生徒指導主任にＡ子のことを伝えた。生徒指導主任か

ら報告を受けた校長と教頭は、全教職員で情報を共有し、今後の対応を協議するため生徒指導職員会議

を開くことにした。 

 職員会議において、学級担任から概要の説明と「皆が約束を守っているのに、Ａ子だけ守れないのが

悪い。Ａ子に反省してもらいたい。」という他の児童の反応が紹介された。そして、学級担任を含めた数

人の教員から「Ａ子に対する他の児童の言動は行き過ぎであるが、全員で目標を守ろうとしていること

はよいことではないか。」、「約束を守らせようとする児童を注意すれば、目標を守ろうとする姿勢が弱ま

るのではないか。」という意見があった。 

 職員会議の中で、養護教諭は、「Ａ子の理解に関心が薄く、学級全体の規範を守ることばかりを重視し

すぎている。」と感じながら聞いていた。そこで、保健室で涙を流しながら話してくれたＡ子のつらい気

持ちを訴えた。 

養護教諭の発言を聞いた学級担任は、学級の規律を優先するあまり、Ａ子の気持ちを十分理解しない

まま学級経営を行っていたことを恥ずかしく思った。個人の努力目標がいつの間にか集団の圧力によっ

て規制する対象になっていたこと、学級にけじめを求めることにとらわれすぎて、一人ひとりの児童の

【３】「いじめは絶対許されない」ことの徹底 

（30）いじめを正当化させないために学校全体で対応した事例（小学校） 

・児童生徒の特性や内面についての理解 ・相互に認め合う雰囲気づくり 

・ ・何があっても「いじめは人権侵害であり、許されない」という毅然とした態度  
Point 
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内面や目標達成の過程を軽視してしまい、Ａ子に対するいじめを見過ごしてしまったことを反省した。

また、他の児童たちと同じようにいじめを正当化しようとしている自分の姿に気づいた。 

 職員会議では、指導の中心となる学級担任を支援するチームを組織し、児童に以下の点を指導するこ

とが決まった。 

(1) 児童の言い分を聞きながらも、いじめを正当化していることに気づいていない児童に、今の行為

はいじめであることに気づかせる。 

(2) 人が忘れ物をしてしまう時、そこには様々な原因があったり、人間としての弱さがあったりする

ものであり、結果のみでその人を判断して責めるのはよくないことを理解させる。 

(3) 「ルールを守ろうという気持ちはあっても行動できなかった。」、「困ったことがあっても解決でき

なかった。」という経験を思い出させ、Ａ子の心情を理解させる。 

 

３．事例における対応についての評価等 

 

本事例は、教師が、いじめに対する正しい理解と認識を持つことの重要性を示唆している。教師とし

て、児童生徒や学級の成長に対する願いを持ち、目標の達成に向け努力させていくことは必要なことで

あるが、ともすると指導を受け入れなかったり、指導どおりに行動できなかったりする児童生徒に対し

て、「その子自身に問題がある。」、「やるべきことをやろうとしていない。」という見方をしがちである。

その結果、児童生徒の内面理解が不十分となり、いじめの見極めが甘くなったり、周囲に責められるこ

とは本人に問題があるため仕方がないと考えてしまうことになり易い。 

 常に児童生徒一人ひとりの内面に積極的な関心を持ち、苦しい思いをしていないかという視点で児童

生徒を見ていくことが重要である。そして、いじめが起きた時には、いじめられている子の立場に立っ

て、その心情を理解しようとし、積極的な支援の手をさしのべていくことが大切である。 

 また、「忘れ物をする」という行為の背景には無理からぬ理由があることもあり、一概にその子の怠惰

によると判断できないことを念頭に置いておく必要がある。こうした思いをもって担任が日々の指導に

当たれば、心ないいじめということにつながることはないものである。 

 なお、「いじめられる方に問題がある。」という考えは、児童生徒にも多く見受けられる。その際は以

下の点に留意し、指導を進めることが必要である。 

(1) いかなる理由があろうとも、「いじめは人権侵害であり、許されない。」という毅然とした姿勢を

示すことが重要である。いじめている子どもの言い分に巻き込まれると、いじめの解消は非常に困

難になる。 

(2) いじめている子どもが、いじめる理由としていじめられた子どもの集団生活や人間関係上の課題

を挙げた場合でも、まず、いじめている子どもや周囲の子どもに対していじめ行為をやめさせるた

めの直接的な指導を行うことが必要である。 

(3) 「理由があったらいじめてもよいのか」というテーマで話し合う中で気づかせていくことも有効

である。 

(4) 児童生徒は、その特性に応じて多様に成長していくことを認識し、一人ひとりの違いを認める教

師の日常の言動こそが、児童生徒相互に認め合う雰囲気を生み出していくことを自覚する。 
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１．事例の概要 

 

・発見のきっかけ 

     清掃時にその生徒の机を運びたがらない。給食時や授業等でのグループ活動の際、机を離したがる。

授業等でのその子の発言の際、何人かの生徒が「うっうん」「うん」など嫌な咳払いがやり取りされる。

こそこそする雰囲気が移動教室から戻ったときや清掃後などに見られる、等が重なって観察された。 

・発見者 

    学級担任 

・いじめを受けていた生徒 

    中学１年 女子。元気がよく気の利いた奉仕的な生徒で、授業中も進んで発言をした。「それはいけ

ないと思います。」とか「先生、○さんは～していました。」等々悪気なく何でも思ったことは口にした。

ぽっちゃりした体型で運動は苦手であった。 

・受けていたいじめの様態・場所・継続期間 

   様態＝何となく避ける。陰で悪口を言う。グループに入れたがらない。その子の物にさわりたがらな

い。さわるとまわしっこをする。 

   場所＝主として教室内   継続期間＝１ヶ月程度 

・いじめ後の当該生徒の変化 

    直接言い返すことがなくなった。教師の側に居たがるようになり、こうされた、ああされたと苦情を

訴えた。 

・いじめる側の生徒 

    同じクラスの女子Ａ子、Ｂ子（特に仲良しで常に一緒という関係でもなかった。）を中心とした６名

の女子。ただし、全体的にその子を避ける雰囲気があった。 

     Ａ子は、男女関係なく気に入らないことがあると蹴ったり押しとばしたり口汚く罵ったりする子で、

反抗的なところがあった。仕事は手際がよく器用で、よく働く子であった。養父に非常に厳しいしつけ

を受けていた。 

    Ｂ子は、学力・運動能力に優れ何でも出来る子だが、冷たく突き放すような言動が見られた。同じ部

活の子が常に付いていた。陰で悪口を言ったり、噂話を広げたりしていた。 

・クラスの雰囲気 

   特に男子に落ち着きがなく、生活のルールがなかなか定着しなかった。相互にあだ名を言ったりバカ

にしたりするような言動が見られた。授業を持っている先生たちから「うるさい」「時間に遅れる」等の

情報がよく入った。 

 

 

【３】「いじめは絶対許されない」ことの徹底 

（31）集団ルールを守る意識と実践の定着を図った事例（中学校） 

・集団の教育力を高める多面的指導 

・周りの生徒とのかかわりについての状況把握と指導 ・学級内のルールづくり 
Point 
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２．対応策及び事態の経緯 

 

・第一発見者からの情報共有 

    学年主任に報告、相談すると共に、授業を持つ先生たちと清掃箇所の担当者に状況を説明し、見たと

きの指導と連絡を依頼した。学年主任は生徒指導主事に報告した。 

・いじめを受けた生徒に対しての措置 

    気づいた段階で教育相談し、陰口を言われる等の被害を確認した。以後、些細なことでもすぐに言っ

てくるよう伝え、訴えがある度に「いつ、どこで、だれに、どのような状況で、何をされたか」を不安

と怒りを吐き出させながら聴き取りを続けた。 

・いじめた側の生徒に対しての措置 

    訴えの都度、時間をおかず（授業変更したり、授業中呼び出したり他の教職員の協力を得て）、その

日のうちに名前の挙がった生徒を一人ずつ呼んで事実確認し、「その子に何かされた仕返しなのか」を確

かめた。つまり、相手に何ら非がないのに行っているいじめ行為であると認識させ、自ら謝罪の意識を

引き出した。が、女子２名の陰の影響力が大きく、誰かをターゲットにしていないといつ自分が攻撃対

象になるかもしれないという不安を抱えている状況も見えてきた。当のＡ子は「だってあいつは気に入

らない」と自分の思いが前面に出て、相手を思いやることは難しかった。Ｂ子は、陰に回ることが多く、

自分に非があるとはなかなか認めなかった。 

・一般の生徒に対しての対応 

    そのような状況なので、クラスに集団の教育力を付けることも急務と考え、対応した。第３者のかか

わりがいじめを助長していることに気づかせるためのロールプレイの授業（いじめの構造）を作り、実

施し、感想を毎日の学級通信に一人ずつ載せ、２ヶ月間取り上げ続けた。また、生活を振り返るアンケ

ートを実施し、いじめの部分の結果を使ってさらに授業を展開した。同時に、「授業べからず集８条＊」

というルールを作り、絵入りで掲示し、グループ毎に日々評価させ定着を図ると共に、ゲームやＳＧＥ

（構成的グループエンカウンター）も展開し、人間関係作りもしていった。 

＊ ① 出歩きするべからず ② 居眠りするべからず ③ 手紙書きするべからず ④ 落書きするべからず ⑤ よそ見するべからず 

⑥ おしゃべりするべからず ⑦ 手遊びするべからず ⑧ ペン回しするべからず 

・いじめた側の生徒への更なる指導 

Ａ子にはその都度、言って聞かせたが、Ａ子自身の抱える問題が大きく、まずはかわいがって関係を

作らないと注意は聞かないと考え、担任との関係作りを第一に対応した。仕事が良くできるので意図的

に仕事を与え、具体的にほめた。日々の日記（好きなアーチストとイラストの話中心）のやりとりを入

念にした。目につくことは多々あっても、すべてについて注意しないようにした。  

Ｂ子に対しては、理解力のある子なので知的に訴えることにした。内容は、間接的に「陰口・噂話は

卑怯だ。醜い行為だ。」を朝・帰りの会に、あれこれ形を変えながら意図的に繰り返した。また、Ｂ子は

授業の中で意図的に指名するなどして生かし、部活動の顧問とも相談しながら前向きに力を出せるよう

働きかけた。 

・事後の経過 

学級にルールを守る意識が生まれ、ギスギス感も減り安定感が出てきた。その中で、当該生徒への悪

口が消え、グループにもすぐに入れるようになった。全体としてあだ名やバカにしあう言動も目につか

なくなった。集団が安定して来た後、Ａ子への「友達作り大作戦」を有志で始めた。Ａ子も穏やかにな
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り、トラブルも起こさなくなっていった。また、アンケートはその後も定期的に実施し、意識の低下を

予防した。 

 

３．事例における対応についての評価等 

 

・本件事例の評価と理由 

Ａ子については、配慮生徒として入学当初より注視し続けていたこともあって、早期の発見ができた。

早期発見・対応により悪化を防ぎ、事例を通して生徒たちが学んでいけたと考える。 

・効果があった取組 

いじめについて第３者が果たす責任を理解させたことと、クラスの集団作りを行ったこと。 

・本件事例の経験を踏まえての具体的改善策 

その後、アンケートは学年全体で実施した。また、観察の重要性を教職員全体で確認し、担任はでき

るだけ給食前や清掃前後など教室にいるようにしたり、グループ時の机の間隔等細かいところを見たり

して、早期発見に努めた。 
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 児童生徒の規範意識の醸成に当たっては、守るべきルール等の指導をブレることなく行

い、「当たり前に行うべきことを当たり前のこととして徹底して教えていく」ことが必要で

す。このような「ブレない」指導を実践していく上では、生徒指導の方針や具体的な指導基

準等について、学校全体としての共通理解を図り、一貫した方針の下に組織的に取り組むこ

とが求められます。また、学校としての指導方針等については、保護者や地域住民など学校

外の人たちにも積極的に公表し、家庭や地域社会とともに子どもを育てていくとの姿勢を打

ち出すことも重要です。指導の基準等をあらかじめ説明し、理解を得ておくことで、問題行

動が実際に起こったときに毅然と対応できることにもつながります。 

 

 「ブレない」指導とも関連しますが、アメリカでは、安全と規律ある学習環境の構築を目

的として、ゼロ・トレランスという指導方式が広く実践されています。ゼロ・トレランスは、

直訳すれば「寛容ゼロ」ということであり、寛容の名の下での曖昧な指導は行わないとする

指導方式です。この指導方式では、大きな問題行動に発展しないよう、小さな問題行動に対

しても曖昧にすることなく注意するなど、段階的な基準にしたがって、毅然とした態度で対

応する「段階的指導（プログレッシブディシプリン）」の実践が採り入れられています。 

 

 日本でも、こうした発想を生かしつつ、段階的指導の実践を進めている学校があります。

 

 岡山県のある私立高校では、授業中における問題行動等への具体的な対処方法、挨拶の仕

方、生徒の帰宅後の連絡などかなり具体的なものも含めて文章化した学校独自のマニュアル

を作成し、非常勤も含めた教職員全員による共通した指導を行っています。そこでは、口頭

注意程度のレベルから退学処分を下されるレベルまで問題行動を分類分けした生徒指導ガ

イドラインを公表する一方で、定期的に全生徒が高校生活全般を自己評価し、努力した生徒

を表彰するなど、生徒自らが自らを律するための取組を続けています。 

 

 愛知県のある中学校では、生活委員会の生徒たちが学校内を回り、良い環境を自分たちの

手で創り上げる自主的巡回【Self Patrol 活動】や、自分をじっくり見つめて生活態度をよ

り良いものにしていくために２０項目からなる自己評価を月に一度行う自己啓発【モラルア

ップデー】の実践を行っています。このように、対処的な生徒指導から積極的な生徒指導へ

の転換を行うことで、生徒自らによる学校規律の構築を図っています。 

 

「寛容の名のもとに曖昧な指導を行わない」        
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１．事例の概要 

 

（１）いじめ事実の発見 

Ａ子の部活動の友人が、インターネットの掲示板に、Ａ子の実名を上げて「中学時代に性

的な問題行動を起こした。」との書き込みがあるのを見つけ、Ａ子の担任へ情報提供した。 

 

（２）いじめの概要 

  高校２年生のＡ子は大変正義感が強く、親友であっても間違ったことにははっきり注意す

るような性格である。そのため、Ａ子のことをあまりよく思っていないクラス仲間もいた。 

９月に入って、あるインターネット掲示板に、Ａ子の実名入りで、誹謗中傷の書き込みが

頻繁に行われるようになった。 

 

（３）いじめの状況 

 担任は情報担当の教員に協力を求め、指摘のあったインターネットの掲示板を監視するこ

とにした。最初は１人が書き込むだけであったが、数日後には３～４名の者が書き込みをす

るようになり、すぐに10名近い者が誹謗中傷をするようになった。書き込み内容もエスカレ

ートし、Ａ子の性行為があったかのように赤裸々に表現したり、Ａ子が中学時代に交際して

いた他校へ通うＢ男の名前まで書かれるようになった。挙げ句の果てには、Ａ子になりすま

して、「暇だから電話して」とか「彼氏募集中」といった書き込みまで現れた。それまで同校

ではこうした事案がなかったため、生徒指導主事は教育事務所の生徒指導担当主事に相談し、

「誹謗中傷対応マニュアル」の紹介を受け、それに従って対応策を講じた。 
 
２．対応策及び事態の経緯 

 
○本文とログ（書き込みの時間やＩＰアドレスなどの情報）のプリント 

書き込みの内容によっては、警察に相談をしたり、被害届を提出したりすることもある。

書き込みが削除されることもあり、証拠となるものが必要になるので、書き込み内容とログ

をプリントした。 

○保護者との相談 

両親に学校へ来てもらい、事実を報告するとともに、インターネット掲示板の誹謗中傷へ

の対策について理解を求めた。書かれた本人は書き込みのことに気づいていなかったので、

父親から説明をすることになった。サイト管理者に対しての削除要請は、学校が行うことで

同意を得た。また、担任・部顧問等が対話や声かけを絶やさないようにし、本人の行動に変

【４】「ネットいじめ」への対応 

（32）インターネット掲示板での誹謗中傷に対し解決を図った事例①（高等学校）

・掲示板書き込みの削除など迅速な対応 ・被害者への支援と緊急全校集会 

・情報モラルや法的責任についての指導 
Point 
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化があった場合は、保護者と情報連携し、本人に精神的な支援をすることを約束した。 

○削除の要請 

サイト管理者への削除要請は、緊急な状況であったため、メール・電話・ＦＡＸの３通り

で行った。メールで要請文を書き込むとともに、同じ内容をＦＡＸ送信し、電話でも協力を

要請した。管理者の応対は迅速で、電話をした翌日にはすべて削除された。 

○全体への指導 

掲示板の内容が削除された後、緊急の全校集会を開催した。被害者のＡ子については、本

人の思いを汲んで、教育相談室に呼んで個別対応した。集会では、「もし自分が被害者だった

ら」という立場で、被害者が受ける心の痛みを想像させることや、軽はずみな行動であって

も高校生であれば法的責任が問われうることなどを説明した。 
 
３．事例における対応についての評価等 

 
・ 最近のいじめの特徴として、人の目に触れない場所で行われることがあり、インターネッ

ト掲示板やメールのように発見することが難しい。生徒たちがよく使用している掲示板があ

れば、状況に応じて定期的に監視することも検討する必要がある。 

・ インターネット上でのいじめは、情報技術の進歩につれて変化するため、最新のインター

ネット事情に敏感でなければならない。また、県警のサイバー犯罪対策室への相談も場合に

よっては検討し、特に人命が関わることが考えられる場合には、メールアドレスなどから本

人を特定するような対応も求められる。 

・ インターネット掲示板に誹謗中傷が書き込まれると、その内容を見てさらに書き込みを加

えたり、言いふらしたりする者も現れる。また、いじめを受けている生徒が報復として、悪

口や嫌がらせなどを書き込む場合もある。掲示板では匿名性が高いため、こうした問題を事

後的に指導していくのは難しい。未然防止策として、各学校が年間指導計画の中に、情報モ

ラルの指導を位置づける必要がある。 
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１．事例の概要 

 

（被害生徒）    ２年 女子生徒  

（発見のきっかけ） 匿名の方からの電話 
（概要） 

学校の休日に匿名の電話があり、クラブ活動のために出勤していた教諭が電話を受けた。電話の内

容は、「生徒の中に、○年○組に○○という生徒がいるか。」という問い合わせであった。個人のこと

については回答ができないことを伝えると、この生徒の個人情報（中学校名、学年、組、氏名）がイ

ンターネット掲示板に掲載され、誹謗中傷を受けているということを伝えられた。 
学校は、教育委員会、警察と連携し、掲示板からの削除及び被害届の提出を行う方向で対応を行っ

た。削除要請について、学校は初めての対応で、不慣れであったこともあり、数日かかったが、すべ

ての内容を削除することができた。 
しかし、削除されるまでの間に、当該掲示板において、被害生徒が学校外で活躍している写真を掲

載したホームページへのリンクも貼られた。このことにより、掲示板を閲覧している者から生徒の顔

が容易にわかるようになった。再度、削除要請を行った結果、すべて削除することができた。 
 また、書き込みの日時が授業中であったことから、この日の欠席者の中から加害生徒を特定するこ

とができた。その後、当該生徒の保護者の協力により、生徒は事実を認め、反省して被害者に謝罪を

行うこととなった。 
 
２．対応策及び事態の経緯 
 
（学校の対応） 

・ 電話を受けた教諭は、速やかに学校長に連絡をとり、今後の対応について指示（掲示板

の内容確認及び印刷、保護者への説明の準備など）を受けた。 
・ 教諭は、インターネット掲示板の確認を行ったところ、県・市・学年・クラス・実名が

掲載され、本人を侮辱する内容が掲載されていた。 
・ 学校長は、実態の把握を行い、教育委員会へ報告を行うとともに、今後の対応について

協議を行った。 
・ 被害生徒の保護者については、家庭訪問を行い、今回の事案の説明と学校での対応（削

除の要請と加害生徒の特定への努力と指導、再発防止等）を説明した。 

・ 被害生徒が、今後、学校内外の生活において何らかの被害を受ける可能性もあることか

ら、継続観察と相談活動を継続的に実施した。 

（教育委員会の対応） 

【４】「ネットいじめ」への対応 

（33）インターネット掲示板での誹謗中傷に対し解決を図った事例②（中学校）

・教育委員会、警察と連携した学校の対応 

・生徒の規範意識（情報モラルなど）の向上  ・生徒への二次被害の防止 
Point 
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（１）証拠保全のために、当該インターネット掲示板についてプリントアウトすることを次の

ように指示し、事案の資料を収集することを指示した。 

  ・当該箇所以外に誹謗・中傷がないかを確認し、すべてを印刷すること（他のスレッドが

立てられていないかの確認を含めて）。 
  ・他校の内容も含まれていれば、その内容も確認すること。 
  ・掲示板のアドレスも含めて印刷すること。 
  ・掲示板の削除の仕方について書かれているところを印刷すること。 
  ・参考に、ソースの印刷を行うこと。 
（２）保護者への連絡については、書かれた本人がショックを受けないよう配慮するよう指示

した。 
（３）警察への相談及び警察への被害届の提出については、保護者が行うことになったので、

学校が保護者の支援を行うよう指示した。 
（４）今回の事例を参考に、警察の協力を得て、生徒指導主事の会議で削除の仕方等サイバー

犯罪に対する対応について研修を行った。 
（警察署との連携） 

（１） 掲示板の削除の相談 
 掲示板の削除依頼方法に従って削除を要請する場合の方法や削除されなかったときの

対応について協議した（被害届を提出し、法的手続きに基づき、掲示板を管理するプロバイダに対

して書き込みを行ったPC（IP アドレス）または携帯電話の使用記録の照会を行うこと）。 

（２） 被害届について 
被害届が出され、警察が捜査をしても、最終的に加害者が見つからないこともあるとの

説明を受ける。 
（３）学校における規範意識の向上 

今回の件の加害者は、当該学校の関係者であると思われる。今後、加害者、被害者を出

さないためにも子ども達の情報モラルを高めることが有効であり、県警のサイバー犯罪を

専門に扱う部署の協力も得て、規範意識を高める必要がある。 
（３） 生徒への二次的被害の防止  

書き込みの内容により、まったく当該生徒と面識のない者等が近づくことも考えられる。

何か、変わった様子があれば相談が必要。 
 
３．事例における対応についての評価等 

 
○関係機関との連携 

  警察との連携によりすべて削除することができた。また、削除後の書き込みもなくなった。 
○サイバー犯罪の防止についての講演 

年々、中学生の携帯電話の保有率が高くなり、掲示板への誹謗・中傷をはじめ、ネット関

連の犯罪が増えている。生徒に対して啓発の講演を行うことで、ネット犯罪に対する意識の

向上が見られた。 
※ 本事例において、削除後に他の書き込みはなかったものの、一事案報告されると、他の

書き込みが見つかることもあり、的確に状況を把握して行かなくてはならない。 
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１．事例の概要 

 

（１）背景・環境等 

① 小学校 1年生 Ａ （女） 

② 両親が早朝から仕事に出かけ、朝食などの世話は小学校６年の姉が行っている。 

幼稚園の頃は寝坊で欠席することが多く、小学校入学後も顔を洗わないとか忘れ物が多く

見られる。 

③ 幼稚園の時には、身の回りのことがきちんとできず、仲間はずれにされ、一人で遊ぶこ

とが多かった。しかし、小学校に入学してからは、他の幼稚園からの入学生が加わったた

めに交友関係も変化し、他の児童と元気よく遊んでおり、毎日張り切って通学している。 

 

（２）概要等 

 ① 事件の発生 

・ 入学式を終えてほぼ１ヶ月、どの児童もようやく学校に慣れた頃に「靴隠し」が発生し

た。昼休みに靴を片付けてから５～６分の間になくなった。その時間帯に他の学級の児童

の姿はなかったことから、加害者はＡと同じ学級の児童であろうと推察される。 

 

② 指導の経過 

・ 学級担任としては、入学後間もない時期で、加害者にも被害者にも心に深い傷を負わせ

ない解決法を選択したいと考えた。 

・ 一方で、物を隠すというやり方はいじめにつながる重大な事件であり、何としても今回

限りで終息させたい、再発させてはいけないという強い思いがあった。 

・ 「きっと、『いたずら天使』※がやったんだ！」という設定にして、ユーモアを持ち込み

つつ、それをクッションにしながら、学級内の幼稚園からの人間関係のゆがみを正し、安

心と信頼感を醸成したいと考えた。 

・ 叱責や追求という手段を避け、児童を信じることで、靴を隠した児童に反省を迫り、い

じめの未然防止を図った。 

※「いたずら天使」：やんちゃないたずらっ子（イメージ） 
 
２．対応策及び事態の経緯 

 
（１）指導の方針 

・ 被害者Ａが幼稚園時期に仲間はずれにされていたという点から、単なるいたずらではな

【５】その他の取組 

（34）小学校低学年の児童の心情に配慮した指導を行った事例（小学校） 

・いじめの兆しを発見した時点での迅速・的確な対応 ・発達段階に応じた指導 

・学級担任と児童、保護者の間の信頼関係 
Point 
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く、いじめにつながるものと考え、慎重に対応することとした。 

・ 入学後間もない時期で、執拗な犯人捜しは児童の心を傷つけかねないと考え、何らかの

ユーモアを持ち込みながら解決を図りたいと考えた。 

（２）対応策 

 ① 意識して明るく扱う 

・ 学級で、ユーモアの力を借りて人間関係を正し、協力して解決に向かおうとする気運

を高める。 

・ 「いたずら天使」をイメージさせ、意識して明るく扱う。 

・ 被害者Ａには、小学校でも幼稚園の時と同じだという失望感を味わわせない。 

・ 加害者の鬱積した気持ちを蹴散らし、同時に良心に訴えていく。 

 ② 学級全員で探す 

・ 学級全員がよろこんで意欲的に靴を探すことにより、被害者Ａが友だちへの信頼感を

取り戻すことと、加害者に自分の行為を恥じ入らせることにつながる。 

 ③ 憤りや喜びの感情を共有する 

・ 発見後、すぐ学級に戻って事件について話し合いを持つ。 

・ 靴を一生懸命探したこと、友だちと仲悪くしていると「いたずら天使」が現れること

について全員で話し合いを持つ。 

 ④ 被害者の保護者との連携 

・ 幼稚園期の交友関係を把握することから加害児童の指導に役立てる。 

・ 児童Ａの基本的生活習慣の改善を依頼し、学級担任との信頼関係を醸成する。 

 ⑤ 加害児童への個人面談 

・ 加害児童は体が大きく、日頃、周囲から大人扱いされ、我慢や負担を強いられること

があり、満たされない思いがあるのではないかと考えられる。 

・ 靴のある場所を教えてくれたことに感謝しながら、個人面談を繰り返した。 

・ 事実はあまり追及せず、良心に訴え、読書好きなことを伸ばすよう支援した。 
 
３．事例における対応についての評価等 

 

・ 学級の問題として、学級全体で対応することにより、学級担任と児童、保護者の間の

信頼関係を強め、いじめの未然防止、再発防止につながる。 

・ 親や教師が連携して、いじめの芽を摘み取り、特に加害児童の内面を理解し、児童の

良さを引き出してやることで再発の防止につながる。 

・ 今回は、状況を踏まえ、叱責や追及という手段を極力避け、児童を信じ切ることで、

児童の持つ可能性の伸長につなげた。 

・ 人間関係の中にあるいじめにつながる芽を、その兆しを発見した時点で適切に対応す

ることで、将来にわたっての未然防止に大きく役立つ。特に小学校低学年の段階での早

期の対応が重要である。 
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１．事例の概要 

 

Ａ君（中３）は、Ｂ君（中３）から言葉での脅しを受けていて悩んでいることを学級担任に訴えた。

学級担任及び学年生徒指導担当教師は、Ａ君から詳細に事実の確認をし、事実の把握に努めた。校長の

指示のもと、関係教師による協議会を随時開催し、事実に対しての共通理解を深め、指導方針や事後指

導の徹底を決定した。更に、当該生徒の保護者に事実を報告するとともに、当該生徒の保護者と密接な

連携を図り、本件を解決した。 

 

＜背景＞ 

 ・Ｂ君は、グループ内でボス的な存在であり、本事例以外でも喫煙、授業離脱、対教師暴言等の問題

行動がある。 

・Ａ君とＢ君は同じグループの仲間であり、Ａ君も喫煙等の経験がある。 

・Ａ君：耐性がなく、自分さえよければいいという自己中心的なところが強い。父親は教育熱心であ

り学校にも協力的だが、母親は時々精神的に不安定になる時期がある。 

 Ｂ君：体力もあり、Ａ君たちと問題行動を起こしていたが、いじめというより同じ仲間のように振

舞っていた。保護者は学校とあまり接触しなかったため、考え方など学校ではわからなかった。 

 ・教師の接し方としては、是々非々で接しているものの、Ｂ君本人が自分でやったことを認めないた

め、認めさせるまで苦労している。Ａ君の悩みは、担任では十分汲み取れていなかった。 

 

２．対応策及び事態の経緯 

 

（１）事実を知ってから 

①Ｂ君への対応 

・いじめた事実を確認した。 

・その事実の行為に対しての現在の気持ちを考えさせた。 

・今後の生活やＡ君に対する接し方を考えさせた。 

・Ａ君に対する謝罪を行わせた。 

・その後のＢ君の生活の様子を観察した。 

 

②Ａ君への対応 

  ・今まで苦しみ悩んでいたことを訴え出た勇気を認め、全力で守ることを理解させた。 

  ・今後の教師やＢ君に対しての要望を考えさせた。 

  ・その後のＡ君の生活の様子を注意深く観察するとともに、定期的に教育相談を実施した。 

【５】その他の取組 

（35）いじめの被害者・加害者の保護者にもしっかり対応した事例（中学校）

・学校の指導方針や事後指導の徹底  

・被害生徒・加害生徒との密接な連携  ・保護者へのカウンセリングの勧め 
Point 
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③Ｂ君の保護者に対する対応 

  ・事実を報告し、保護者としても謝罪してもらった。 

・Ｂ君の人間性を認めながらも、強い説諭指導を実施したことについて保護者の理解を求めた。 

・特に、父親がＢ君に対し真剣に向かい合おうとする姿勢が見られたので、学校と家庭との連絡等

については父親を介するようにした。 

・保護者としての悩み等があると察し、専門機関との家族カウンセリングを強力に勧めた。 

 

④Ａ君の保護者に対する対応 

  ・事実を報告し、学校の指導方針に理解を求めた。 

  ・家庭や学校でのＡ君の様子等を連絡し合うことで、その後のいじめの有無を確認した。 

  ・いじめられていたＡ君の心情を理解し、保護者として温かく見守ってほしい旨お願いした。 

  ・Ｂ君に対する指導の在り方についての保護者から学校への要望を聞いた。 

 

（２）生徒の変容 

  Ｂ君の授業離脱の回数・頻度が減少し、Ａ君と接触する機会も減った。Ａ君の進路に対する意欲は

高揚した。また、別のグループにも溶け込めるようになった。 

 

（３）保護者の変容 

  ・専門機関でのカウンセリングを受講し、その効果を認識し、再度のカウンセリング受講に積極的

となった。 

 ・本人だけの問題であるという問題意識から、家族関係の問題であるという新たな認識を持ち、当

該生徒と接するようになった。 

 ・学校側の指導方針を理解し、それぞれの立場で本音で話し合いをもつことができた。 

 

３．事例における対応についての評価等 

本事例の指導において評価されるポイントは以下のとおりと考えられる。 

 ○ 保護者との連絡を図り、Ａ君を全力で守ったこと。 

○ 学校での指導を放棄したような印象を保護者が持つことがないよう配慮しながら、専門機関で

のカウンセリングを勧めたこと。 
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１．事例の概要 

 

 生徒面接週間において学級担任と面接したＡは、入部している野球部の練習において先輩に

たたかれるので部がおもしろくないと訴えた。 

 Ａは１年生男子で、授業中そわそわして落ち着かず、教師からよく注意される生徒である。

また、人の話をよく聞きもらし、ミスが多いこともある。顔の特徴からあだ名をつけられ、友

達にからかわれていた。 

 Ａには、学年主任が直接話を聞き、いじめの概要が分かった。教師集団は、これは野球部に

よる長期にわたるいじめであるという認識のもと、全教師で当たることを確認した。その日の

放課後、各担任が事情を聞く中で、新たに、他にもいじめがあったことと、２年生のＳが野球

部員全員の前で口止めをしていたという証言を得た。 

放課後、１年生の部員を集め、「絶対に守ってやる」という１年教師団全員の気持ちを伝える

とともに、その後、１０名の教師で分担し、それぞれ生徒たちから事情を聞く中で、２年生部

員からＡへの継続的な暴力によるいじめがあったことが分かった。１年生部員には、自分たち

もいじめ構図の一員であったことも十分認識するよう、話した。 

 

２．対応策及び事態の経緯 

 

 ２年生への指導の前に、２年生にも手順を踏んで言い分を聞こうということで、２年生野球

部員を全員集合させ、指導が終わるまでの間は１年生との交流を一切禁じることを伝えた。そ

の後、一人ひとりから事情を聞いたが、誰もいじめがあったと言わなかった。そのため、全員

済んだ後、１年生から聞いた事実を突きつけ、認めさせる方法に切り替えることにし、全員を

集合させ、一つずつ事実を確認し、関わった者は各自、自主申告で挙手をさせることにした。

事実を突きつけられて『逃げられない』と察した途端、子どもたちは嘘を認めた。証拠を突き

つけられないと本当のことを喋らない態度を見て、顧問は愕然とし、最後に今までの取組を振

り返らせながら、「私と生徒は心が通じていなかったのか」と泣き崩れてしまった。 

 生徒指導主事は、このまま顧問と２年生の心が離れてしまわないように、２年生全員を家庭

まで送り、事情説明をするとともに、野球部の主将宅を訪問し、これまでの指導は「いじめ根

絶のための指導」であり、特定の生徒を叱っているのではないことを説明した。 

 翌々日、１・２年生の家庭２８軒を全教職員で手分けして訪問し、いじめの実態と生徒によ

って認識が様々であったことを伝え、今後このようないじめが二度と起こらないように歩調を

合わせて指導していただきたい旨、お願いをした（１年生の保護者の中には、「２年生がふざけ

ているのを学校が大きく取り上げ過ぎているのでは」という見方をする方もあり、いじめが社

【５】その他の取組 

（36）部活動におけるいじめ問題に全職員が取り組んだ事例（中学校） 

・教師集団の一致協力した取組  ・保護者との連携、家庭訪問の重視 

・正義の通る集団への変容 
Point 
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会問題化している背景を垣間見たような思いをする。）。 

 

 Ａの家庭を訪問した際、保護者会を持ってほしいという要望があり、部活動保護者会を持つ

ことを決定した。学校主催ではなく、保護者会主催とし、２年生の主将の保護者から連絡網で

伝えた。その前に打合会を持ち、いじめの構造を少しでも理解してもらうため、再度全家庭を

訪問し、父親にも参加してもらいたいという要望を伝えた。 

 その数日後、保護者会を開いた。会での話し合いでは、加害者側の保護者から被害側を逆な

でするような意見が出て、Ａの保護者ばかりでなく、他の何名かの保護者も怒らせてしまうこ

とになった。また、司会者の進行も期待に反し、部の再会を急ぐ気持ちが強く出たため、何の

ための保護者会かという疑問の声も出された。 

 

 数日後、２年生野球部員から顧問に話したいことがあるという申し出があり、年明けからの

練習再開に向けて、それまでに理解させたいポイントを年末までかけてじっくり話し合った。 

「年末までかけてじっくり話し合う」中で、周囲の大人たちが本気で関わっていることが伝

わり、ことの重大さを理解できたのだと考えている。あたりまえになっていた日々の行為が、

人間としていかに恥ずかしい行為であったかに気づくことができたということである。Ａが受

けたいじめの問題を自分のこととして考えることができ、安心させてやれるのは２年生部員、

自分たちしかいないことを自覚する者が具体的な行動を起こし始めたことから、正義の通る集

団に変わっていくことができた。 

最後まで難航したのは、理解の得られにくい保護者への対応であった。家庭訪問を繰り返し、

子どもたちの変貌ぶりを伝える中で、がんばる子どもたちに押される形で保護者間の対立も解

消した。先生の熱意は保護者には直接には伝わらないが、子どもを通じて確実に伝わるものだ

と実感した。 

 

３．事例における対応についての評価等 

 

予想以上に時間はかかったが、被害を受けた１年生の受けたいじめの総体がどれほどのもの

だったのか、全員が共感的に理解できるに至り、３学期に部活動は再開した。理解が得られに

くかった保護者は一部残ったが、その後の顧問と支援チームによる指導により、しっかり正義

が通る集団となった。翌年度の大会優勝後の生徒たちの作文からは、いじめ事件で考えたこと

が真のチームワークを結束させることにつながったという言葉が返ってきた。被害生徒も同学

年の仲間に守られ、部活動の中に居場所ができた。 
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１．事例の概要 

 

「いじめによる自殺予告ととれるメモ」が校内から発見された。メモの内容から自殺予告と

も、愉快犯（冷やかし）ともとれるが、最悪の場合を想定し、生徒の安全第一の方針で臨むこ

とを確認。緊急の電話連絡、全校集会、生徒へのいじめに関するアンケートの実施、全生徒対

象の教育相談等を実施し、いじめの実態把握と心配される生徒の把握に努め、自殺の未然防止

といじめやいじめにつながる恐れのある問題の解決にあたった。  

 

２．対応策及び事態の経緯 

 

≪○月○日(金)≫ 

・16時頃   生徒会選挙の開票中、選挙管理委員が投票箱の中から「自殺予告メモ」を発見。すぐに、

生徒会担当教師に連絡。生徒会担当教師から生徒指導主事へ、生徒指導主事から校長、教

頭へ報告。 

・16時 20分 緊急に職員を集合させ、経過と内容を全職員で確認。今後の対応の協議。 

・17時 00分 メモの筆跡に特徴があるので、各学年毎に提出物等から筆跡の似ている生徒の洗い出し

を行う。最近、いじめにあった生徒が筆跡が似ていることから、すぐに担任が面談するが、

その生徒ではないことを確認。 

・17時 30分 運営委員会、緊急職員会議を開き、今後の対応を協議。メモの内容から自殺予告とも愉

快犯（冷やかし）とも取れるが、最悪の事態を想定し、生徒の安全第一の方針で臨むこと

を確認。 

・17時 40分 教育委員会にこの件を電話で報告。 

・17時 50分 PTA役員に電話連絡。緊急PTA運営委員会を行い、報告を行うことを確認。 

・19時 00分 PTA役員会を開き、事件の内容と経過を報告。今後の対応を協議。 

・19時 15分 教育委員会から指導主事来校。 

・19時 30分 緊急PTA運営委員会を開催。事件の内容説明と経過報告（教頭から）と今後の学校とし

ての対応の説明（校長から）。 

・20時 50分 担任とPTA運営委員とで分担し、全家庭に電話連絡。メモの内容、いじめがないか各家

庭で話し合いをもってもらうこと、土・日の子どもの様子を把握してほしいこと、明日の

土曜までに子どもの様子を学校に連絡することを電話連絡。 

・22時 30分 職員会議。全家庭への電話連絡の状況を各担任から確認、集約。      

・22時 50分 職員解散。市教委へ経過報告。 

 

【５】その他の取組 

（37）いじめによる自殺予告メモの発見を受け学校全体で迅速に取り組んだ事例（中学校）

・児童生徒の安全第一の方針 ・教師、ＰＴＡ役員が協力した全家庭への電話連絡

・緊急時の連絡体制、初期対応の確実さ 
Point 
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≪○月○日（土）≫ 

・ 7時00分 職員出勤、電話連絡の対応と集約にあたる。連絡の取れない家庭については家庭訪問し

て確認を行う。 

・ 8時 00分 職員会議で本日の動きを確認。市教委から指導主事来校。 

・10時 00分 警察署へメモを持参し、事件の概要と対応についての報告及び相談。 

・11時 00分 自治連合会会長、公民館長に事件の概要と学校の対応を説明。協力依頼。 

・14時 20分 PTA役員会開催。現在までの経過と今後の対応を協議。○月○日（木）に緊急保護者会を

開催し報告を行うことを決定。 

・15時 20分 職員会議。全家庭から、いじめによる自殺の心配がないことを確認。 

・15時 30分 解散。数名が残り、緊急の場合に備えて21時まで待機。 

 

≪○月○日（日）≫ 

   緊急の場合に備えて、1日待機（数名の教師、校長、教頭で分担） 

 

≪○月○日（月）≫ 

・ 8時40分 全校集会。 

・ 9時 20分 各教室で「いじめに関するアンケート」実施。 

・10時 15分、職員会議、アンケートの内容の集約。 

・10時 40分から15時 00分まで 個人面談実施（全校生徒対象）。 

・16時 00分 職員会議。緊急対応が必要な心配される生徒はいないことを確認。 

・16時 30分 帰りの会で保護者向け文書を配布（メモへの対応と保護者会の開催）。 

 

≪○月○日（火）≫ 

・15時   学年会、運営委員会を開催。各学年のいじめの実態の報告。各学年の今後の対応の協議。

緊急保護者会の持ち方を協議。○日（金）に予定されている人権学習の内容を、「いじめ」

をテーマとした内容に変更して行うことを確認。 

 

≪○月○日（木）≫ 

・19時30分 緊急保護者会開催。全教師、PTA会長、指導主事参加。経過報告、各学年からの報告、PTA

会長の話、校長の話、質疑。 

・21時 30分 市教委へ緊急保護者会の様子を報告。  

 

≪○月○日（金）≫ 

 公開人権学習開催。今回の件を受けて、全学年、「いじめ」をテーマとした内容に変更して実施。 

 

３．事例における対応についての評価等 

 

本件においては「自殺予告メモ」を発見してからの連絡体制、初期対応が素早く確実であっ

たことが、保護者や地域から評価されている。また、メモの内容から愉快犯（冷やかし）とも
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とれるが、生徒の安全第一の方針で最悪の場合を想定して対応したことが学校の対応として評

価された。  

今回、PTA役員会・運営委員会の協力を得て、教師とPTA委員が一緒になって全家庭に電話

連絡を行った。そのことが、学校の考えや方針をより理解することに繋がり、批判的な意見が

生まれにくい雰囲気をつくった。緊急保護者会では、各学年からいじめの実態や今後の対応策

を具体的に報告することで、保護者にとって分かりやすく、信頼できる雰囲気をつくったと思

われる。 

○月○日（月）の全校生徒を対象とした教育相談では、時間をかけ一人ひとり丁寧に悩みや

友人関係について話し込みを行ったが、そのことにより教師が気づいていなかったいじめの早

期発見につながった。また、その後の生徒と教師の関係がより近くなり、何でも気軽に相談で

きる関係がより深まった。さらに、人権学習を通して全員が改めて「いじめや命の大切さ」に

ついて考え、日頃の自分の行動やことばの使い方について深く考えることができた。 
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いじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が相次いで発生していること

は、極めて遺憾であります。児童生徒が自らの命を絶つということは、理由の如何を問わずあ

ってはならず、深刻に受け止めているところであります。 

 これらの事件では、子どもを守るべき学校・教職員の認識や対応に問題がある例や、自殺と

いう最悪の事態に至った後の教育委員会の対応が不適切であった例が見られ、保護者をはじめ

国民の信頼を著しく損なっています。 

 いじめは、決して許されないことであり、また、どの子どもにも、どの学校でも起こり得る

ものでもあります。現にいま、いじめに苦しんでいる子どもたちのため、また、今回のような

事件を二度と繰り返さないためにも、学校教育に携わるすべての関係者一人ひとりが、改めて

この問題の重大性を認識し、いじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応する必要がありま

す。また、いじめの問題が生じたときは、その問題を隠さず、学校・教育委員会と家庭・地域

が連携して、対処していくべきものと考えます。 

 ついては、各学校及び教育委員会におかれては、別添「いじめの問題への取組についてのチ

ェックポイント」等も参考としつつ、いま一度総点検を実施するとともに、下記の事項に特に

ご留意の上、いじめへの取組について、更なる徹底を図るようお願いします。 

 なお、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会

等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、この趣旨について周知を図る

とともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。 

 

記 

 

１ いじめの早期発見・早期対応について 
 
 (1) いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題であることを十分認識するこ

と。 

   日頃から、児童生徒等が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に

努めること。 

   スクールカウンセラーの活用などにより、学校等における相談機能を充実し、児童生徒

の悩みを積極的に受け止めることができるような体制を整備すること。 

 

 (2)  いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教員が抱え込むことなく、学校全体で組織

的に対応することが重要であること。学校内においては、校長のリーダーシップの下、教

職員間の緊密な情報交換や共通理解を図り、一致協力して対応する体制で臨むこと。 

 

 (3) 事実関係の究明に当たっては、当事者だけでなく、保護者や友人関係等からの情報収集

等を通じ、事実関係の把握を正確かつ迅速に行う必要があること。 

いじめの問題への取組の徹底について（各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委

員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人学長宛 平成１８年１０月

１９日付初等中等教育局長通知） 
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   なお、把握した児童生徒等の個人情報については、その取扱いに十分留意すること。 

 

 (4) いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならないこと。学校に

おいていじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適切な連携

を図ること。保護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、その上で、関

係者全員で取組む姿勢が重要であること。 

 

 (5) 学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、家庭や地

域へ積極的に公表し、保護者や地域住民の理解を得るよう努めること。 

   実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を行う

ことにより、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽するよう

な対応は許されないこと。 
 
２ いじめを許さない学校づくりについて 
 
 (1) 「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、学校教育全体を通じて、児童生

徒一人一人に徹底すること。特に、いじめる児童生徒に対しては、出席停止等の措置も含

め、毅然とした指導が必要であること。 

   また、いじめられている児童生徒については、学校が徹底して守り通すという姿勢を日

頃から示すことが重要であること。 

 

 (2) いじめを許さない学校づくり、学級(ホームルーム)づくりを進める上では、児童生徒一

人一人を大切にする教職員の意識や、日常的な態度が重要であること。 

   特に、教職員の言動が児童生徒に大きな影響力を持つことを十分認識し、いやしくも、

教職員自身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることが

ないようにすること。 

 

 (3) いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめが続

いていることも少なくないことを認識し、そのときの指導により解決したと即断すること

なく、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行うこと。 

 
 
３ 教育委員会による支援について 
 
   教育委員会において、日頃から、学校の実情把握に努め、学校や保護者からいじめの訴

えがあった場合には、当該学校への支援や当該保護者への対応に万全を期すこと。 
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                   別  添 

 

「いじめの問題への取組についてのチェックポイント」 

 

〈趣旨〉 

  このチェックポイントは、いじめの問題に関する学校及び教育委員会の取組の充実のために、

具体的に点検すべき項目を参考例として示したものである。 

 各学校・教育委員会においては、このチェックポイントを参照しつつ、それぞれの実情に応

じて適切な点検項目を作成して、点検・評価を行うことが望ましい。 

 

  なお、「いじめ」の定義については、一般的には、「①自分より弱いものに対して一方的に、

②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの」とされてい

るが、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめ

られた児童生徒の立場に立って行うことに留意する必要がある。 

 

 

〈チェックポイント〉 
 
Ⅰ  学  校 
 
（指導体制） 

(1) いじめの問題の重大性を全教職員が認識し、校長を中心に一致協力体制を確立して実践

に当たっているか。 

(2) いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて職員会議など

の場で取り上げ、教職員間の共通理解を図っているか。 

(3)  いじめの問題について、特定の教員が抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、学

校全体で対応する体制が確立しているか。 

 

（教育指導） 

(4)  お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする指導等の充実に努めているか。特

に、「いじめは人間として許されない」との強い認識に立って指導に当たっているか。 

(5)  学校全体として、校長をはじめ各教師がそれぞれの指導場面においていじめの問題に関

する指導の機会を設け、積極的に指導を行うよう努めているか。 

(6)  道徳や学級(ホ－ムル－ム)活動の時間にいじめにかかわる問題を取り上げ、指導が行わ

れているか。 

(7)  学級活動や児童生徒会活動などにおいて、いじめの問題とのかかわりで適切な指導助言

が行われているか。 

(8)  児童生徒に幅広い生活体験を積ませたり、社会性のかん養や豊かな情操を培う活動の積

極的な推進を図っているか。 

(9)  教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりする

ことのないよう、細心の注意を払っているか。 
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(10) いじめを行う児童生徒に対しては、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止

や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応を行うこととしているか。 

(11) いじめられる児童生徒に対し、心のケアやさまざまな弾力的措置など、いじめから守り

通すための対応を行っているか。 

(12) いじめが解決したと見られる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な指

導を行っているか。 

 

（早期発見・早期対応） 

(13) 教師は、日常の教育活動を通じ、教師と児童生徒、児童生徒間の好ましい人間関係の醸

成に努めているか。 

(14) 児童生徒の生活実態について、たとえば聞取り調査や質問紙調査を行うなど、きめ細か

く把握に努めているか。 

(15) いじめの把握に当たっては、スクールカウンセラーや養護教諭など学校内の専門家との

連携に努めているか。 

(16) 児童生徒が発する危険信号を見逃さず、その一つ一つに的確に対応しているか。 

(17) いじめについて訴えなどがあったときは、問題を軽視することなく、保護者や友人関係

等からの情報収集等を通じて事実関係の把握を正確かつ迅速に行い、事実を隠蔽すること

なく、的確に対応しているか。 

(18) いじめの問題解決のため、教育委員会との連絡を密にするとともに、必要に応じ、教育

センタ－、児童相談所、警察等の地域の関係機関と連携協力を行っているか。 

(19) 校内に児童生徒の悩みや要望を積極的に受け止めることができるような教育相談の体制

が整備されているか。また、それは、適切に機能しているか。 

(20) 学校における教育相談について、保護者にも十分理解され、保護者の悩みに応えること

ができる体制になっているか。 

(21) 教育相談の実施に当たっては、必要に応じて教育センタ－などの専門機関との連携が図

られているか。 教育センター、人権相談所、児童相談所等学校以外の相談窓口について、

周知や広報の徹底が行われているか。 

(22) 児童生徒等の個人情報の取扱いについて、ガイドライン等に基づき適切に取り扱われて

いるか。 

 

（家庭・地域社会との連携） 

(23) 学校におけるいじめへの対処方針や指導計画等を公表し、保護者や地域住民の理解を得

るよう努めているか。 

(24) 家庭や地域に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校

通信などを通じて、家庭との緊密な連携協力を図っているか。 

(25) いじめが起きた場合、学校として、家庭との連携を密にし、一致協力してその解決に当

たっているか。いじめの問題について、学校のみで解決することに固執しているような状

況はないか。 

(26) ＰＴＡや地域の関係団体等とともに、いじめの問題について協議する機会を設け、いじ

めの根絶に向けて地域ぐるみの対策を進めているか。 
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Ⅱ 教育委員会 

 

（学校の取組の支援等・点検） 

(1) 管下の学校等に対し、いじめの問題に関する教育委員会の指導の方針などを明らかにし、

積極的な指導を行っているか。 

(2) 管下の学校におけるいじめの問題の状況について、学校訪問や調査の実施などを通じて

実態の的確な把握に努めているか。 

(3) 学校や保護者等からいじめの報告があったときは、その実情の把握を迅速に行うととも

に、事実を隠蔽することなく、学校への支援や保護者等への対応を適切に行っているか。 

(4)  各学校のニーズに応じ、研修講師やスクールカウンセラー等の派遣など、適切な支援を

行っているか。 

(5) いじめの問題について指導上困難な課題を抱える学校に対して、指導主事や教育センタ

－の専門家の派遣などによる重点的な指導、助言、援助を行っているか。 

(6) 深刻ないじめを行う児童生徒に対しては、出席停止を命ずることもできるよう、必要な

体制の整備が図られているか。 

(7) いじめられる児童生徒については、必要があれば、就学校の指定の変更や区域外就学な

ど弾力的な措置を講じることとしているか。 

(8) 関連の通知などの資料がどう活用されたか、その趣旨がどう周知・徹底されたのかなど、

学校の取組状況を点検し、必要な指導、助言を行っているか。 

 

（教員研修） 

(9) 教育委員会として、いじめの問題に留意した教員の研修を積極的に実施しているか。 

(10) 研修内容・方法について、様々な分野から講師を招いたり、講義形式のみに偏らないよ

うにするなどの工夫を行っているか。 

(11) いじめの問題に関する指導の充実のための教師用手引書などを作成・配布しているか。 

 

（組織体制・教育相談） 

(12) 教育委員会に、学校からの相談はもとより、保護者からの相談も直接受けとめることの

できるような教育相談体制が整備されているか。また、それは、利用しやすいものとする

ため、相談担当者に適切な人材を配置するなど運用に配慮がなされ、適切に機能している

か。 

(13) 教育相談の利用について関係者に広く周知を図っているか。また、教育センター、人権

相談所、児童相談所等学校以外の相談窓口について、児童生徒、保護者、教師に対し周知

徹底が図られているか。 

(14) 教育相談の内容に応じ、学校とも連絡・協力して指導に当たるなど、継続的な事後指導

を適切に行っているか。 

(15) 教育相談の実施に当たっては、必要に応じて、医療機関などの専門機関との連携が図ら

れているか。 
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（家庭・地域との連携） 

(16) 学校とＰＴＡ、地域の関係団体等がいじめの問題について協議する機会を設け、いじめ

の根絶に向けて地域ぐるみの対策を推進しているか。 

(17) いじめの問題への取組の重要性の認識を広め、家庭や地域の取組を推進するための啓

発・広報活動を積極的に行っているか。 

(18) 教育委員会は、いじめの問題の解決のために、関係部局・機関と適切な連携協力を図っ

ているか。 
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  いじめの防止等は、全ての学校・教職員が自らの問題として切実に受け止め、徹底して取り

組むべき重要な課題である。 

  いじめをなくすため、まずは、日頃から、個に応じたわかりやすい授業を行うとともに、深

い児童生徒理解に立ち、生徒指導の充実を図り、児童生徒が楽しく学びつつ、いきいきとした

学校生活を送れるようにしていくことが重要である。 

  また、いじめを含め、児童生徒の様々な問題行動等への対応については、早期発見・早期対

応を旨とした対応の充実を図る必要があり、関係機関との連携を図りつつ、問題を抱える児童

生徒一人一人に応じた指導・支援を、積極的に進めていく必要がある。 

 以上を踏まえつつ、特にいじめ問題への対応については、下記１の基本的認識に基づき、下

記２のポイントについて遺漏なきを期しつつ、これを推進する必要がある。 

 

Ⅰ. いじめ問題に関する基本的認識 
 
 ○ いじめについては、「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

とを十分認識するとともに、特に、以下の点を踏まえ、適切に対応する必要があること。 

１．「弱いものをいじめることは人間として絶対に許されない」との強い認識を持つこと。 

どのような社会にあっても、いじめは許されない、いじめる側が悪いという明快な一事を毅然と

した態度で行きわたらせる必要がある。いじめは子どもの成長にとって必要な場合もあるという考

えは認められない。また、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に

許されない。 

２．いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行うこと。 

子どもの悩みを親身になって受け止め、子どもの発する危険信号をあらゆる機会を捉えて

鋭敏に感知するよう努める。自分のクラスや学校に深刻ないじめ事件が発生し得るという危

機意識を持つ。なお、いじめの件数が少ないことのみをもって問題なしとすることは早計である。

３．いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること。 

いじめの問題の解決のために家庭が極めて重要な役割を担う。いじめの問題の基本的な考え方は、

まず家庭が責任を持って徹底する必要がある。家庭の深い愛情や精神的な支え、信頼に基づく厳し

さ、親子の会話や触れ合いの確保が重要である。 

４．いじめの問題は、教師の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題であること。 

個性や差異を尊重する態度やその基礎となる価値観を育てる指導を推進する。道徳教育、心の教

育を通してかけがえのない生命、生きることの素晴らしさや喜びなどについて指導することが必要

である。 

５．家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に

取り組むことが必要であること。 

いじめの解決に向けて関係者の全てがそれぞれの立場からその責務を果たす必要がある。地域を

挙げた取組も急務である。 

                   「いじめの問題に関する総合的な取組について（平成８年７月  

                   児童生徒の問題行動等に関する調査研究会議(報告））」より 

学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント 

（平成１８年１０月１９日都道府県・指定都市担当課長緊急会議配布資料） 
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Ⅱ. いじめに関する取組のポイント 
 
 １ 学校における取組の充実 
 
  (1) 実効性ある指導体制の確立 
 
  ａ）学校を挙げた対応 
 
  ① いじめの問題については、その件数が多いか・少ないかの問題以上に、これが生じた

際に、いかに迅速に対応し、その悪化を防止し、真の解決に結びつけることができたか

が重要となるものであり、各学校及び教育委員会は、相互の連絡・報告を密にしつつ、

いじめの発生等についてきめ細かな状況把握を行い、適切な対応に努めること。 

   
  ② 各学校において、校長のリーダーシップの下に、それぞれの教職員の役割分担や責任

の明確化を図るとともに、密接な情報交換により共通認識を図りつつ、全教職員が一致

協力して指導に取り組む実効性ある体制を確立する必要があること。 

 

  ③ 校長、教頭、生徒指導主事等は、いじめの訴え等に基づき、学級担任等へ対応を指示

したり、情報を伝達したりした場合には、その対応状況等について、逐次報告を受ける

など、その解決に至るまで適切にフォローすること。 

 

   ④ いじめの訴え等を学級担任が一人で抱え込むようなことはあってはならず、校長に適

切な報告等がなされるようにすること。 

    
   ｂ) 実践的な校内研修の実施 

     ①  各学校において、いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図る

ために、全教職員の参加により、事例研究やカウンセリング演習など実践的な内容を

持った校内研修を積極的に実施する必要があること。 

 

  (2) 適切な教育指導 

 

  ａ）全ての児童生徒への指導 

   ① 「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を一人一人の児童生徒に徹底

させなければならないこと。いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめ

る行為と同様に許されないという認識、また、いじめを大人に伝えることは正しい行

為であるという認識を、児童生徒に持たせること。 

  

   ② いじめられる児童生徒や、いじめを告げたことによっていじめられるおそれがある

と考えている児童生徒を徹底して守り通すということを、教職員が、言葉と態度で示

すこと。 

     特に、いじめられている場合には、そのことを自分の胸の中に止めて悩み抜いたり
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せず、友人、教師、親に必ず相談するようにすること（まして、自分を傷つけたり、

死を選んだりすることは絶対にあってはならないこと）を、メッセージとして伝える

こと。 

 

   ③ 学校教育活動全体を通して、お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする

態度を育成し、友情の尊さや信頼の醸成、生きることの素晴らしさや喜び等について

適切に指導すること。特に、道徳教育、心の教育を通して、このような指導の充実を

図ること。 

     また、奉仕活動、自然体験等の体験活動をはじめ、人間関係や生活経験を豊かなも

のとする教育活動を取り入れることも重要であること。 

 

   ④ 学級（ホームルーム）活動や児童（生徒）会活動などの場を活用して、児童生徒自

身がいじめの問題の解決に向けてどう関わったらよいかを考え、主体的に取り組むこ

とは大きな意義があること。 

 

  b）いじめる児童生徒への指導・措置 

 

   ① いじめを行った児童生徒に対しては、心理的な孤立感・疎外感を与えることがない

ようになど、一定の教育的配慮の下に、いじめの非人間性やいじめが他者の人権を侵

す行為であることに気付かせ、他人の痛みを理解できるようにする指導を根気強く継

続して行うこと。 

   

   ② いじめを行う児童生徒に対しては、一定期間、校内においてほかの児童生徒と異な

る場所で特別の指導計画を立てて指導することが有効な場合もあること。 

     さらに、いじめの状況が一定の限度を超える場合には、いじめられる児童生徒を守

るために、いじめる児童生徒に対し出席停止の措置を講じたり、警察等適切な関係機

関の協力を求め、厳しい対応策をとることも必要であること。特に、暴行や恐喝など

犯罪行為に当たるようないじめを行う児童生徒については、警察との連携が積極的に

図られてよいこと。 

 

   ③ 上記②の措置を講ずることについて、教育委員会や保護者との間に、日頃から十分

な共通理解を持っておくことが大切であること。 

 

  c）いじめを許さない学級経営等 

 

   ① 児童生徒の成長にとって必要な場合もあるといった考えは認められないものであ

り、個々の教師がいじめの問題の重大性を正しく認識し、危機意識を持って取り組ま

なければならないこと。 

     また、教師の何気ない言動が児童生徒に大きな影響力を持つことに十分留意し、い

やしくも、教職員自身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長し
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たりするようなことがないよう留意すること。 

 

   ② グループ内での児童生徒の人間関係の変化を踏まえ、学級経営やグループ指導の在

り方、わけても班別指導について不断の見直しや工夫改善を行う必要があること。 

 

   ③ いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめ

が続いていることも少なくないことを認識し、そのときの指導により解決したと即断

することなく、当該児童生徒が卒業するまで、継続して十分な注意を払い、折に触れ

て必要な指導を行うこと。 

 

 (3) いじめの早期発見・早期対応 
 
  a）問題兆候の把握等 

 

   ①  教師が児童生徒の悩みを受け取るためには、まず何よりも、全人格的な接し方を心

がけ、日頃から児童生徒との心のチャンネルを形成するなど深い信頼関係を築くこと

が不可欠であること。 

 

   ② 児童生徒の生活実態のきめ細かい把握に努めるとともに、いじめを見つけるための

積極的な取組を行うこと。また、いじめの把握に当たっては、スクールカウンセラー

や養護教諭など学校内の専門家との連携に努めること。 

 

   ③ 児童生徒や保護者からのいじめの訴えはもちろんのこと、その兆候等の危険信号は、

どんな些細なものであっても真剣に受け止め、すみやかに教職員相互において情報交

換するなどにより、適切かつ迅速な対応を図ること。 

  

   ④ 児童生徒の仲間意識や人間関係の変化に留意しつついじめの発見や対応に努めると

ともに、特に、種々の問題行動等々が生じているときには、同時に他にいじめが行わ

れている場合もあることに留意すること。 

 

   ⑤ いじめの問題解決のため、いじめを把握した際には、速やかに教育委員会に報告す

るとともに、必要に応じ、教育センタ－、児童相談所、警察等の地域の関係機関と連

携協力を行っているか。 

 

  ｂ）事実関係の究明 
 
   ① いじめを受けている児童生徒等の心理的圧迫感をしっかりと受け止めるとともに、

当事者だけでなく、その友人関係等からの情報収集等を通じた事実関係の把握を正確

かつ迅速に行う必要があること。 

 

   ② いじめの兆候を発見した場合において、いじめられる児童生徒からの訴えが弱いこ
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とを理由に問題を軽視したり、いじめる側といじめられる側の主張に隔たりがあるこ

とを理由に、必要な対応を欠くこととがないようにすること。 

 

 (4) いじめを受けた児童生徒へのケアと弾力的な対応 
 
  ａ）心のケア等 
 
   ① 児童生徒に対する親身な教育相談を一層充実させるため、スクールカウンセラー等

の活用や、養護教諭等との連携を積極的に図ること。 

     また、教育相談について全教職員が参加する実践的な校内研修を積極的に実施する

こと。 

 

   ② 教育相談室を生徒指導室とは別の場所に設けたり、部屋が相談しやすい雰囲気にな

るよう工夫するなど、児童生徒にとって相談しやすい環境を整えること。 

 

  ｂ）いじめを継続させないための弾力的な対応 
 
   ①  いじめられる児童生徒には、いじめの解決に向けての様々な取組を進めつつ、児童

生徒の立場に立って、緊急避難としての欠席が弾力的に認められてよいこと。その際、

保護者と十分に連携を図るとともに、その後の学習に支障を生ずることのないように

工夫するなど十分な措置を講ずる必要があること。 

 

   ② いじめられる児童生徒又はいじめる児童生徒のグループ替えや座席替え、さらに学

級替えを行うことも必要であること。また、必要に応じて児童生徒の立場に立った弾

力的な学級編制替えも工夫されてよいこと。 

 

   ③ いじめられる児童生徒には、保護者の希望により、関係学校の校長などの関係者の

意見も十分に踏まえて、就学すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置につ

いて配慮する必要があること。この場合、いじめにより児童生徒の心身の安全が脅か

されるようなおそれがある場合はもちろん、いじめられる児童生徒の立場に立って、

いじめから守り通すため必要があれば弾力的に対応すべきこと。 

 

   ④ 上記①から③の措置を講ずることについて、学校、教育委員会、及び保護者は、日

頃から十分な共通理解を持っておくことが大切であること。 

 

 (5) 家庭・地域社会との連携 
 
   ① いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならないこと。学

校においていじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適

切な連携を図ること。保護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、

その上で、関係者全員で取組む姿勢が重要であること。 
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   ② 学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、積極

的に公表し、保護者等の理解や協力を求めるとともに、各家庭でのいじめに関する取

組のための具体的な資料として役立ててもらえるような工夫が必要であること。 

 

   ③ いじめ等に関して学校に寄せられる情報に対し、誠意を持って対応すること。 

        また、いじめの問題に関し学校と保護者や地域の代表者との意見交換の機会を設け

る、特にＰＴAと学校との実質的な連絡協議の場を確保するなどにより、家庭・地域社

会との連携を積極的に図る必要があること。 

 

   ④ 実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を

行うことにより、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽

するような対応は許されないこと。 

 

 

２ 教育委員会における取組の充実 

 

 (1) 学校の取組への支援と取組状況の点検 
 
   ａ）恒常的支援 
 
   ① いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じつつ、例えば、校内研修の講師

として指導主事や教育相談の専門家を派遣するなど、各学校の取組を積極的に支援す

る必要があること。 

 

   ② 各学校における教育相談機能の充実に資するよう、スクールカウンセラーの派遣等

により、適切な支援を行うこと。 

 

   b）個別事件への支援 

 

   ① 学校や保護者等からいじめの報告があったときは、その実情の把握を迅速に行うと

ともに、学校への支援や保護者等への対応を適切に行うこと。特に、困難ないじめの

問題を抱える学校に対しては、早急に担当指導主事等を派遣するなど、問題の解決と

正常な教育活動の確保に向けた指導・助言に当たること。 

 

c）学校における取組状況の点検 
 
   ① いじめの問題に関する国や教育委員会の通知などの資料が、具体的に学校でどのよ

うに活用されたか、その趣旨がどのように周知・徹底されたのかなど、学校の取組状

況を点検し、必要な指導、助言を行って、学校の積極的な取組を促す必要があること。

また、いじめの問題に関する校内研修や児童生徒に対する具体的な指導内容などにつ

いての点検も必要であること。 
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 (2) 効果的な教員研修の実施 
 
   ① できる限り多くの教師がいじめの問題に関する実践的な研修を受けることができる

よう配慮するとともに、管理職や生徒指導主事、養護教諭など、受講者の区分に応じ

たきめ細かで効果的なプログラムを用意する必要があること。 

     また、初任者研修における学級経営や生徒指導・教育相談に関する研修を一層充実

させていくことも重要であること。 

 

   ② 研修内容・方法について、心理、医療等の様々な分野から講師を招いたり、講義形

式のみに偏らない事例研究やカウンセリング演習を実施するなど、受講者が目的意識を

持って実践的な知識・経験が得られるよう工夫することが必要であること。 

 

 (3) 組織体制・相談体制の充実 
 
   ①  都道府県や市町村の教育委員会においては、学校指導事務担当課だけでなく、広く

関係する部課においてもいじめの問題を自らの課題として取り組み、教育委員会が一

丸となってこの問題に対する取組を進めていく必要があること。また、私立学校担当

課と情報交換をはじめ十分な連携を図りながら取組を進めていくことが必要であるこ

と。 

 

   ② 教育相談員の配置を積極的に進めるなど、教育委員会や教育センター等の相談体制

の整備・充実を図るとともに、利用者の相談ニーズに配慮し、相談時間を延長するな

ど相談窓口の開設時間の工夫等を行うことが必要であること。教育センター等の相談

員や臨床心理士などの指導助言の下に、教員養成学部の学生など児童生徒に比較的年

齢の近い者を相談相手とする方策なども検討されてよいこと。 

 

   ③ 適応指導教室や民間の施設との指導面でのより一層緊密な連携を図るとともに、校

内研修や教育委員会が実施する教員研修への講師の派遣について協力を求めることも

大切であること。児童福祉、人権擁護、警察、医療等の関係相談機関と定期的な情報

交換・研究協議の機会を設けるとともに、研修会の講師など機関相互における人材の

有効活用等の工夫を行うなどして、これらの機関と学校との一層緊密な連携を図る必

要があること。 

 

 (4) 深刻ないじめへの対応 
 
  ① 深刻ないじめを行う児童生徒に対しては、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障す

るという観点から、やむを得ない措置としての出席停止を含む毅然とした厳しい指導が

必要な場合があること。なお、出席停止を命ずる場合は、児童生徒及び、保護者に対し

出席停止の趣旨について十分説明するとともに、事前に児童生徒及び保護者の意見を聴

取することに配慮すること。また、出席停止の期間が著しく長期にわたることがないよ

う配慮し、その期間中にも必要な指導を行うこと。 
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  ② いじめられる児童生徒を守るための方法の一つとして、就学すべき学校の指定の変更

や区域外就学を認める措置を講じることについて、時機を逸することのないよう留意す

ること。 

    この場合、保護者の希望により、関係者の意見等も十分に踏まえ、いじめにより児童

生徒の心身の安全が脅かされるような場合はもちろん、いじめられる児童生徒の立場に

立って、いじめから守り通すため必要があれば、弾力的に対応すべきこと。 

 

 (5) 家庭教育に対する支援 
 
   ① 家庭教育を支援するため、様々な学習機会や情報の提供、相談体制の整備、ボランテ

ィア活動など親子の共同体験の機会の充実、父親の家庭教育への参加支援など家庭の教

育機能の充実を図る施策を計画的に推進すること。その際、家庭教育の意義に関心を示

さない、あるいは、学校との連携に協力的でない保護者などへの方策について、子育て

のネットワークづくりの推進などきめ細やかな施策が望まれること。 
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未来のある君たちへ 

  弱いたちばの友だちや同級生をいじめるのは、はずかしいこ

と。 

 仲間といっしょに友だちをいじめるのは、ひきょうなこと。 

 君たちもいじめられるたちばになることもあるんだよ。後にな

って、なぜあんなはずかしいことをしたのだろう、ばかだったな

あと思うより、今、やっているいじめをすぐにやめよう。 

 
     ◇       ◇       ◇ 
 

 いじめられて苦しんでいる君は、けっして一人ぼっちじゃない

んだよ。 

 お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、きょうだ

い、学校の先生、学校や近所の友達、だれにでもいいから、はず

かしがらず、一人でくるしまず、いじめられていることを話すゆ

うきをもとう。話せば楽になるからね。きっとみんなが助けてく

れる。 

 

  平成十八年十一月十七日 

 

               文部科学大臣  伊 吹 文 明 
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お父さん、お母さん、ご家族の皆さん、学校や塾の先生、

スポーツ指導者、地域のみなさんへ              

  このところ「いじめ」による自殺が続き、まことに痛ましい限

りです。いじめられている子どもにもプライドがあり、いじめの

事実をなかなか保護者等に訴えられないとも言われます。 

 一つしかない生命。その誕生を慶び、胸に抱きとった生命。無

限の可能性を持つ子どもたちを大切に育てたいものです。子ども

の示す小さな変化をみつけるためにも、毎日少しでも言葉をか

け、子どもとの対話をして下さい。 

 子どもの心の中に自殺の連鎖を生じさせぬよう、連絡しあい、

子どもの生命を護る責任をお互いに再確認したいものです。 

                       

  平成十八年十一月十七日 

 

               文部科学大臣  伊 吹 文 明 

 

 

 

 




