はじめに

共通で確認する内容

現在、我が国の学校においては、不登校やいじめのみならず、子どもた

○児童・生徒指導の心構え

ちを取り巻くさまざまな問題が存在しています。神奈川県でも、いじめ等

日々の生活のなかで、児童・生徒はさまざまな感情を抱き、それを行動

による自殺、児童虐待、体罰等不幸な事件が報道されています。現代の子

で表します。逆に集団の場で、自分の感情を素直に表現していない場合も

どもたちを取り巻く学校内外のさまざまな場面で、子どもたちを守り、育

あります。そうした児童・生徒の行動や感情を、教職員が気づく視点をも

てることは最優先で対応すべき喫緊の教育課題の一つと言っても過言では

つことがまず大切です。そのためには、常に学び合う姿勢で指導力を高め、

ありません。

個人だけでなくチームでの対応が必要です。

この度、神奈川県生徒指導課題検討委員会では、「いじめ防止対策啓発

またスクールカウンセラー（以下、ＳＣと記す）やスクールソーシャル

ポスター」
（平成２６年４月発行）に引き続き、横浜国立大学教育人間科学

ワーカー（以下、ＳＳＷと記す）等が専門的な立場から対応することも大切

部後援会の協賛を受けて、いじめ問題を含め、子どもたちの安全の向上に

な視点です。

資する教職員対象のガイドブックの作成に取り組み、６つの視点（1 情報、

さらに児童・生徒の気持ちに寄り添い、感情を受け止める温かさととも

2 自傷行為、3 犯罪被害、4 虐待、5 いじめ、6 体罰防止）から冊子にまと

に改善すべき行動に対しては、「ダメなものはダメ」といった毅然とした態

めました。特に、本冊子では、子どもたちの

度のもと、粘り強く指導を行うことを基本とします。

方の

気づきのセンサー

予兆

に気づくための先生

の感度を高めることを重視しています。

本冊子の活用法としては、まず６つの場面に共通する

予兆

に気づく

ためのチェックリストで、センサーの感度を自己点検してみてください。
その上で、６つの場面別のチェックリストで 予兆

に対する気づきを掘

り起こし、チームでそれぞれの気づきのシェアリング(分かち合い）を行っ
てみてください。さらに、共有化できた

予兆

に対して、どのように理

解し対処していったらよいかを、本冊子を参照しながらチームで検討して
みてください。巻末には、専門の相談連携機関の最新のリンク集も載せて
あります。本冊子が、６つの場面において、チーム支援体制の構築に向け
た基礎資料として、未然防止、早期発見、早期対応等に取り組む際の共通
テキストとして、有効活用されることを願ってやみません。
平成２７年３月
神奈川県生徒指導課題検討委員会
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○チェックリスト

気になる子どもの状況はありませんか？

【行動・態度面】
□遅刻や欠席が目立つようになる
□ぼんやりする、うっかりミスなど、注意散漫な様子が多く見られる
□友達との関わりが少なく、休み時間や清掃時間等に一人でいる様子が見られる
□大声で泣く、わめくなど、幼児返りの言動をとる様子が見られる
□成績が急激に低下する、部活動に参加しなくなる
□大人びた行動や態度、逆に反抗的・非協力的な態度をとることがある

【身体面】
□顔が蒼白になる、びくびくしている様子が見られる
□食欲がなくなる、吐き気を見せることがある
□頭痛を訴えることが多く、頭を重そうにしている
□過呼吸や息がつまりそう、胸が苦しそうな様子を見せている

【精神面】
□不安やイライラすることが多くなり、落ち着きがなくなる
□うつむきがち、視線を合わせようとしないことがある
□表情が暗く、不安な様子が見られる
□怒りっぽくなったり、まわりに対して攻撃的になったりする
□自信なく「どうせ」と言い、
「仲間はいない」と決めつける様子が見られる
□無力感や無気力で過ごしている様子が見られる
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１情

ネット社会の光と影に目を向け
適切に利用できる子どもたちに

報

＜児童・生徒が様々なネットトラブルに巻き込まれています＞

＜家庭と一緒に、守らせたいルールをつくり、指導することも大切です。＞
〜 児童・生徒に守らせたいルールを確認しましょう。〜
普段の生活で許されないことは、ネット上でも許されない。

＜ネットトラブルの被害者にならないために＞
□
□
□
□
□
□

携帯電話等を利用し困ったら、保護者や教職員にすぐに相談する。
自分の ID やパスワードを他人に教えない。
不用意に個人情報（名前、住所、電話番号等）をネット上に公開
しない。
時間を決めて利用する。
知らない人からのメールに返信したり、実際に会ったりしない。
アプリをダウンロードするときや会員登録をするときは、保護者
の同意を得る。

＜ネットトラブルの加害者にならないために＞
□
□

＜ネットトラブルに巻き込まれたときの対応３カ条＞
１．家庭や関係機関と連携し、ネット上のトラブルを迅速に解決
（裏表紙を参照）
２．情報の共有、チーム支援で当該の児童・生徒にきめ細かい指導
３．ネット利用のルールを再確認

＜知ってほしいネットの特性＞
１．即時性･･･一瞬で相手に伝わる。
２．広汎性 ･･･世界中に情報を送ることが
できる。
３．匿名性 ･･･名前を名のらずに利用できる。
４．非対面性 ･･･相手に直接会うことなく、
コミュニケーションがとれる。
⇒

使い方によっては･･･
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人の悪口をネットに絶対に書き込まない。
友だちの個人情報を勝手に投稿しない。

＜チェーンメールへの留意点＞

＜グループはずしへの留意点＞

チェーンメールを誰かに転送する
と、自分も加害者になることがありま
す。子どもによっては、迷って相談さ
れた場合、チェーンメールの捨て場所
や相談窓口を教えるとよいでしょう。
（裏表紙を参照）

ネット上のグループ外しが近年よく
見られます。グループを外された子ど
もは、自分の知らないところでの書き
込みなど、様々な不安を抱えることに
なります。日頃から子どもの気持ちの
変化に気づけるようにすることも大切
です。

○フィルタリング○
ネットの上の有害な情報
をブロックする仕組みを
フィルタリングと言い、利
用すると有害なサイトを子
どもが閲覧することを制限
できます。
フィルタリングを利用す
るには設定が必要です。不
明な場合は、販売店や携帯
電話会社等へ問い合わせく
ださい。

＜携帯電話・インターネットに関する指導資料＞
・ちょっと待って！ケータイ＆スマホ……スマートフォン全般
（文部科学省 http://www.mext.go.jp/a̲menu/sports/ikusei/taisaku/1225103.htm）

・ネット社会の歩き方
（一般財団法人コンピュータ教育推進センタ -http://www.cec.or.jp/net-walk/index.html）

・スマートフォンの危ない世界 PART2−スマートフォン・タブレット編
（神奈川県消費生活課

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370216/p786083.html）
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2 自傷行為

ＳＯＳのサインを

見逃していませんか？

＜教職員による児童・生徒との教育相談での留意点＞
◆対応の原則である【ＴＡＬＫ】の原則 を忘れずに
Ｔell

〈 自傷行為とは 〉
〜故意に自分を傷つける行為のこと〜
10代で自傷する者の７％は、10年以内に自殺既遂となることもある危険な行
為という認識をもちましょう。
「ただのアピール、人の気を引く行動」という表
面上の見え方の背景に「苦しくてどうしようもない」
「どうにかしたいのに、ど
うにもならない」というジレンマが隠れていることを理解しましょう。(中高生
の自殺予防に向けたこころのサポートハンドブックから作成)
◆次のような児童・生徒の状況が見られませんか・・？
（例）・刃物などで自分の腕を傷つける手首自傷（リストカット）。
・足首、太ももを傷つけるレッグカット。
・皮膚をひっかく。針状のもので皮膚に図柄を描く。
・体に焼き痕をつける。
・傷を見せつけたり、ネットに流したりする。
・自分の体を痛めつける（壁に頭をぶつける等）。
◆児童・生徒の自傷行為
要注意サイン
（例）□夏でも長袖の服を着ることが多くなった。
□ひねくれる、すねる、「嫌だ」の繰り返し、反抗的な態度
□不眠、食欲不振、体重の減少・増加等、身体の異変及び不調を訴える。
□「どうせ自分なんか・・・」「どうでもいいし・・・」等の自己否定、
「自分ならできるはず」等の自己肥大、ひけらかしの言葉

＜児童・生徒に自傷行為があった場合の学校での対応＞
【保護（物理的）】
○養護教諭による傷の手当て。
○必要な傷の手当てのために外科へ繋ぐ。
○保護者と協力して、刃物を持たせない環境づくり

【指導（心理的）】

○教職員による、傾聴しつつも自殺以外の方法を探るための教育相談。
○自傷する原因になっている生活上の支障に目を向ける。
○SC による、健全な学校生活ができるための相談・助言。
○精神科、心療内科へ繋ぐ。
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：言葉に出して 心配していることを伝える
（例）「よく話してくれたね」
Ａsk
：「死にたい」「つらい」とう気持ちについて、率直に尋ねる
（例）「どんな時にリストカットをしたいって思ってしまうのかな？」
Ｌisten
： 絶望的な気持ちを傾聴する
（例）「つらかったんだね」
Ｋeep safe : 安全を確認する
（例）「ちょっと深呼吸でもしてみようか」
「切ったあとは、必ず伝えて」

＜誰にも言わないで欲しい！と言われたときの対応＞
教職員は、自傷行為は最悪の場合自死に至ることもある
という認識が大切です。放置せず児童・生徒の安全を確保し、
保護や治療等が必要です。教職員、家庭、医療機関等で協
力して取り組まなくてはなりません。
自傷は何度も繰り返す依存性の症状もあわせもつため、
適切な指導が必要です。
「誰にも言ってほしくない」「助けてほしくない」「放っておいてくれ」
と言う児童・生徒がいるかも知れません。しかし、教職員は次のように考
えます。
＜そのままにできない。自傷を知ったら、教職員は児童・生徒の安全を守
る必要があり、自傷はひとりで解決しにくいことから、教職員、家庭、専
門家で協力し、支援する。＞
児童・生徒が理解できるように説明し、安全確保と保護や治療等を行うよ
うにします。
「学校」は児童・生徒を守らなくてはならず、「守ってなんかほしくない」
と言われても、児童・生徒を守る義務があり、そのことを児童・生徒に認識、
理解させ、しっかりと安全確保をし、保護や治療等の対応をすることが「自
傷」への指導です。

児童・生徒の抱える課題は教職員ひとりで抱え込まず、
チームで支援することが大切です。
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3 犯罪被害

〜子どもが犯罪に遭わないために〜

犯罪から児童・生徒を守るため、保護者、地域の方々
と連携協力し、犯罪被害に遭わない環境をつくるととも
に、自分の身を自分で守る方法を教える必要があります。

防 止 策

子どもと一緒に考える。
繰り返し教え習慣化させる。

【児童・生徒への指導】
・知らない人についていかない。

・校外で登下校中等不安を感じたら、大きな声で叫ぶか、防犯ブザー
をならす。
・家を出るときは、家の人に次のことを伝えるようにする。

■【児童・生徒が被害者になりやすい犯罪とは】
「誘拐」「わいせつ行為」「暴行・恐喝」などがあり、わいせつ行為の
被害者は女子だけに限らず、男子も注意が必要です。

こんな人は気をつけて！
・一人で行動する時間が長い（まわりが気づかない）
・夜遅い時間に出歩いて、帰宅が遅くなる（性犯罪、恐喝など）
・知人や先輩の誘いで、安易に引き受ける（振込詐欺の受け子など）

誰と、どこで、何をするか、何時頃帰宅するか
・「子ども 110 番の家」に逃げ込む。
・安易に、自分の個人情報（写真等）をネット上に出さないようにする。
【教職員としてやるべきこと】
・児童・生徒や保護者に対し、関係機関等とも連携し、啓発活動を行う。
（防犯教室で児童・生徒に教える、ＰＴＡの会議で保護者に伝える）
・学校周辺や通学路に対し、危険な箇所などを適宜確認する機会をつくる。
・児童・生徒の様子から日頃と違う点はないかを確認する体制をつくる。
【地域に呼びかけ、協力してもらいたいこと】

■【児童・生徒が被害者になる事例】
・「ゲームをしよう」「困っているから助けて」と車から声をかけられ、

・見守り活動をできる限り時間帯や場所を広げて、実施する。
・時間帯（夕暮れ時）や遊び方（陰に隠れる等）で気になる場合、児童・
生徒に声かけ等をする。

近づいた瞬間に車内に引きずりこまれる。

まず警察へ連絡
学校も忘れず！

＜言葉で誘い出される場合には、注意が必要＞
・ 路地や死角に連れていかれ、暴行や恐喝を受ける。
・「次にまわさないと･･･」と脅しの内容で、他の友達からメールが送られる。
＜巻き込まれても、誰にも相談できない場合には重大化してしまう＞
・「言うことを聞かないなら、写真をばらまく」と言われ、裸の写真を送信される。
・友だちや先輩から呼び出されて、お金やものを要求される。
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対 応 策
万が一、被害に遭ってしまった場合、児童・生徒のことを最優先に考える
○警察等との関係機関へ連絡して、すぐ対応する。
○本人や保護者の心理的なケアを考え、養護教諭やＳＣ、関係機関等に
相談する。
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4虐

待

子どもたちを児童虐待から守るために

＜児童虐待の理解＞
■児童虐待の定義 （子ども虐待防止ハンドブック 平成 21 年 3 月 神奈川県）
【身体的虐待】
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れ
させる、 首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
【保護者の怠慢ないし拒否：ネグレクト】
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に
放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
【心理的虐待】
脅し、無視、きょうだい間で差別的扱い、子どもの目の前でＤＶを行う
ことなど
こんな人は気をつけて！
【性的虐待】
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、
ポルノグラフィの被写体にする など
■

児童虐待相談受付件数（平成 25 年度
合計

2,484 件（平成 24 年度

神奈川県）

2,282 件、平成 23 年度

1,747 件）増加傾向

＜おかしいな、と感じたら＞
■児童虐待は子どもの心身を傷つけ、時にはその尊い命さえも奪ってしま
うなど、子どもの基本的人権に対する重大な侵害であるだけでなく、そ
の後の健やかな成長や人格形成等に深刻な影響を与えると言われています。
■学校の役割（平成 22 年 文部科学省通知より抜粋）
児童虐待を受けたと思われる幼児・児童・生徒を発見した場合は、速
やかに、これを市町村、児童相談所に通告しなければならない。このため、
児童虐待の疑いがある場合には、確証がないときであっても、早期対応の観
点から通告を行うこと
・通告は子どもと保護者への「公的支援のスタート」です。
・虐待を疑って、それが間違いであっても責任は問われません。
・虐待かどうかを判断するのは通告を受けた市 ( 区 ) 町村または児童相談所です。

■ 早期発見のために 虐待サイン「こんな様子はありませんか」
【児童・生徒の様子】

□不自然なケガ
□低栄養を疑わせる症状
□ケガを隠す行動
□異常な食欲
□突然の行動の変化
□治癒しないケガ
□保護者への拒否感
□抑制的な行動が強い
□恒常的な不衛生
□繰り返される症状※
□繰り返される不自然な事故 □性的興味が強い など
※膀胱炎症状の反復、尿路感染や膣炎（性的虐待を疑う）

【保護者等の様子】

□子どものケガに対する不自然な説明 □偏った養育方針 □きょうだいとの差別
□子どもへの過度の要求 □家族間の葛藤が伺える □育児への拒否的な発言 など

＜未然防止のために＞
(件)

■ 学校における対応の流れ

虐待サインの発見

児童・生徒の安全確保
管理職への報告
組織的な情報収集と記録

（子ども虐待防止ハンドブック より）
※ケガの写真を撮る、重篤な場合に安易に保護
者に引き渡さない
※関係機関との連携も含め、管理職が中心とな
り組織で対応する
※関係職員で情報共有を図り、児童･生徒を取
り巻く状況を確認する

市 ( 区 ) 町村または児童相談所への通告
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※重篤な場合：児童相談所 それ以外は
市 ( 区 ) 町村の児童虐待主管課生命の
危険があるとき：速やかに警察に通報、
警察が児童相談所に連絡

保護者の気持ちに寄り添い、必要に応じてＳＳＷや専門機関につなぎ未然防止を。
■ 虐待が起こる背景「様々な要因が複雑に絡み合い、その結果生じる」
親戚・地域からの孤立化

家庭内の不安定な
夫婦関係・親子関係

就労・経済事情
かかわりの難しさ

望まない出産
保護者の
精神的未成熟・精神疾患

子どもの気質

■ 保護者の困り感とは？「育児の孤立化・育児不安」
育てにくくて困ってい
ます。どうしたらよい
でしょうか。

私は叩かれて育ちまし
た が、子 ど も を ど う し
つけたらいいか…
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5 いじめ

いじめの起きない学校をつくる！

いじめについて、共通理解を図りましょう。
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している
等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な
影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
（参照：いじめ防止対策推進法）

いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思いますか？
神奈川県の児童・生徒は、いじめがいけないことであると答えた児童が
78.9％、生徒が 65.8％と、全国平均と比べて意識が低い傾向にあります。
（平成 26 年度全国学力学習状況調査

質問紙から

児童・生徒の意識）

子どもたちの いのち を輝かせるために！

い ばしょになる学校 の びのび学べる授業 ち がいを認め合う仲間

子どものサインを見逃さない！

□ いじめを受けている？
■ いじめをしている？

〈朝〉
□ いつもと違う友だちと登校する
□ 挨拶すると目を伏せる
■ いやがっている友だちにじゃれながら登校する
〈授業中〉
□ グループになると不安な顔をする □ 文房具が頻繁に新しくなる
□ 字が丁寧でなくなる
■ 見えないように手紙を回す
〈休み時間〉
□ ひとりになれる場所をさがす
□ 職員室付近をふらふらしている
〈給食・昼食〉
□ 割り当てでない物を運んでいる
■ お弁当のおかずをひやかす

□ グループでも誰とも話さず食べている
■ 片づけをおしつける

〈清掃〉
□ 人の嫌がる仕事ばかりしている
□ 清掃時間にいない

□ 清掃分担と違う場所を掃除している
■ 自分ではやらずに特定の人に指示する

〈放課後・部活動〉
□ 片づけをよく一人でやっている
□ 携帯電話をしきりに気にする

□ 部活動をやめたいと言い出す
■ 部活動中、練習相手を一方的に決める

□ いつもと違うグループと遊んでいる
■ 「遊ぼうぜ」と無理やり誘う

〈学校生活全般〉
□ 保健室によく行くようになる
□
□ 衣服に足跡などがついている
□
■ 特定の人に対しひやかす、からかう■

ものがよくなくなる
ある子の所にゴミが置かれている
自分より弱いものにあたる
起きている問題を
学年･学校全体の課題としてとらえる

教職員はチームで取り組む！

○まずは伝えること！
「いじめではないか」ととらえた時点で一人で抱え込まず、周囲に相談する。
（学年の先生、児童・生徒指導担当、管理職等）
○事案に応じて関係者がチームを作る。
（担任、学年の先生、児童・生徒指導担当、養護教諭、ＳＣ、ＳＳＷ等）
○いじめ防止対策推進法における「いじめの防止等の対策のための組織」
をいかす。

11

12

6 体罰防止

大切な子どもたちを、
絶対に傷つけない教職員であるために

次の行為は、体罰に該当します
児童・生徒に対して、
・拳や平手で頭や体を叩く
・腹部を小突く
・つま先や足の裏で足やすねを蹴る
・肩を押して転ばせる
・教科書・教務手帳で叩く
・「ボールをぶつける」等身体に対する侵害
・「罰として長時間正座をさせる」
等
身体に対する侵害や肉体的苦痛を与えるものは、体罰です。
（ただし、判断に当たっては諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに対応します）

※体罰は、懲戒の範囲を逸脱した違法行為です！

（指導）にあたります
次の行為は、懲戒
（ただし肉体的苦痛を伴わないものに限ります。）
・放課後等に教室に残留させる
・授業中、教室内に起立させる
・学習課題や清掃活動を課す
・学校当番を多く割り当てる
・立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる
・練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる

(「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」より抜粋 H25.3.13 文部科学省通知）

※自分の「物差し」を疑う心をもちましょう！

不適切な指導とは
体罰に当たらないものであっても、「人格を否定するような暴言」「大き
な声や威圧的な態度等の高圧的な指導」「不必要な身体接触」「無視やい
やがらせ」等、児童・生徒を深く傷つける行為は、決して許されるもの
ではありません。

※体罰や不適切な指導は、行った本人だけではなく、学校や仲間
の教職員の信頼も失うことになります。

＜★注意！

その行動の次は、体罰に繋がるかも・・・＞

こんな場面がありませんか？ ある子どもへの指導について、
①誤った行動を見つけたときに、厳しく指導したことで立ち直ら
せることができた。→他の先生の前では元通り、それを見て・・・
②厳しく指導したことで、自分の言うことを聞くようになった。
→言うことを聞かせるためなら、さらに厳しく・・・
③問題行動を発見し、すぐに行為をやめさせ、理由を聞いた。
→子どもたちは理由を述べていたが、言い訳に聞こえて・・・
※「子どもとの信頼関係は築けている」と一方的に思っていませんか？
※「子どもたちの心に響く指導は何か」を、しっかりと考える必要があります。

＜信頼関係を築くために＞
□児童・生徒のことを信頼し、成長を信じていますか。
□児童・生徒の立場に立って考えようとしていますか。
□児童・生徒の問題行動について、心や環境の視点から見ていますか。

＜体罰を防ぐために＞
□ 児童・生徒に高圧的な口調で話していませんか。
□ 自分の指導力を過信しているときがありませんか。
□ すべてを、一人で指導しようと抱え込んでいませんか。
□ 目の前の児童・生徒に感情的に接していませんか。
□「この程度は暴力ではない」という、自分勝手な考えを持っていませんか。

＜体罰防止に向けて、校内体制を確認しよう！＞
１．教職員の意識改革は？
□「体罰は絶対に許されない」という人権意識を職員間で共有している。
□日々、児童・生徒と接して、児童・生徒理解に努めている。
２．児童・生徒指導のあり方は？
□全教職員で共通理解をし、組織的な対応を実践している。
□児童・生徒が相談できる教育相談体制の充実を図っている。
３．保護者・地域との連携は？
□学校として、体罰をしない明確な方針を示している。
□保護者とともに、体罰を容認しない学校づくりのために協働している。
※「毅然とした指導」については「共通で確認する内容〜Ｐ２」を参照
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