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※　担当者の指示があるまで、中の資料を開かないでください。

※　このツールを用いた研修は、
　①「自己点検シート」・「点検内容の解説」を用いた個別の作業
　②グループや全体での話合い活動
　③「研修会アンケート」の記入
　の三つから構成されます。

※　①〜③のいずれの作業も、担当者の指示に従って進めていただきます。

※　担当者の指示があるまで、お待ちください。

※　実施要領に記載された目的以外の使用・転載・複製を禁じます。

「いじめに関する研修ツール」*

　・自己点検シート
　・点検内容の解説
　・研修会アンケート Ver.2
* この「研修ツール」は、「校内研修ツール」として平成 21 年に公表されたものを、最新のデー
タに差し替えるとともに、保護者等を含む幅広い研修に用いることができるよう改訂したもの
です。

40262746
テキストボックス
資料10



1

目的

※　この「自己点検シート」は、いじめに対するあなたの考え方や感じ方、
取り組み方がどんな状態にあるのかを、あなた自身に振り返っていただく
ためのものです。個人の評定・評価を目的として行うためのものではあり
ません。

実施方法

※　担当者の合図に従って、回答を始めていただきます。

※　回答欄には、「はい・いいえ」の２つしかありませんので、今 ( 最近 ) の
自分の考え方や感じ方、取り組み方に近い方を選んで答えてください。

※　どちらの答えが正しいのかと考えるのではなく、あくまでも今 ( 最近 )
の自分の考え方や感じ方、取り組み方に近い方を選んでください。

※　回答後は、シート内の指示に従って、「点検内容の解説」をお読みいた
だきます。今 ( 最近 ) のあなたが、忘れかけていたり、見過ごしがちだっ
たりしているのは、どのような点なのか、それらをどのように補っていけ
ばよいのか、等についてのヒントが書かれています。

※　校内研修等の中で一斉に実施し、引き続きグループで話合いをする素材
として用いることを想定して作られています。自分の回答も踏まえ、ふだ
んから感じている疑問等を率直に出し合う機会にしてください。

※　実施要領に記載された目的以外の使用・転載・複製を禁じます。

「いじめに関する研修ツール」*

　・自己点検シート
　・点検内容の解説
　・研修会アンケート Ver.2
* この「研修ツール」は、「校内研修ツール」として平成 21年に公表されたものを、最新のデー
タに差し替えるとともに、保護者等を含む幅広い研修に用いることができるよう改訂したもの
です。

国立教育政策研究所　生徒指導・進路指導研究センター
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１. いじめを行った子供に対する厳しい指導や、いじめられた子

供の人権を最優先する姿勢には、少し神経質過ぎないかと疑

問を感じている ･････････････････････････････････････････････････････････････

２. いじめとは、一方的かつ継続的に行われ、深刻な被害を受け

ているものだと思う ･･･････････････････････････････････････････････････････

３. いじめを見過ごさないよう、子供の様子や会話にはふだんか

ら注意を払っている ･･･････････････････････････････････････････････････････

４. 「これがいじめである」といった明確な定義や「いじめには

こう対応すべき」というマニュアルがないので、積極的に取

り組むことにためらいを感じている ･･････････････････････････････････

５. いじめを行う子供は、大体決まっていると思う ･････････････････

６. いじめを見過ごさないよう、様々な場面（学校なら授業中、

家庭なら団らん中など）でしっかり子供を見ている ･････････････

７. いじめはデリケートな問題なので、生徒指導（生活指導や児

童指導等を含む）担当の教員や養護教諭、スクールカウンセ

ラーなどの専門的な知識を持った者に任せた方がよいと感じ

ている ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

８. いじめられる子供は、大体決まっていると思う ････････････････

９. いじめが起きないようにという点からも、「ダメなことはダ

メ」という指導を行っている ･･･････････････････････････････････････････

10. いじめ対策には学校としての組織的な対応や体制づくりが

必要なのであって、個々の教師や保護者に多くを期待されて

も困ると感じている ･･･････････････････････････････････････････････････････

11. いじめが起きたときにきちんと指導していれば、再発する

ことはないと思う ･･････････････････････････････････････････････････････････

12. いじめが起きないようにという点からも、ふだんから子供

との信頼関係を作るようにしている ･･････････････････････････････････

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

「いじめに関する自己点検」シート
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13. 自分たちで問題を解決できる子供に育てることも大切なの

で、いじめについても大人があれこれ口を出そうとするのは

どうかと感じている ･･･････････････････････････････････････････････････････

14. いじめが本当に深刻なら、保護者や教師に訴えてくるもの

だと思う ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

15. いじめが起きないようにという点からも、ふだんからゆった

りした気持ちで子供に接するようにしている ･･････････････････････

16. 子供同士のトラブルに周囲の大人が過敏に反応すると、か

えってエスカレートしたりするので、余り深刻な問題として

騒がない方がよいのではないかと感じている ･･････････････････････

17. 子供というのは、いじめたり、いじめられたりしながら成

長していくものだと思う ･････････････････････････････････････････････････

18. いじめが起きないようにという点からも、「分かる授業」を

進めることが大切だと思う ･･････････････････････････････････････････････

19. いじめは大人の目が届かない所で行われる事が多いし、イ

ンターネットや携帯電話を用いたいじめなどは学校外で起き

ているので、家庭や学校に多くを期待されても困ると感じて

いる ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

※あなたの回答結果を、色 に（フォント別に）チェックしてください。

　a.　はい　に○が付いている質問番号は　（　２・５・８・11・14・17　)

　　　→　解説の２ページで、該当する番号の箇所をお読みください。

　b.　 　に○が付いている質問番号は　（　１・４・７・10・13・16・19　）

　　　→　解説の４ページで、該当する番号の箇所をお読みください。

　c.　いいえ 　に○が付いている質問番号は　（　３・６・９・12・15・18　)　
　　　→　解説の６ページで、該当する番号の箇所をお読みください。

　d　上の a.　〜ｃ .　いずれにも○が付かなかった
　　　→　解説の７ページをお読みいただき、適宜、他の箇所もお読みください。

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ



1

※　「自己点検シート」に回答した後、その指示に従って、該当部分をお読
みください。

※　実施要領に記載された目的以外の使用・転載・複製を禁じます。

「いじめに関する研修ツール」*

　・自己点検シート
　・点検内容の解説
　・研修会アンケート Ver.2
* この「研修ツール」は、「校内研修ツール」として平成 21 年に公表されたものを、最新のデー
タに差し替えるとともに、保護者等を含む幅広い研修に用いることができるよう改訂したもの
です。

国立教育政策研究所　生徒指導・進路指導研究センター
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○これらの質問は、いじめについて誤った理解をしていないか、いじめに対する思
い込みがないか、いじめを減らしていく上で妨げになる考え方をしていないか、
等について点検していただくためのものです。○を付けた質問番号を中心に目を
通していただき、いじめという問題に取り組む上でどのような認識が必要になる
のかを考える際の参考にしてください。

２．→　いじめとは「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」( い
じめ防止対策推進法 ) である

・以前は、文部科学省の調査において、「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・
心理的攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」とされていま
した。しかし、平成 18 年度より上記とほぼ同じ定義に改められ、法制定後は上
記を用いています。

・これは、「強い・弱い」等の印象や子供の様子、回数にとらわれ、表面的・形式
的に深刻さを判断することのないよう、いじめられた子供の立場に立って判断で
きるようにと改められたものです。

・ いじめには、相手が拒否できないことを見越して、執ように繰り返されたり、大
勢で特定の個人を標的にするものがあります。その一方、互いが納得しているよ
うに見えたり、互いにやり合っているように見えたり、軽いふざけにしか見えな
いものもありますから、注意が必要です。

５．→　いじめを行う子供は、決まっているわけではない
８．→　いじめられる子供は、決まっているわけではない
・いわゆる「いじめっ子」や「いじめられっ子」のイメージも根強いのですが、実

際には、思いがけない子供が大きくかかわっている事例も少なくありません。図

　ａ．はい　（質問番号　２・５・８・11・14・17　) に○を付けた場合
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図１　2007年度小学４年生が６年間12回にわたる調査時点中に「仲間はずれ・無視・陰口」を経験したと報告した回数（被
害・加害）出典：国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター『いじめ追跡調査 2010-2012』平成 25 年、10 ページ
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１に示したとおり、小学 4 年から中学 3 年までの 6 年間に年 2 回ずつ計 12 回調
査を実施した中で、９割近い子供が被害経験はもちろん、加害経験も 1 回以上は
持っているという実態が、国立教育政策研究所の調査で明らかになっています。
しかも、その半数の子供が 6 回以上の調査時点での経験を報告しています。いじ
めは、大人の目から見て「気になる子」だけの問題ではないのです。

・特定の同じ子供だけが繰り返し被害に遭ったり、反対に被害を与えるという問題
ではありませんので、一部の子供にのみ注意を払っていればよい、その都度指導
していけばよい、という姿勢であっては後手に回ることにもなりかねません。

・平成８年に出された文部大臣の緊急アピールにもあるとおり、「深刻ないじめは、
どの学校にも、どのクラスにも、どの子供にも起こりうる」という姿勢に立って
ください。そして、まずは「未然防止」の取組を行いましょう。

11．→　一度、徹底的に指導をしたからといっても、その効果がいつまでも継続
するとは限らない

・ いじめの指導は、学級や学年といった単位で実施されるのが一般的でしょう。そ
の時点でいじめの当事者であった子供の場合には、そこでの指導はそれなりの効
果を持つに違いありません。しかし、その場合でも、数箇月後にはどうでしょうか。
ましてや、その時点で当事者ではなかった子供の場合、せっかくの指導も伝わっ
ていないかも知れません。

・いじめに対する指導やいじめの実態把握を定期的に行うことが望ましい理由の一
つは、状況が変われば、誰もが簡単に加害者・被害者になりうる問題だからです。

14．→　親や教師に相談できないからこそ、いじめが深刻な問題になる
・いじめの被害者の多くは、被害の事実を大人や友人に相談することをためらいま

す。なぜなら、他人に知られたくない秘密を理由にいじめられていたり、いじめ
られていること自体を恥ずかしいと感じていたりするからです。

・また、親や教師を心配させたくない、悲しませたくない、がっかりさせたくない
等の気持ちから被害を告げない場合もありますし、他人に相談したことが知れて
一層ひどいいじめを受けることになるのではないか、と恐れる場合もあります。

・その結果、いじめが収まるまで自分が耐えていけばよいと考えた挙げ句、耐え切
れなくなって自殺を選ぶ子供までいるのです。

17．→　いじめたり、いじめられたりすることは、健全な成長を阻むものである
・人の成長の過程で、理不尽な忍耐を強いるような行為が容認されることがあって

よいでしょうか。少なくとも、いじめによって成長する等の言動によって加害者
の行為を容認することは許されません。結果的に、被害経験をプラスに転じるこ
とができる場合があっても、いじめを肯定しているかのような言動は慎むべきで
しょう。
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○ これらの質問は、いじめに積極的に取り組むことを、ためらわせたり、迷わせ
たりするような事柄を点検していただくためのものです。○を付けた質問番号を
中心に目を通していただき、いじめという問題に取り組む上でどのような姿勢が
必要になるのかを考える際の参考にしてください。

１．→　いじめは人間として絶対に許されない、という強い認識を持つ
・あからさまな暴力と比べると、教師によって評価や対応が異なることが多いのが

いじめの特徴です。しかし、大人の側
がわ

の認識や見解に温度差があればあるほど、
いじめの加害者を勇気付けることになります。

・また、加害者のみならず、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ことという姿勢をしっかりと示していくことが求め
られます。

４．→　いじめに関しての疑問や迷いは、法に基づいて学校に設置されたいじめ対
策の「組織」に投げ掛け、学校全体で共有するようにする
７．→　教育相談やカウンセリング等の専門的な知識がなくとも、できること・す
べきことはある
10．→　学校の体制づくりは大切であるが、それが実際に働くには、教職員相互
の共通認識や保護者の理解、それらに裏打ちされた個々の行動が不可欠である

・気になることや迷うことがあったら、自分だけで抱え込まずに、すみやかに「組織」
に報告・相談しましょう。同じように迷っている同僚や保護者がいるかもしれま
せん。認識の共有、行動の一元化につながるという点で、そうした報告や相談も、
十分に積極的な行動と言えます。

・また、不適切と思われる行為に対して「良くない」「好ましくない」という個人のメッ
セージをその場で伝えることは、専門的な知識やマニュアルがなくとも可能です。

・自分に「できること」、自分が「すべきと思うこと」は、他の教職員や他の保護
者にも伝え、一緒にやってもらいましょう。学校に対策のための「組織」がある
からと言って指示を待つだけではなく、自分にできることをやっていく、他の保
護者や他の教職員との共通の認識と目標の下に自分の役割を遂行していく、とい
う姿勢が大切です。

13．→　子供の発達段階に応じて、適切な介入を行うのは当然のことである
・子供たち自身で適切に問題が解決できるためには、その基盤となる価値観や互い

を尊重する態度等がきちんと育っているかどうかが問題になります。そうした視
点に立って、年齢にふさわしい心が育っているかどうかを問い直してください。

・また、そうした点が十分だと思われる場合であっても、社会経験の乏しい子供が

　ｂ． 　（質問番号　１・４・７・10・13・16・19　）に○を付けた場合
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時に誤った結論を導き出すこともあります。子供の「自立性を育てる」というこ
とは、単なる「放任」とは異なります。必要に応じて大人が介入していくことに
対して、ためらう必要はありません。まして、それが人命にかかわることであっ
たり、人権にかかわるようなものであったりする場合には、なおさらです。

16．→　敏感過ぎるくらいの気持ちが大切である
・いじめの問題に対して、「敏感になり過ぎ」ということはありません。それは「い

たずらに騒ぎ立てる」ということとは別のことです。
・教師がいじめに対してふだんから毅

き ぜ ん

然とした姿勢を示していくことは、とりわけ
重要なことです。そうした姿勢を茶

ち ゃ か

化す子供がいた場合には、強くたしなめる必
要があります。「物分かりがよい」振りをしたり、子供に迎合することがあって
はなりません。

19．→　学校や家庭にできること、学校や家庭から始めていくべきことがある
・携帯電話やスマホ、通信機能のついたゲーム機を用いたいじめを学校が発見した

り、いわゆる「学校裏サイト」を削除したりということを、学校の力だけで行っ
ていくことには限界があります。そうしたいじめの被害に遭った子供や家庭に
とっては、なおさらです。

・インターネットを媒介とするような「見えにくい」形のいじめは、他のいじめほ
どに大きな割合ではないとしても、これからも続いていくことでしょう。学校が
媒介となったり、学校が被害者と一緒になって、教育委員会や専門家の力を借り
ることが大切です。

・その一方で、子供が加害者にならないように、学校で「情報モラル教育」を行うこと、
家庭で子供の携帯電話やスマホ、ゲーム機器の使用について監督・指導すること
が大切です。

６月	 
N=1194	  

11月	 
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N=1164	  

11月	 
N=1133	  
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６月	 
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11月	 
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６月	 
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11月	 
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２０１０年	 ２０１１年	 ２０１２年	 ２０１０年	 ２０１１年	 ２０１２年	 

男子	 女子	 

ぜんぜん	 93.5	  	   94.0	  	   94.4	  	   92.9	  	   93.6	  	   93.1	  	   92.6	  	   93.6	  	   93.6	  	   93.9	  	   93.4	  	   93.7	  	  
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問５カ．いじめ被害：パソコン・携帯	 

図２　中学１～３年生の「パソコンや携帯電話で、イヤなことをされた」と報告した割合
　出典：国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター『いじめ追跡調査 2010-2012』平成 25 年、21 ページ
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○ これらの質問は、様々な場面におけるいじめに対する取組がなされているかど
うかを点検していただくためのものです。○を付けた質問番号を中心に目を通し
ていただき、いじめという問題に取り組む上でどのような取組が必要になるのか
を考える際の参考にしてください。

３．→　子供の様子や会話には注意を払う
６．→　授業中や団らん中も、しっかりと子供の様子を見る
９．→　「良いことは良い、悪いことは悪い」という指導を行う
12．→　子供との信頼関係を作る
15．→　ゆったりした気持ちで子供に接する
18．→　「分かる授業」を推進する（してもらう）
・いじめに対する取組というと、何か特別な手法があるかのように思うかも知れま

せん。しかしながら、いじめに対する「特効薬」とでも言うべき取組は、存在し
ないと言ってもよいでしょう。それを補強するような手法は存在するとしても、
基本となるのは地道な日々の働きかけを通して、子供たちを健全な大人へと育て
上げていく「未然防止」の取組にほかなりません。そして、何か気になる変化が
あれば、速やかに報告し、学校としての「早期対応」につなげます。

・そうした取組を進める際の第一歩として、上に挙げたようなことを日ごろから心
掛けているかどうかを、まず点検してください。その上で、不十分な点があった
場合には、その取組がいじめを減らす取組としても有効であることを自覚し、意
識的に実行するようにしてください。

・いじめに向かわないで済むような子供に成長させること、他者を傷付けたいとい
う欲求を子供が抱かなくてもよいように日ごろから充実した家庭生活や学校生活
を送らせること、など、子供の心を育てていくような、社会性を育んでいくよう
な取組が重要です。

・もし、上に書かれたことをどう実行していけばよいのか自信がない場合には、他
の教職員・他の保護者に尋ねてみてはいかがでしょうか。同僚や PTA の仲間とと
もに試行錯誤しながら、取組を進めていきましょう。

ｃ．いいえ （質問番号　３・６・９・12・15・18　) に○を付けた場合
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・ あなたのいじめに対する認識、取組姿勢、実際の取組には、特に指摘すべき問題
点はないようです。

・しかし、自分では十分に取り組んでいるつもりでも、子供にそれがうまく伝わっ
ていないかも知れません。さらには、予想もつかないような形のいじめが起きな
いとも限りません。

・また、あなた自身はうまく対応できていたとしても、あなた一人で対応できる子
供には限りがあります。いじめを減らしていくためには、他の教職員・他の保護
者にもあなたと同じような認識や姿勢を持ってもらい、同じような取組を行って
もらう必要があります。

・自校の「学校いじめ防止基本方針」を、「形だけのもの」で終わらせることなく、「未
然防止」や「早期対応」に資するものになるよう、他の教職員・他の保護者にも
働き掛けつつ、学校や家庭の取組がきちんと成り立つよう、全体にも目を配りな
がら、御自分の取組を進めていってください。

ｄ．ａ．〜ｃ．のいずれにも○が付かなかった場合
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○回答者について

　　性別　（　　　　　）　　所属学年　（　　　　　　）学年　

1.　「自己点検シート」について

・実施した感想はいかがでしたか

ア　回答しやすかった ･･･････････････ そう思う・どちらとも言えない・そうは思わない

イ　考えさせられた ･････････････････ そう思う・どちらとも言えない・そうは思わない

２.　「点検内容の解説」について

・　解説に書かれていた内容はどうでしたか

ア　分かりやすい ･･･････････････････ そう思う・どちらとも言えない・そうは思わない

イ　納得できた ･････････････････････ そう思う・どちらとも言えない・そうは思わない

国立教育政策研究所　生徒指導・進路指導研究センター

※　担当者の指示に従って、記入を始めてください。

※　実施要領に記載された目的以外の使用・転載・複製を禁じます。

「いじめに関する研修ツール」*

　・自己点検シート
　・点検内容の解説
　・研修会アンケート Ver.2
* この「研修ツール」は、「校内研修ツール」として平成 21 年に公表されたものを、最新のデー
タに差し替えるとともに、保護者等を含む幅広い研修に用いることができるよう改訂したもの
です。

※保護者の方は、お子さんの
所属学年をお書きください。
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３.　話合いについて

①　実施した感想はいかがでしたか

ア　小グループの話合いの時間は ･･･････････････････ 長過ぎた・適当だった・短過ぎた

イ　その話合いの内容は ･････ 充実していた・どちらとも言えない・充実していなかった

ウ　全体の話合いの時間は ･････････････････････････ 長過ぎた・適当だった・短過ぎた

エ　その話合いの内容は ･････ 充実していた・どちらとも言えない・充実していなかった

②　上のア〜エのように感じた理由（自由にお書きください）

４.　研修会全体を振り返って

①いじめに対する認識は

　　深まった ･･･････････････････････ そう思う・どちらとも言えない・そうは思わない

②いじめに取り組む意欲は

　　高まった ･･･････････････････････ そう思う・どちらとも言えない・そうは思わない

③いじめの取組に関して、あなた自身は、今後、何を心掛けていきたいですか。
（自由にお書きください）



1

「いじめに関する研修ツール」を
用いた研修会実施要領
（実施担当者用）

国立教育政策研究所　生徒指導・進路指導研究センター

※　この小冊子は、「いじめに関する校内研修ツール」（「自己点検シート」・

「点検内容の解説」・「研修会アンケート」）を用いて校内研修会を行う際の

実施要領をまとめたものです。

※「いじめに関する校内研修ツール」を用いて研修会を行う際には、本冊子

に従って実施していただきますようお願いします。

※また、本冊子及び「いじめに関する研修ツール」については、研修以外の

目的での使用・引用・転載・複製などを固くお断りします。

※　研修目的以外の使用・引用・転載・複製を禁じます。

Ver.2

★裏表紙に「印刷と作成の手順」がありますので、参考にしてください。
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「いじめに関する研修ツール」作成の意図について

　いじめというのは、基本的な理解をしていたとしても、現実の場面では判断や

対応に迷うことが少なくない問題と言えるでしょう。恐らく、いじめの問題に深

く向き合うほど、そうした迷いも増えるのではないかと思います。

　そのような中で、何が基本であるのかを適当な機会に再確認していただけるよ

う意図して作成したのが、今回の「いじめに関する研修ツール」です。読んで終

わりという資料ではなく、「自己点検シート」を用いて自己点検を行っていただく

ようになっていたり、引き続き、「小グループでの話合い」や、そこで話し合われ

た内容を共有するための「全体会」まで行っていただくようになっていたりする

のは、そのためです。

　「自己点検シート」には即答しづらい項目も含まれていますが、自己点検を通じ

て先生方一人一人に御自身の今の気持ちを見つめ直していただくとともに、そこ

で生まれた迷いや疑問については、最新のデータ等も踏まえた「点検内容の解説」

を読んで納得していただけるように配慮しました。それでもなお残るであろう疑

問等については、同僚や仲間の皆さんと率直に意見交換することで、御自分の学

校の実態も加味した共通理解へと至っていただくのが最善と考え、そこまでを含

めた「研修ツール」として構成しました。

　実施に当たっては、1 時間半ほどの時間が必要になりますが、このツールを活用

した研修会を実施することにより、参加者間の共通理解が深まり、参加者全員の

力がまとまり、組織や集団としての力量向上を図っていけるものと考えています。

　いじめの問題に取り組んでいくためには、「いじめとは何か」「どう対応すべきか」

を関係者が常に問い直し続けていくことが大切です。このツールを用いた研修会

が有意義なものとなり、全員が共通の目線でいじめの問題に取り組んでいく一助

になれば、幸いです。

国立教育政策研究所　生徒指導・進路指導研究センター
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■「いじめに関する研修ツール」について■

　いじめの問題は、いつ、どの学校においても起こりうるものとして取り組むべき課題と

言えます。また、早期発見・早期対応にとどまらず、未然防止の取組が望まれる課題であ

るとも言えます。

　この「いじめに関する研修ツール」は、そうしたいじめの問題に参加者全員、学校全体

で取り組んでいけるよう、参加者の資質を高めていただく研修会のために作成されたもの

です。最初に、参加者一人一人に、いじめという問題に対する認識や取組姿勢、日頃の取

組について、改めて自己点検を行っていただいた後、小グループでの話合い、全体での話

合いを行う中で、参加者全員が共通の認識に至ることができるように工夫されています。

　このツールを用いた研修会に必要となる時間は、参加する人数によって変わりますが、

概
おおむ

ね１時間から１時間半程度になります。（所要時間の計算は、本冊子４ページを参照し

てください）

　さらに、より多くの研修時間が確保できる場合、あるいはより具体的な取組課題にまで

進みたい場合には、この研修会に引き続き、自校の実態を踏まえた話合いや検討会、具体

的な取組計画の策定等を行っていただくと、より効果的な研修になることでしょう。そう

した場合には、理念のみの話合いに終始することを避けるためにも、事前に児童生徒に対

してアンケートを実施しておき、その結果に基づいて話合いを行うことが望まれます。

　｢ いじめ防止対策推進法 ｣ の施行以後、各学期に１回程度、児童生徒に対して学校生活

に関するアンケート調査を計画的に実施し、児童生徒の実態に基づいて指導を振り返った

り、具体的な指導目標の策定・共有を行ったりという、「計画的な点検や見直し」が求め

られています。そんな折に、この「いじめに関する研修ツール」を活用していただければ

幸いです。

■研修会を始める前に準備すること■

　この研修会に限った話ではありませんが、研修会の成果を上げるために行っておくべき

ことがあります。

１．年間計画に研修会を入れておく。あるいは、既定の研修会の枠を利用する。

２．研修目的を、管理職（代表者）と研修担当者で明らかにしておく。必要に応じて、テー

マを「いじめ」そのものではなく、「人権」等に変えてもよい。

３．研修会の日程等（講師、時間、場所、必要品、等）を早めに参加者に周知しておく。

　以下、このツールを使った研修会のための事前準備について説明します。

①研修会の所要時間とグループ数

　「いじめに関する研修ツール」を用いた研修会の所要時間とその配分は、概
おおむ

ね以下のよ

うになります。
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１．管理職（代表者）挨拶（３分程度）

２．研修会の流れの説明（３分程度）

３．「自己点検シート」の実施と、「点検内容の解説」の読了（10 分程度）

４．小グループの話合い（１グループの人数× 6 分程度→下記参照）

５．全体会：小グループの話合いの共有（グループの数×５分程度→下記参照）

６．「研修会アンケート」の記入（５分程度）

７．終わりの言葉（３分程度）

　１グループの人数は最大７名としますので、以下の計算式に基づいて１グループの人数

とグループの数を求め、所要時間を計算しておいてください。

①参加人数　　　
a

÷７＝　　　
ｂ

　→　これを切り上げ　　　
ｃ

＝グループの数

②参加人数　　　
a

÷グループの数　　　
ｃ

＝　　　
ｄ　

→　これを切り上げ　　　
ｅ

＝グループの人数

③小グループの話合い時間　グループの人数　　　
e

× 6 分＝　　　
f
分

④全体会の話合い時間　　　グループの数　　　　
c

× 5 分＝　　　
g

分

⑤研修会の所要時間　　　　　24 分＋　　　
f
分＋　　　

g
分＝　　　

h
分　

　

例：参加人数が２３名の学校の場合、以下のようになります。

①参加人数　23　
a

÷７＝ 3.2… 
ｂ

　→　これを切り上げ　４　
ｃ

＝グループの数

②参加人数　23　
a

÷グループの数　４　
ｃ

＝ 5.7… 
ｄ　

→　これを切り上げ　6　
ｅ

＝グループの人数

③小グループの話合い時間　グループの人数　６　
e

× 6 分＝　36　
f
分

④全体会の話合い時間　　　グループの数　　４　
c

×５分＝　20　
g

分

⑤研修会の所要時間　　　　24 分＋　36　
f
分＋　20　

g
分＝　80　

h
分

②各グループの構成と司会者の決定

　メンバー構成は、必ずしも同じ学年等で固める必要はありません。むしろ、話合いが進

むよう、ふだんからの人間関係等を含め、管理職（代表者）と研修担当者で話し合って決

めておくとよいでしょう。

　メンバーが決まったら、誰にグループリーダー（小グループの話合いの進行役）をやっ

てもらうのかについても決めておきます。

　メンバーが顔見知りでない場合には、自己紹介を省くためにネームタグ等（所属と氏名

だけの簡単なもの）を準備すると良いでしょう。

③研修場所の設営等

　広い研修スペースが確保でき、机を用いても各グループの話合いができる場合には、事

前に机といすをセットしておきます。

　全体の人数が多くて、机を使用すると狭くなる場合には、机なしで話合いができるよう、

下敷きになるものを持参、若しくは研修担当者が準備し、いすをセットしておきます。

　「いじめに関する研修ツール」を事前に席に配布するような場合には、簡単に中身を見

ることができないよう、封をする等の配慮をしてください。
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■「いじめに関する校内研修会」の流れ■

０．開会
研修担当者

・これから、○○学校の第△回目の生徒指導研修会を行います。

　※ここで話す内容は、各学校や団体等の実情に応じて変更してください。

１．管理職（会を主催する団体等の代表者）あいさつ（３分程度）
研修担当者

・最初に管理職（会を主催する団体等の代表者）の○○から、お話をしていただきます。

２．研修会の流れの説明（３分程度）
研修担当者

・では、この後、私の説明に沿って、研修会を行っていきますので、よろしくお願いします。

・最初に全体の流れについて説明します。

・私が合図したら「いじめに関する校内研修ツール」を開いていただき、「いじめに関す

る自己点検シート」を取り出していただきます。まだ、開かないでください。合図をす

るまで閉じたままです。

・この後、私の合図で「いじめに関する校内研修ツール」を開けてもらいます。中には、「自

己点検シート」「点検内容の解説」「研修会アンケート」の三つが入っていますが、最初

は「自己点検シート」と書かれているもののみを取り出します。取り出しても、まだ中

は見ないでください。表書きについて、一緒に確認していきます。

・確認が済んだ後、「自己点検シート」を開いて実施してもらい、シート内の指示に従って「点

検内容の解説」を読んでもらいます。この間、10 分間くらいを予定しています。「点検

内容の解説」は該当部分のみを読むようになっていますが、早く終わった人は、他の部

分についても目を通して待っていてください。

・皆さんが、「点検内容の解説」を読み終わったころに、再び合図しますので、小グルー

プでの話合いに移ってもらいます。司会進行等については、あらかじめお願いしてあり

ますので、よろしくお願いします。話合いのテーマについては、そのときに説明します。

大体　　　
f
分くらいを考えています。

・それが済んだら、全体会に移ります。各グループの話合いの結果を、他のグループに対

して報告してもらいます。各グループ３分程度にまとめて報告してもらった後、何人か

の人に感想や意見を言ってもらう予定です。大体　　　
g

分くらいになると思います。
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・その後で、「研修会アンケート」に答えてもらいます。5 分くらいを考えています。

・スムーズに行けば、　　　
h

分くらいで終わりますので、御協力をよろしくお願いします。

・では、「いじめに関する校内研修ツール」を開いて、「自己点検シート」を取り出します。

まだ、中は見ないでください。まだ、始めないでください。

・では、表書きについて、一緒に確認していきます。

※「自己点検シート」の表書きを読み上げる。

・どんな要領で行うか、理解していただけましたか。「自己点検シート」の記入と「点検

内容の解説」を読むのを合わせて、これから 10 分程度と考えています。皆さんが、「点

検内容の解説」を読み終わったころに、再び合図しますので、その後、グループで話合

いをしてもらいます。話合いのテーマについては、そのときに合図します。

３．「自己点検シート」の実施と、「点検内容の解説」の読了（10分程度）
研修担当者

・では、中を開いて始めてください。

※様子をうかがいながら、次の合図（「点検内容の解説」を読む）を出します。

・記入し終わったら、右下の指示に従ってください。「点検内容の解説」の該当するペー

ジを読んでいただきます。

４．小グループの話合い（　　　f分程度）
研修担当者

※頃合いを見計らって、

・では、グループで話し合ってください。

・最初に、今、行った「自己点検シート」の結果や「点検内容の解説」を踏まえ、感想や

意見などを話し合ってください。時間が限られていますので、司会の人は、一人の人が

長く話し過ぎないよう、うまく進行してください。

※最初は、一人につき１〜２分程度を目安に一巡するようにして、所要時間内（　　　
f
分

程度）でグループの話合いが終わるように進めてもらいます。

※頃合いを見計らって、

・では、今後、どのような点に気を付けていく必要があると思うのか、この学校（団体等）

のいじめ対策をどう進めていく必要があるのか、などについて話し合ってください。話

し合う視点は、教師（会の参加者）が個々ですることと、学校（団体等）としての対策

という二つの視点でお願いします。今、出してもらった感想や意見も踏まえ、後でグルー

プの意見として発表してもらいます。
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５．全体会：「小グループの話合い」の共有（　　　g分程度）
研修担当者

※頃合いを見計らって、

・では、これから各グループの話合いの結果を発表してもらいます。

※各グループで、２〜３分程度を目安にする。

・今、発表してもらった各グループの意見を聞いて、質問や自分たちのグループの付け足

しがあれば、話してください。

※終了時刻まで余裕がなければ、次は省略。

・では、今後、この学校（団体等）のいじめ対策を進めていく上で、

①教師（会の参加者）個々がすること

②○○学校（団体等）としての対策

の２点について、更に話合いを進めたいと思います。

※頃合いを見計らって、

・ここまでの話合いの発表等を踏まえると、○○○のようなことになるかと思うのですが、

いかがでしょうか。

※上の①②の２点、教師（会の参加者）個々ですることと、学校（団体等）としての対策、

について、簡単に ( 一行程度の ) 表現した内容にまとめ上げる。

６．「研修会アンケート」の記入（５分程度）
研修担当者

・では、最後に、「研修会アンケート」に答えてください。今回の研修会の反省や、今後

の研修会の在り方を考えていく際の参考にさせていただきます。

７．終わりの言葉（３分程度）
研修担当者

・では、最後に、○○（管理職や代表者）から、終わりの言葉を頂きたいと思います。

※終わりの言葉の後に、

・今日は、1 時間半ほどの間でしたが、国立教育政策研究所で作成された研修資料に基づ

いて研修会を行いました。今回の体験が、本校のいじめ対策に生かされていくよう、今

後とも、努力していきましょう。本日は、お疲れ様でした。

・では研修会を終わります。




