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第４回神奈川県いじめ防止対策調査会議事録 

 

（栁生会長） 

 今日は、いじめを未然に防ぐための環境作りについて議論したいと思います。 

 私見ですけれども、なぜいじめが起こるのかということについて、研究者や学校、

マスコミは、被害者や加害者、学校若しくは担任等の個別的な心理の特徴や特異性だ

けを妙に駆り立ててしまって、全体を見ないと言うか、なぜそういうことが起きたの

かという、正に今日のテーマである環境であり、実際にいじめは環境そのものに大き

く影響されるわけですが、そういう視点が無いように感じます。 

 臨床心理の立場から見るだけではなくて、社会心理の立場から見る必要があるとい

うことを常々感じていまして、これが整わない限り、いじめは永久に無くならないで

しょうし、早期に発見することもできません。 

 本日の会議では、この点に関連した資料が新たに提出されておりますので、説明を

お願いしたいと思います。 

 

 － 資料について事務局から説明 － 

 

（栁生会長） 

 以後はフリートークで協議をしたいと考えています。視点としては、各委員の立場

から、学校や教育委員会にやってもらいたいこと等があれば出していただければと思

います。 

 それではまずは、ただ今の説明について、何かご質問等がありましたらお願いいた

します。 

 

（伊藤委員） 

 ファミリーコミュニケーション運動についてですが、親子の意思疎通については、

子どもが何を考えているのか分からないということがあります。 

 学齢前のお子さんで、お母さんに懐かないということがあり、相談センターにいら

したケースがありました。相談センターで大きな風船で遊んでいた時に、お母さんと

その子どもの頭がゴツンと当たり、子どもが楽しそうに笑いました。我々が小さかっ

た頃は、親子で頭がぶつかるなんて良くありまして、誰に教わらなくても親は子ども

とそうして遊んできたわけですが、そのお母さんはそういう遊び方を知らなかったわ

けです。ただぶつかっただけで子どもは笑うということを知って、そこから関係が改

善していったことがありました。 

 私はろう学校で勤務しておりますが、子どもが聞こえなくて親は聞こえるという関

係であると、子どもとコミュニケーションが取れないために、親がつい手を出してし

まったりすることもあります。 

コミュニケーションは色々な問題の根本ですから、いじめや暴力行為の未然防止

と、家族の心のふれあいというのは、ぱっと見では直接結びつかないように感じます

が、とても大事な良い取組みであるという感想をもっています。 
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（栁生会長） 

 最近、いじめの取組みについて、様々な自治体から講演に招かれます。 

 各学校の取組み等を聞いていると、大変すばらしいものが出来ているのですが、残

念ながら３分の１程度の先生方は全く分かっていないなと感じます。 

 「心の授業をやればいじめが無くなる」というのは一面ではそうで、繋げれば繋が

る話ではありますが、それで終わりだと、これは一体何のための研究なのかなと思い、

その場では忌憚なく意見を言わせてもらっています。 

 

 いじめの認知について調査会に上がってきたケースを見ますと、学校の指導という

ものと、専門機関における専門家の裁量権の問題が、学校の先生にきちんと理解され

ていないことがあります。 

言い換えれば、学校の先生の指導に関して、いじめや不登校の問題はカウンセラ

ーだという話になってしまうのと同じ問題なのですが、担任が、指導の一線から退い

てしまっています。 

 私達は、生徒指導における組織体制の整備や、系統的な指導をきちんとしてほしい

と、いとも簡単に言うわけですが、情報の伝え方の点で、管理職へ報告するところま

でにすごく時間がかかっていますので、いじめが発生した際の学校の組織の階層、ラ

インをしっかりと具体的に、どのようなケースであっても対応できるよう、先生方が

どう動くのかというシミュレーションを促進してもらいたいと感じています。 

 

 重大ないじめ事案が起きた際にいつも感じることは、学校内における処理の仕方が

拙かったということです。きちんと説明できる指導が全くされないまま、調査会等に

報告が上がってきてしまうわけです。これは神奈川県に限らず、全国的にそういう傾

向があります。 

 きちんと指導がされないのは何故かと言えば、いじめであるから第三者機関で判定

してくださいということで終わってしまっているからです。 

いわゆる「ほう（報告）、れん（連絡）、そう（相談）」について、実際にシミ

ュレーションしてみることが必要であると思っていまして、そうすることで、いじめ

も指導の範囲内に収まってくるのではないかと個人的には感じています。 

  

岩手県の事例では、連絡帳を二人の先生で見れば良いのだという意見が出ていま

した。その意見も勿論分かるのですが、同類の教員のみで対応しても同じ対応になる

可能性が高く、生徒指導の現場からすればそれに意味は余りありません。それでは、

校長や教頭がチェックするのかと言えば、そんな時間も学校にはありません。 

 こういう対応しかできないのだなと思う一方で、もう少し考えることがあっても良

いのにと感じてしまいます。もっと組織を、生きた、機能的なものにしていかなけれ

ば、いじめは発見できないだろうと。このままでは、今までも発見できなかったわけ

ですが、これからも発見できないだろうと思いますし、発見しても何の指導もされず

に放っておかれて、大事になるまでそのままなのだろうなと感じてしまいました。 
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 そこで、意識や組織の改革はやってきましたので、それをきちんとシミュレートで

きるような研修をやったら良いのかなと思います。避難訓練と同じですね。火事の際

にいかに子ども達を早く避難させるかというのと同様に、いじめにおいても同様の訓

練のようなものを提案したいなと思います。 

 

 それから、もう一つはＳＮＳの話で、いじめにＳＮＳが非常に関わっている現実が

あります。 

全国の対応を聞いていて思うことは、ＳＮＳによるいじめは犯罪であるという意

識付けがまず必要であり、その次には、先生や子ども達が、いじめについて常に記録

を取って、立件していくということが必要になるということです。 

また、スマートフォン等の学校への持ち込みを認めるか否かについては、各学校

の判断ではなく、基本的には市町村や県教委のレベルでの対応が必要で、携帯やスマ

ートフォンを学校には持ち込ませないという場合、各学校の対応にするのではなくて、

県教委レベルでやってもらいたい、政策として打ち出してほしいという意見が多く出

ていました。 

 神奈川県ではどうなのでしょうか。 

 

（事務局） 

 高校生は既にスマートフォン等を所持している世代ですので、持っていることを前

提として、もちろん若干の制約はありますが、小中学校のように持ち込ませないとい

うのではなく、既にある事が前提とした対応になっています。 

 

（栁生会長） 

 各学校の悩みとして、県が言ってくれるとありがたいということがあります。先生

方の間でも色々な温度差がありますので、きちんと一つのラインで対応しなければ難

しいということです。 

 これは実際に、各県の代表から出た意見ですので、報告を兼ねて紹介したいと思い

ます。現場としては、各校長先生に丸投げしてしまうときつい部分があるのかなと感

じました。 

 私としては、いじめ対策訓練を、組織を活かす取組みがあると良いのかなというこ

とを提案したく思います。 

 

（反町委員） 

 県立学校の校長の集まりで、生徒指導研究会という会がありまして、昨年度はいじ

め防止をテーマにして研究を行いました。 

 まずは事例を出して、それに対して被害者や加害者にどのような指導をしたのか、

また、対応した際に何か困った事があったか等について協議しました。 

 具体的には、被害者の保護者と加害者の保護者の間で事案に対する認識が相当違っ

ていたケースや、最終的には被害生徒も加害生徒も同じ教室に戻らなければならない

時にどうしたのかという事などについて話をし、校長同志は意外と具体例を知らない
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ので、お互いに情報を共有しました。 

 また、いじめが起こった際の取組みだけではなく、未然に防ぐためにどういうこと

をやっているかについても情報共有を図りました。 

 

 今年度は、学校としていじめを防止する環境作りはどうしたら良いのかという点に

ついて、更に、岩手県の事案があり内容が衝撃的であったので、いじめが起こった場

合の初期対応の確認について扱うこととしました。 

 岩手県の事案については、私の立場からすれば、少し考えられないという思いがあ

ります。ノートにあの記述があり、担任があのように対応していた時に、当然、管理

職に報告が上がっているケースであるというのが共通の認識で、何故管理職へ報告さ

れていなかったのかと思います。 

 ただ、担任の先生の心理について、現場の感覚から中学校は大変だと思いますし、

40人いる生徒は色々な問題を抱えているでしょうから、担任の先生もかなりやって

いたのだろうと思いますけれど、あっぷあっぷだったのかなという想像はできます。

結果的にこの事案の対応は信じられないものでしたが、初期対応をどうすべきかにつ

いて、各高校の校長が共通認識を持つために研究を行うこととしました。 

 

 最後に、ＳＮＳの件についてです。 

 神奈川県ではかつて、バイクの事故で死者数が増えた時期がありました。当時の神

奈川県の方針として、バイクは持たせない、免許を取らせないという運動を展開した

のですが、結果として、生徒が隠れてバイクに乗るようになり、死者数が増えてしま

いました。 

 そこで発想の転換をして、16歳から免許も取れ、高校生はバイクにも乗れるとい

うことで、禁止するのではなく、交通安全教育に力を入れることにしました。バイク

に乗る危険性や交通ルールを教える教育を徹底したところ、死者数が激減していった

ことがあります。 

 

 携帯やスマートフォンも、現在の高校生にとっては当たり前のツールですので、発

想としてはそれをどう使うかということだと考えています。実際に、学校現場では、

スマートフォン等を部活動や授業で使っていることもありますので、私は、基本的に

持ってくることを禁止する必要はないと考えています。 

 逆に、神奈川県で学校にはスマートフォン等を持ち込ませないということをした場

合には、必ず隠して持ってきますから、学校現場は混乱すると思います。また、禁止

しているにも関わらず持ってきた場合には、それに対する指導もしなければなりませ

ん。そういうことを考えると、スマートフォン等はあるものという前提での発想に立

つべきかと思っています。 

 平成22年度から25年度の３年間で、スマートフォン等に関する調査を実施したの

ですが、高校生のスマートフォンの所持率は 80％を超えていました。その際のアン

ケートでは、ほとんどの生徒が使用方法やマナーについて理解していて、相手に対す

るメールへの配慮や、個人情報の取り扱いについても分かっていました。 
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大人が思うよりも、意外と生徒達はしっかりとやっています。残りの数パーセン

トの部分で、スマートフォン等の使用でいじめを行ってしまっているということです

ので、余りそちらだけをクローズアップしすぎると、間違った方向へ進んでしまうの

ではないかなという印象を持っています。 

 

（栁生会長） 

 ただ今の反町委員のお話の中で、岩手の事件や先日の調査案件について、対応が信

じられないという話がありました。 

それについては我々も随分と議論をしてきましたが、いじめや虐待というのは、

それこそ信じられないことばかりです。この人がなぜこんな事をするのかということ

なのですが、善と悪の判断をどこでするのかということについて、イラクで起きたア

ブグレイブの虐待事件を例に挙げたく思います。 

この事件は、若いアメリカ軍の将校達がイラクの捕虜達を虐待した事件です。

「こんな事はありえない」と当時の国務長官も話をしていたわけですが、「何故彼ら

はそんなことをしたのかではなくて、どういう状況でどのように行われたのかという

ことを考えなければ、このような事態は無くならない」と言ったのが、スタンフォー

ド大学の、フィリップ・ジンバルド先生です。 

 ジンバルド先生は過去に監獄実験という実験を行い、信じられないことが起こると

いうことを実証しました。過去の例でも、ナチスドイツでは、普通のドイツの青年将

校が、今日は何人を処分するかということを指先で決めていったということが起きて

いたわけです。この人は善か悪かと言えば、やったことは悪です。それは認めなけれ

ばいけませんが、いじめで言えば加害者側の罪を軽減する必要はないのですが、環境

に着目してそこで何が行われたのかをきちんと把握しておかなければいけないという

ことです。 

 

 この監獄実験は、簡単に言うと、「普通の学生らに看守と犯罪者の役割を与えると、

１週間も経たないうちに虐待が行われた」というものです。 

役割が与えられると、暴走し始めるわけです。 

確かに、こんな校長や担任がいるのかなと報道を見る度に思うわけですが、言い

方は悪いですがみんなおかしくなっているということです。つまり、いじめはそうい

う舞台の中で起きているので、だからこそ未然に防ぐための環境作りがとても大切な

わけです。 

先ほど、ちゃんといじめ対応のシミュレーションをしてくださいと言ったのは、

先生方に環境を見てもらいたいからです。水戸黄門では悪者ははっきり決まっていて、

日本人はそういうものが好きなのかもしれませんが、実際にはそうではありません。

悪代官もその環境があるからそうなっただけであって、家に帰れば犬や奥さんや子ど

もを可愛がる人かもしれないわけで、そこまで考えられないところに、いつもいじめ

の大きな構造を見逃してきた原因があるのかなと思います。 
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先ほども言いましたが、臨床心理の立場、その当事者の心理だけから見るのでは

なくて、ジンバルド先生の言い方を借りれば、その犯罪者には必ず舞台があったとい

うことで、どんなコスチュームを着ていて、どんなスポットライトが当たり、監督が

居る場合にはシナリオはどうたったのか等も見る必要があります。 

そこで役割と権力が行使された場合には、いじめや殺人も普通に行われるという

ことになるわけです。彼の言い方を借りれば、5000万人を超える無実の方が、ナチ

スドイツ以後、ベトナムなどでも殺されてしまったわけです。そして殺したのはどう

いう人物かと言えば、家に帰れば普通の善人であり、普通の親であったわけです。 

  

何故いじめは減らないのかの「何故」の部分を感じるためには、我々の生活して

いる器が相当病んでいるのだろうなという点に目を向ける必要があります。だから校

長も気が付かないし、隣の先生も気が付かないし、生徒も気が付かないと。 

 私自身の経験で、自分が学校の教師をしていた頃、５年生のあるクラスで、そのク

ラスの担任がいる前で、36人の子どもがたった１人の子どもを殴りながら帰ってい

たということがありました。しかもそれを毎日、何か月もやっていました。 

 担任は毎日見ていたのに、これがいじめであるという認知ができませんでした。そ

れは何故かと言えば、学級全体がおかしくなっていて、担任もおかしくなっていたの

で、我々からすればそんな担任はおかしいわけですけれど、そこに居る人達からする

と、いじめが目の前で行われていてもいじめと認知できないような環境になっていた

ということです。 

後からこれは明らかにいじめでしょうと言っても、みんなが楽しんでやっていた

という認識だったわけです。子ども達にとっては、これをやらないと明日は我が身と

いう状況でもありました。そういった環境に光を当てなければ、やった人がどうだと

か、ここがどうだったという話をいくらしても、いじめを無くすことはできないと思

います。 

 

（大滝委員） 

 私は長い事、虐待をする親のケアをやっています。最初は虐待された子どものケア

をしていたのですが、段々と親をどう支えるかという話になっていきました。 

 虐待をする親というのは全て酷い人かと言うと、勿論酷い人もいますが、案外、非

常に真面目できちんとこう育てなければいけないという、善意と一生懸命でやってい

る人であることがあります。 

 この人達に共通している傾向は、一人ぼっちで考えている、孤立している方が多い

ということです。それから、貧困の問題等、生活面で苦労のある方も多く、また、心

の病を持っている方も多いです。 

虐待事例のケアをしていてつくづく思うことは、虐待は良くないし、親からの虐

待というのは絶対にあってはならないものですが、新聞等の報道だけを読むと、「こ

んな酷い虐待があった、親は何をしていた、教育委員会は何をしていた」と、いつも

すぐそこに繋がっていってしまいます。 
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 そうではなくて、そこにはもっと複合的な問題があって、その親の支援をしないこ

とには虐待は無くならない現実があるわけです。支援というのは、精神的な支援だけ

ではなくて、経済的な支援や、様々な側面からの支援が必要であるということです。 

  

その経験を踏まえて言えば、いじめについては、いじめられた子を助けることが

最も大切なわけですが、同時にいじめた子への支援がやはり必要です。どうしていじ

めに至ってしまったのか、いじめをしてしまう構造や状況等、事案の全体を見て行く

必要があるだろうと感じています。 

 岩手の事件でも、「あの先生はひどい」というマスメディアの報道を見ると、余り

に一面的だと感じてしまいます。それはあくまでも全体の一部分であって、全体の環

境はどうなのかということを常に考えなければならないし、安易に言ってほしくない

という思いがあります。 

また、いじめで自殺をしたということも、ＷＨＯが自殺の報道についての基本的

な見解で、「自殺の原因や方法を安易に報道することは次の自殺の連鎖を生みますの

で、厳に慎むべきだ」と言っているわけですから、軽軽に報道すべきではありません。  

そういうことを総合的に考えると、いじめに対してはきちんと対応しなければい

けませんが、いじめがどこで起きているのか、どういう状況なのか、全体を正しく認

識することが大切です。 

 

 話は変わりますが、今日の会議の冒頭で、教育委員会のいじめの未然防止に係る

様々な取組が紹介されましたが、その中のファミリーコミュニケーション運動はとて

も良い活動だと思います。 

 ただ、コミュニケーションの問題には、アイデンティティを確立しなければいけな

いとか、発達障害があるとか、子どもの側の都合も色々とあるわけです。 

親の側にも、先ほどの虐待の例のように、一人親であったり生活苦があったり、

様々な事情があるので、そういう事情を色々と考えなければなりません。 

 ですから、ファミリーコミュニケーション運動はとても良い活動だと思いますが、

この運動に乗れない人も必ずいるだろうなとも思います。 

深い事情があり一人で孤立している子どもや親もいますし、誰とも心を開きたく

ない子や、ヤングエイジと言いますか、中学生位の子ども達が群れを成していく際に、

その群れにあえて入らない、又はいじめられてでも群れの中に居た方が一人になるよ

りましだという、子ども達の心理の深浅等について総合して考えると、いじめ問題を

考える時には、急いで結論を出したり、ある一面からだけライトアップすると、危な

いというか、難しいという印象がありますので、時間をかけてしっかり考えて行くこ

とが必要だと考えています。 

  

また、学校の先生は大変真面目に一生懸命取り組まれている方が多いですが、学

校には教員以外の目が入った方が良いと感じています。学校の先生は、卒業してすぐ

先生になる方が多く、ごく一部には社会性に欠けているのかなという印象が否めない

部分があると思います。 
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 教員以外の人が、普通に日常生活の感覚で学校に行って、「それっておかしいよね、

学校の常識と我々の常識って違うよね」ということを言うことが必要ですし、更には

そこに一定の権限が無ければ意味がありません。権限が無ければそれでおしまいにな

ってしまうので、それは社会的に考えるとどうでしょうかという次のステップにつな

げるためには、一定の権限を持つ事は必要です。 

 ただしそれはすごく難しいことで、市民感覚を持って入らなければならないけれど

も、守秘義務を伴わなければいけないし、かつ一定の権限を与えるとなると、そう簡

単に誰にでもできるということではないのですが、そういったオンブズマンというか、

観察的なものを入れていかないと、いじめ問題を教育委員会が一生懸命やっても、

堂々巡りしてしまう気がしてしまいます。 

 そういう外部の視点を入れていかないと、いじめ問題は繰り返されてしまう気がし

ます。 

 

（栁生会長） 

 私も、学校の先生方に対する講演の際に、「朝早くから夜遅くまで働かされて、土

下座して謝って、労働が過酷ですね」と話しています。 

 学校の先生や教育委員会は、何でも親の言いなりになるのではなく、言いかえれば

向こうが収まるまではとにかくカタルシスを待つしかないというのではなく、こちら

のアイデンティティも伝えていかなければならない方向性もあるのだと思います。 

 また、精神を病んでしまう教職員も増えているようです。 

 

（大滝委員） 

 精神を病んでいる先生の大半は、すごく真面目で一生懸命できちんとしていて、そ

ういう人が「うつ」になっています。そして、ごく一部に社会性が無いと言いますか、

社会常識が無くて適応できなくなって、むしろ普通の会社に行ったらとっくにこの人

は排除されているだろうというような人がいらっしゃいます。 

 

（栁生会長） 

 そうですね。私もそう感じます。 

 大学生を見ていても、私は教職課程を担当していますが、この子は先生になるのは

無理だなと思う時があります。じゃあどこへ行くのかというと、どこも無いわけです

けれど。極端に言うと、先生の社会というのはピンキリまで受け入れてくれるような

組織ですね。 

 教育委員会でも人事交流等で社会経験をやっているかと思いますが、たいてい優秀

な先生を送ってしまいますね。むしろ逆で、普通の先生を送って鍛えてもらうという

視点が必要なのかもしれないですね。優秀な先生が更に優秀になって、しかも帰って

くるのは現場ではなくて教育委員会に行くという、そういう傾向がどこの県にもある

のではないでしょうか。 

 

 



9 

 

（井上委員） 

 みなさん立派な先生ばかりなのですが、中には、先生という言葉が先歩きしてしま

っている方もいるかもしれません。 

先生同士では何も無くても、対生徒の場面になると奢ってしまうというか、社会

常識を含めてですけれど、生徒にとっては口ごたえができない状況になっていたりす

れば、そこにいじめがあったりすることに繋がるのかなと思います。 

  

いじめという言葉自体は、色々な事件があるので皆さん関心を持っていて、これ

は犯罪だと考えていますけれど、実際には言葉自体が軽く見えると言いますか、言葉

の暴力があれば傷害なんだという位の意識を持たないと、無くなっていくことはない

のかなと感じています。 

 考え方とか価値観の問題等もありますし、あだ名で呼んだ事がいじめに繋がること

もあります。子ども達の複雑な関係を、先生方も１クラス 40人程度見なければなら

ない中で全て把握するのは難しいだろうなと思いますので、どこまで有効かは分かり

ませんが、目安箱のような形で、無記名で子ども達からの情報を集めることが出来れ

ば、いじめを未然に防ぐことが出来るのかなと思います。 

 現場にいる子ども達が一番良く分かっていると思いますし、学校から出てしまうと

更に先生方が把握するのは難しくなると思いますので、地域を含めて、情報を学校に

集められるようにしなければと思います。 

 子どもは学校で一日の大半を過ごしているのに、何か起きると学校が知らなかった

というのもおかしな話だと思いますけれど････ 

 

（栁生会長） 

 確かに、大抵は知らなかったとか、いじめとして認知していなかったと言いますか

らね。 

 

（井上委員） 

 知らなかったというのが、見ていなかったとか、意識していなかったと傍からみれ

ば思ってしまいます。子どもを預けている保護者の方も、手伝いができる方にはどん

どん手伝ってもらって、先生方の目だけではなくて、色々な方の目がある方が当然抑

止力はあると思います。 

 子ども達からの情報をどれだけ集められるかなのかなと思います。 

 

（栁生会長） 

 大抵の場合、いじめが起きるとアンケート調査を実施しますね。普段からやってい

る学校もありますけれど。 

 目安箱も、それが行き過ぎると、人の足を匿名で引っ張る制度になってしまいかね

ないので難しいところがありますね。反町委員が先ほど仰ったように、普通の感覚だ

と信じられないことがいじめ事案では起こります。 
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（反町委員） 

 関係ないかもしれませんが、進級の時期になると、生徒達が下駄箱を壊す等の器物

損壊事案が増えます。 

 それは何故かと言うと、進級できるかどうかで、いつまでにレポートを提出しろと

か、この追試が受からないとダメだよとか、先生達が詰めて、圧力をかけていく環境

があるからで、その際には必ずその影ができるということです。 

 いじめを防ぐには、個々だけを捉えるのではなくて、学校環境の全体を捉えてやっ

ていくのは大賛成です。私が一番有効だと考えているのは、挨拶をお互いにできると

いいますか、生徒が教室に入って来たときに、自然におはようと挨拶ができる環境が

大切だと思っています。 

 それから、自分の学校にプライドを持たせる、つまり、自分の学校のブランド、そ

の学校の生徒であるというプライドを持たせることが、直接的にいじめの問題に関係

することは無いのですが、結果的にいじめを発生させにくくさせる効果があるのかな

と思っています。 

 

 教員については、感性があるかどうかだと思っています。先ほどの栁生会長の話で

言えば、生徒がある特定の生徒を叩いて帰って行くのを見ていながら、それをおかし

いと思わないというのであれば、教員の質を向上させていくしかないと思います。 

 どうやって質を高めるのかと言うと、私は同僚性なのかなと思っています。今、教

員の精神的な地位はかなり低いです。社会的に新聞やマスコミから叩かれるので、決

して経済的な地位の向上と言うのではなく、精神的な地位の向上で、先生方にもプラ

イドを持たせるということが大切だと感じています。 

 職場の風通しの良さが大切であり、同僚性と言いますか、その点を頑張らなければ

いけないなと考えています。 

 

（栁生会長） 

 それはすごく大切なことだと思いますよ。 

 

（反町委員） 

 先ほど、外部の方に入ってもらうという提案がありましたが、私はそれも大賛成で

す。本当はＰＴＡの方に日常的に学校を回ってもらって、あそこで生徒が何かしてい

ましたよと報告してもらうような、開かれた学校になることは、いじめの防止になる

のだろうなと考えています。 

  

いじめを行った生徒の親と指導の場面で会うと、生活するので精一杯で子どもに

まで手が回らないというような、親に余裕のない家庭が多いです。 

そういう意味では、親への啓蒙活動は大切で、ファミリーコミュニケーション運

動も有効だと思うのですが、そこに行く親はコミュニケーションの必要性を認識し、

子どもを連れていって一緒に会話しようという意識のある親であり、問題はそこに来

られない保護者をどうするのかということだと思います。 
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高校１年生というのは最も人間関係を作っていく時期で、５月の連休明け頃から

いじめ等の生活指導案件が出てくるのですが、生徒と話をしてみると、出身中学校に

よって指導が違っていることが良くあります。例えば、Ａ中学校では、肩パンチ程度

では全く指導されませんでしたという場合、その中学校の卒業生は、高校に来ても同

じことをやるわけです。 

 ですから、私は中学校と高校の連携が必要だと感じています。どこの中学校でも、

どこの高校でも、こういう行為はいじめだよということは、統一的にあるべきではな

いかということです。それは小学校から中学校へ上がる時にも同じことが言えると思

います。 

 

（佐後委員） 

 私は、義務教育に係る子ども達に関わる立場です。 

 いじめをどう無くしていくかという観点で、小学校の発達段階で何を教えていくの

か、中学校で何を教えていくのか、そして高校になってどう考えて行くのかについて、

何ができるのかを考えながらお話を伺っていました。 

 先ほどの肩パンチの指導の話のように、中学校時代に何を学んでいたかが高校にな

って出ているわけです。人の痛みを分かっていてやっているのでしょうから、そのよ

うなことが当たり前になっている環境が中学校にあれば、高校でも当然に無くならな

いのだと思います。 

 それをもっと遡っていけば、小学校の段階で、子ども達は色々な家庭環境を抱えな

がら学校に来ているのですが、学校は健全な場でなければいけないということで、挨

拶が自然にできる環境を作っていくことが、自然に人の痛みとか、苦しみとかが分か

り、子どもを健全に育てることができる、いじめを未然に防ぐことにつながることな

のだと感じました。 

  

先ほどプライドというお話もありましたが、子ども達の自尊感情をどう育ててい

くのかが大切です。 

 自分の事を大切にできる子は、相手の事も大切にできるのだろうと思いますので、

そういう事も教えていかなければなりません。教師側の問題として、そういう教室を

作れるかどうかも一つの感性ですし、そういうものが見えない、分からないという先

生であれば、当然子どものＳＯＳも感じることができません。 

 もっと目の前にいる子ども達の様子について、学校の先生が気づいていくことが大

切であると感じています。 

 

（上田委員） 

 同じような話になりますが、いじめ発見のきっかけという資料の中に、小学校であ

ると大人が発見することが多く、中学校に進むに従って減るという、しごく当たり前

なデータがあります。逆に、自分で言いだすことは、中学校から高校へ進むにつれて

増えて行きます。 

 当たり前だなと思ってみたいたのですが、やはり小学校の低学年だと、大人が発見
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しないといじめだと分からない。私の感覚で言えば、小学校だと大人が見ないと分か

らないくらいの時差がありますが、中学校や高校になると、初動が早いと言いますか、

クレーム的に言いだすような感じで、質が変わってくるのかなと感じています。 

 そういう意味では、学校に人が入って、授業やクラスに入っていくことに、私は大

賛成ですし、実際に私自身も実践しています。 

  

その際には「見とり」が重要になってくるのですが、先生と児童生徒、若しくは

児童生徒同士の関係性を「見とる」ことが大切なのであって、単に見ていれば良いと

いう話ではありません。 

 私自身は、注意して体育の授業と中休みの時間帯を見ているのですが、そういう時

間の遊びの質が、この子は楽しんでやっているのではなくて辛そうだなと評価しやす

い部分ですので、そこを大人の目で取り上げて、子ども達に還元していくことが必要

なのかなと感じています。 

 私は学校でスクールカウンセラーをしていますが、中学校では自分から言ってきて

くれますが小学校では自分からの訴えはまずありませんので、小学校では、大人の目

で見てこうなのではないかと先生に伝えたあげることとかがあると、子ども達にすれ

ば自分は見守られているのだなという感覚が入ってくるかなと思います。 

 観察するということを、アンケート調査の前段階で取り上げていけると良いのかな

と思いますし、そこをどう評価するのかを、シミュレーションしてみることが大切か

なと思います。 

  

最後に、私の印象として、療休に入る先生方については、確かに先生自身の資質

の問題もありますが、ある程度クレーム的と言いますか、行政対象暴力ではないかな

という事例も多々見受けられ、真面目な先生だと、一生懸命誠実に関われば関わるほ

ど、もっと謝れとかという話になっていて、ここから先は行政対象暴力だよという学

校の方針が出ないために、一人だけ蛸壺化していってしまうということも起きている

と思っています。 

 

（大滝委員） 

 反町委員の意見を聞いて、校長先生がすごく重要だと改めて思いました。コミュニ

ケーションを途絶えさせないためには、校長先生が全体を見て、現場の先生方が上に

持ってきやすい雰囲気を作るということですから、挨拶は生徒に対しても必要ですけ

れど、先生同士でも当然に大切なものです。 

 学校にプライドを持たせることも大切ですし、佐後委員が仰るように、一人一人が

自分の自尊感情を保てるような教育が、教育の本来の一番の目的だと思います。 

  

現代は、なかなか自尊感情を保ちにくい文化、環境ですので、数字で表すことは

できませんが、どうやって成功体験を重ねていくかが必要です。 

勉強ができるかできないかということだけが一つの軸で、大人の社会で言えば、

売り上げが上がることだけが評価されるような軸のみで評価される、けれども、人間
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は成績や売り上げのためだけに生きているわけではなくて、もっともっと世のためや

人のため、自分のために生きているという色々な軸があるので、そういった他軸診断、

色々な軸を認めていくことが必要なのではないかなと思っています。 

 先ほど、学校に第三者が入ることに自分も大賛成だと言いましたが、入る第三者に

よっては現場がかえって混乱してしまいます。 

そこに入る第三者は、専門的なトレーニングを受けて、自尊感情を大事にする使

命感に燃えて、ルールをちゃんと学んだ、教員と同等かそれ以上の専門資格を持つよ

うな方が入っていく仕組みを作る必要があるかなと思います。 

 

また、地域の中に、色々な意見が言える場所や、聞いてもらえる場所があること

も良いと思っています。地域の中で、よくやったねとか、間違っているよとか、そう

いうことを言ってくれるご意見番的な人が、学校の枠の外にちゃんと居る、そしてＳ

ＯＳの時には保護者にきちんと言ってやろうと、普段は使わない伝家の宝刀を持って

いるような存在が必要だというのが私の持論です。 

 学校が頑張る、中高で連携するということは勿論必要です。 

一方で、どうやって地域の中に、ご意見番的な機能を作っていけるかということ

が、日本の再興とも絡んでいますが、必要だと感じています。 

助言されても「家のことに口を出すな」と言われてしまうように、地域のご意見

番の権威やそれに対する敬意が失われ、学校や先生に対する敬意が失われている中で、

どうやってもう一回学校が信頼に値するものとして作るかということと同時に、地域

の中に駆け込み寺のような機能を設定できるかということを、総合的に考えていけな

いかなと思っています。 

  

（栁生会長） 

 同僚性という言葉は、最近良く言われるようになっていますね。 

 自尊感情という言葉も出てきました。先生方の自尊感情も地に落ちています。極端

に言えば、大学を卒業して３年程度で落ちてしまいます。それは何故かと言えば、あ

んな先生にはなりたくないと思っていたような先生に、３年経つとなってしまってい

る現状があるからです。 

 自尊感情の無い先生方に教わっている子ども達に、自尊感情が育つわけがないので

す。生きる力の無い先生に、生きる力を教えることはできません。 

 

（大滝委員） 

 ここにいらしている校長先生達であれば大丈夫ですけれどね。 

 

（栁生会長） 

 そうですね。それこそ、ファミリーコミュニケーション運動に来る親に問題が無い

のと同じです。問題は来ない親達をいかにして引っ張り出すかであって、どんな問題

でも同じだと思います。 

 あとは挨拶が大事ですね。コミュニケーションの入り口は挨拶ですから。 
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（上田委員） 

 小学校で、休み時間に外に出る先生も少なくなりました。 

 

（栁生会長） 

 昔からそうですね。教員が外に出ようという運動をよくやっています。 

 

（上田委員） 

 いじめの認知件数の書類を書かなければならないとなると、矛盾しますね。 

 

（栁生会長） 

 その通りです。私は外にいる立場で気楽に言ってしまうのですが、先生方に「いた

しません」って言ってみなさいと、その位やらないと、先生方が子ども達についてい

る時間がとれませんよと言っています。 

 実際には先生方は外に出られません。それだけではなくて、授業が終わってからも

22時過ぎまで仕事をしています。それではＵＳＢを持って出ても良いかと言えば、

それもダメと。ではどこで仕事をするのかとなると、学校でやるしかないわけです。 

 

（佐後委員） 

 関係ない話になりますが、最初に紹介して頂いた県教委の取組みの中で、非行防止

教室の話がありました。厚木市でも、高校生が小学校や中学校に来て話をしてくれた

ケースがあり、非常に子ども達から評判が良くて、とても面白かったという声が出て

いました。 

 こういう社会のルールを学ぼうという取組みの中で、高校生の立場から、いじめと

いうのはこれだけみんなの心を傷つけるんだというような話をしてもらう企画を、県

で立てていただければと思います。 

 

（栁生会長） 

 以前話のありました、高校生が教員にＳＮＳについて講義するという企画は順調に

終わったのでしょうか。 

 

（事務局） 

 はい。いつもとは逆で、高校生が教員にＳＮＳについて講義する、情報議会という

企画を実施いたしました。 

 

（大滝委員） 

 その関連で一つ、いじめの問題だけではなくて、ゲーム依存の話もとても深刻にな

っています。ロールプレイングゲームで、自分が参加しないと大変なことになると言

って、朝から晩までゲーム生活でゲームに浸り、ゲームの中では帝王になって現実世

界ではただの引きこもりという、どこかでいじめ問題とセットで、ＳＮＳやインター

ネット等のリテラシー教育についての啓蒙や制限が必要なのかなと思っています。 
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（栁生会長） 

 その通りだと思います。 

 教職課程の学生が108人おりますが、全員が無料通話アプリで繋がっています。夜

中の３時頃、私がたまたま起きている時に、講義についてちょっとコメントをすると、

ぱっと既読になって返事が返ってきたりしますのでね。 

 一方で、反町先生が仰るとおり、単純に規制すれば地下に潜るでしょうから。 

 

（大滝委員） 

 寂しさ耐性の弱い人がそうなりますね。何かあるとレスポンスをもって、生きてい

る感覚を確認するといいますか････自分の中で確認ができないわけです。 

 変な話ですが、生きていく上では、一人で充足する術を持たないといけません。人

には人の、親には親の都合があるわけですから。 

自分で自己満足できる、自分で遊べる、自尊感情に近いのですが、一人遊びの上

手な人になることが、最近の私のモットーであり、皆さんに伝えていることです。特

に、一人遊びの上手な中高年男性になれということがキャッチフレーズですね。 

 

（栁生会長） 

 自分もそういう傾向にあります。他者がいないとアイデンティティが保てない現状

がありますので。みんなそうなのかもしれませんね。 

 

（大滝委員） 

 この10年、20年で、コミュニケーションの質は大きく変わりました。 

 寂しさ耐性が弱いというのが、私の言い方なのですが。 

 

（栁生会長） 

 寂しさ耐性を強めるためにはどういう教育が必要でしょうか。 

 

（大滝委員） 

 今はコミュニケーションを育てる教育がメインになっていますが、どこかで、一人

で決めて、最後まで貫いてやってみて、後で他の人と照らし合わせてみて正しい判断

ができたかどうか検証するみたいな、この合宿では最初から最後まで話をしてはいけ

ないという感じで、最後に出た結果、作品を評価するようなものでしょうか。 

 

（栁生会長） 

 我々の世界でも、決して一人ぼっちではないよという投げかけをしますが、逆に言

えば、時には一人ぼっちでも頑張らなければならないわけですね。 

 先生の仰る、寂しさ耐性が欠けていることは間違いないですね。勉強になります。 

 それでは本日は時間になりましたので、協議を打ち切りたいと思います。 

本日はありがとうございました。 

 


