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第５回神奈川県いじめ防止対策調査会議事録 

 

（事務局） 

定刻になりましたので、第５回神奈川県いじめ防止対策調査会を開催いたします。 

 なお、本日の会議ですが、出席者が委員の半数を超えておりますので、開催の

定足数を満たしております。 

 また、本日、オブザーバーとして、総合教育センター教育課題研究課 田中指導

主事に出席いただいております。 

総合教育センターでは、教職員研修や教育課題の調査研究を行っています。 

現在、この調査会で御審議いただいている「いじめに関するより実践的な教職員

研修のあり方について」、調査会の求めに応じて意見又は説明をしていただくた

め、神奈川県いじめ防止対策調査会規則第７条に基づき、オブザーバーとして御

出席いただきました。 

 また、一般傍聴者１名、報道関係者１名が本日の会議を傍聴しております。 

 それでは、以降の議事進行は栁生会長にお願いいたします。 

 

（栁生会長） 

 改めまして、本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

 まず、協議に入る前に、会議の公開について諮りたいと思います。 

 本日の会議のうち、次第の２「いじめ防止対策推進法第 28 条第１項に基づく事

項」については、いじめの重大事態と疑われる個別の事案について審議を行う場

合、プライバシーに関する事項を取り扱うことがあるため、非公開としたいと思

いますが、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

  － 全員挙手 － 

 

（栁生会長） 

 ありがとうございます。 

 

１  いじめ防止対策推進法第 14条第３項に基づく事項 

 

（栁生会長） 

 それでは、次第の１、いじめ防止対策推進法第 14 条第３項に基づく事項につい

て、協議していきたいと思います。 

 はじめに、今後の予定についてですが、我々委員の任期は昨年度から２年間で

すので、今年度中に諮問事項に対する答申を取りまとめていくことになります。

次回の会議で採決を行うことを踏まえますと、本日は、これまでの議論をある程

度まとめていく必要があるかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、前回に引き続き、「いじめに関するより実践的な教職員研修のあり

方について」をサブテーマに協議を進めていきたいと思います。 
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 まず、資料について、事務局から説明をお願いします。 

 

  － 事務局から説明 － 

 

（栁生会長） 

ありがとうございました。 

それでは、以後はフリートークで議論を行いたいと思います。御意見等ござい

ましたらお願いいたします。 

 

（大滝委員） 

質問ですが、参考資料１から５は公開されているものですか。それとも、まだ

公開されていないものですか。 

 

（事務局） 

全て公開資料です。 

 

（栁生会長） 

他にございますか。 

いじめに関するより実践的な教職員研修のあり方ということで、論点を整理し

ながら進みます。現在実施されている研修の課題について、先生方の中で意識さ

れていることなどを挙げていただけますか。 

 

（小池委員） 

私は昨年度の議論に入っていませんので、的外れだったら申し訳ないのですが、

資料１の３ページで、講義形式ではかなり限界がきているということなのですが、

これは形式の問題なのか内容の問題なのかということは詰められているのかどう

か。講義形式だと参加者が受け身の姿勢であるがゆえに、いじめの対応が浸透し

ていかないということであれば、形式の問題でしょうけれど、内容が現場の需要

と合致していないという、別の面もあり得るのではないかと。想像するに、現場

はいじめの対応に相当困っているのであって、色々な問題が山積しているわけで、

その問題に答える形の研修になっていれば、別に講義形式でも浸透はするのかな

と思うのですが、果たしてその研修の内容というのが、誰がどうやって決めて、

それが現状としてどうなっているのかという辺りから聞かせていただけたらあり

がたいと思います。 

 

（栁生会長） 

おっしゃるとおりだと思います。私も同意見です。たしかに、いじめの理解と

対応という講義内容が多いのですけれど、私のところにも年間何十本か講演依頼

が来ますけれども、果たしてこの人たちはどのように考えて私を呼んでいるのか、

何を求めているのかと。やれば良いという感じで、極端にいうと、去年もやった
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から今年もというようなやり方をやっていないかと。最近だと、とにかくアクテ

ィブラーニングをやらないといけないと。そうすると、アクティブラーニングの

ベースができていない先生や一般の人たちに対してやってみても、単に講師が来

ただけの話であって、その辺りは非常に疑問に思います。本当に知りたいこと、

本当に迷っていることは、結構、こういう専門家の会議では話されないようなこ

とが、現場にはあるような気がします。例えば、この間、本日のオブザーバーで

ある田中先生に私の大学で講義いただいて、親切な子がある子に対して一生懸命

サポートをしたら、ある子はそのサポートをうざく思うと、これはいじめだとい

うことになるということになると、一般的な、いわゆるリーガルマインドからす

ると、わからないのですよね。千葉県では、いじめが約 32,000 件上がっています

が、正直言って、海外から来るグローバルで入ってくる人たちがこの数字をみる

と、日本というのはいじめがものすごく多いんだというふうに思って、大丈夫で

すかというような不安を抱いて来るかと。ところが、文部科学省が県教委に来て、

それはこういう理由で、こうしなくてはいけないと言われると、納得してしまう。

私が思うのは、教育というのは、そうやって説明されなければわからないものな

のでしょうか。それを、いちいち論破されて、それもいじめなんだ、わかりまし

たということが、いつまで続くのかなという気持ちがあります。そうすると、小

学校とか中学校段階で、生徒間や児童間で起こるいわゆるトラブル、葛藤は全て

いじめになりますよね。それを覚悟でやっているのかなと、私は正直思うときが

あります。だから、研修も、もう少し先生方の苦しみというか、先生方が本当に

迷っているところについてグサッと言ってくれるような。だから、現場の先生が

やるのは良いことだと思います。専門家というのは往々にして、毎日そのことを

考えていますから、だんだん自分の立ち位置がわからなくなる。それが却ってス

ペシャリストのアイデンティティになってしまうから、そう感じてしまいます。

今までの事例を扱ったときに、結局そこにぶつかって、認知はするけれども、重

大事態の場合は認定するかしないかですけれど、いじめは認知すると、それはそ

れで良いのですけれどと言うようになってしまうのですね。だけど、そうやって

一般の人がそう思っているのかなと思うときがあります。それに対して、ちゃん

と説明してくれるとか、ちゃんとわかりやすくしているものがなければ、いつま

でたってもぐるぐる回っているような気がします。研修が終わった後に、先生方

が、そうは言っても常識で考えたらいじめではないと、人間というのは川の流れ

で動いている石みたいなもので、あっちにぶつかりこっちにぶつかりしていって

成長していくんだという論理に対して、何の答えもないのですね。子どもが困難

にぶつかったらこれはいじめだと。いじめは加害者がいるんだと。その辺りはど

うなのでしょう。 

 

（村上委員） 

12 年前に、事故や不祥事がすごく頻発して、事故不祥事防止会議をやるという

ことで、県の課長クラスの人たちや退職した人たちが、全部の県立学校を回って、

１時間くらい講義をしたことを覚えています。そういう形でずっとやってきて、
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いま、事故不祥事防止会議は、既存の枠組みである職員会議後の５分、10 分を利

用して、毎月タイムリーにやっているので、非常に職員は理解して、そんなこと

が起きているのか、同僚性でお互い声を掛け合おうとなっていると思います。私

が言いたいのは、学校集団の力を上げるためには、既存会議の枠組みの中で、事

故不祥事防止会議のように、毎月やらなくても、職員会議は年間 10 回以上やって

いますから、その後を少し利用して、みんなが理解するため、傍観者はだめなん

だとか、暗黙的に了解しているんだというような、集団の力を上げるようなこと

を毎回やっていくのが、私は研修としては良いと思います。外部講師とかに来て

いただいたときの話はしっかり受け止めて、それを毎回の中で小出しにしていき

ながら、タイムリーにやっていくというような形で、既存会議の枠組みを使って

やると、結構、色々なことがわかってくるかと。 

 

（栁生会長） 

研修の課題についてはいかがでしょう。私は以前からシミュレーションはやっ

たほうが良いと言っていましたよね。シミュレーションを何回も繰り返してやる、

要するに火災訓練と同じだと。これをやっていないから、いじめ対策組織が機能

していないと言われているわけですから。 

 

（大滝委員） 

課題の中で、組織的な対応ということが。調査会で色々な学校を訪ねて行って、

組織的な対応にやや乏しいところに問題が起きているなという印象を持っていて、

どうすれば職員間のいじめに対する情報交換をもう少しスムーズにできるのかと

いう辺りが課題かなと。非常にみんな忙しいし、自分たちの仕事に追われていな

がら、かつ、学校の先生方は独立しているのですね。チームという感じが少し薄

い印象があって、そこをどう課題として乗り越えていけるようにするかといとこ

ろが。 

それともう一点。いじめの定義について、たしかにこれはいじめと定義されて

良いだろうという場合が多いのですけれど、同時に、関わった子たちも実はいじ

めを受けていたと、この定義から言えば、なるのだろうなということがすごく多

くて、Ａにとってもいじめだけど、Ｂにとってもいじめ、お互いいじめなんだと

いうことで、そうすると、いじめは犯罪であるとかいう発想ではなくて、やはり

それをどうやって乗り越えていくかということで、先ほどの、教育現場の風通し

の良さということとも関係する話ですけれど、そういう、いじめをされた人とい

じめをする人という関係ではなくて、全体の力量を見ていくような力を磨けるよ

うな研修ができないかなと思います。 

 

（栁生会長） 

いじめの研修の内容については、大滝先生がおっしゃった２点目のことは、非

常に大事だと思います。学級全体の風通しが問題だとか、個人と個人の相互の関

係性というような、そういう研修というのは絶対に必要かと思っています。ただ、
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これも専門的になりすぎると、ごく普通に起こっているようなことが、いじめと

して登場することによって、一種異様な感じになってくるようなことがあります

ので、これは気を付けなければいけないのと同時に、いま先生がおっしゃったチ

ーム学校というのは、我々も重大事態を扱ったときに、あれっと思うときがある、

それが、いわゆるチーム学校の部分ですね。我々が扱っているのは高校ですから、

これが小学校と中学校とではかなり温度差があると思いますけれど、高校の場合

は特にチーム学校という点では厳しいところがあると感じられます。その辺りも

含めて、研修は見直す必要があるというふうに考えます。小学校だとすぐに学年

で集まるとか学級で集まるという形で対応ができるのですけれど、なかなか中学

高校ではそれができないということもあると思うので。 

他にいがかでしょうか。 

 

（瀬高委員） 

研修形式ということから申しますと、資料に挙げていただきましたが、これは

課題ということも含めて思うところなのですけれども、私は、実は講義形式もあ

ながち悪いと思っていないです。学校によって様々な状況はあると思いますが、

教員は日々様々な、シミュレーションではなくて、現実対応をしておりますので、

その現実対応を講義形式で整理してあげるという作業はとても有効なことだと思

っています。そういう講義で、後から、あの時はこうだったんだ、こうするべき

だったんだ、次はこうしようとか、そういう力量、資質は持っている者が揃って

いると思いますので、それはそれで一定の効果はあることです。一方で、シミュ

レーションも効果があると思います。学校によって様々だと思うのですけれど、

本校では、いじめに関してはシミュレーション的なことはしていないのですが、

暴言を吐かれたときの対応というところはシミュレーションをしていて、教師同

士が寸劇をしながら、こういうときにはこういう対応をして、まず自分が落ち着

こう、アンガーマネジメントですね、まず落ち着いてやろうと。だから、決して

できないことではないのですが、まずは、感覚を研ぎすますというのが大切なこ

とであって、人権でも何でもそうだとは思うのですが、一定の話を聞いたときに

いじめという三文字が頭に浮かぶようなトレーニングができれば、私は十分、そ

れはシミュレーションであるのか講義であるのかともかくとして、まずは、そこ

のところが必要なのかなというふうには思っております。その上で、そこにつな

げるには、シミュレーションが有効な手段だとは思っております。それが、子ど

もを想定したり想像ができるということだとは思っています。講義形式とシミュ

レーションのどちらかが良いということではなくて、そう思いが至るというか、

そこにプロとして思いが至るということがとても大切なトレーニングだというふ

うに思います。 

 

（栁生会長） 

佐藤先生いかがでしょうか。 
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（佐藤委員） 

私は教育委員会で小中のほうを担当していますので、高校の学校風土というの

は、想像の域でしかないのですけれど、小中の区分でいうと、本市では、小中合

わせて 22 校ありますが、同じ研修をやっても、学校によって様々な課題がござい

ます。大滝委員のほうからは組織的な課題の部分とか、瀬高委員のほうからは感

覚を研ぎ澄ますというようなお話もありました。それぞれの学校が、様々な課題

を持っている中で、同じ形式でやって成功する場合とそうでない場合とあると思

うのです。そういう意味で、引き出しを多くするという点では、こういったシミ

ュレーションのような教材があっても、私は有効だと思います。 

それから、やはり現場がすごく多忙なので、先ほど村上委員がおっしゃったよ

うに、大きくやるものと日々の中に入れ込んでいくものと、様々な工夫をしてい

かないといけないかと。その工夫をどういうふうに考えていくかは、校長先生の

マネジメントなのかなというふうに思います。ただ、いずれにしても、こういっ

た研修ツールはいくつあっても、学校側がチョイスする題材としてはとても有効

だなと思います。 

 

（栁生会長） 

上田先生お願いします。 

 

（上田委員） 

私は、校内研修を複数校でさせていただいている立場で、７月とか年度末にさ

せていただいているのですけれど、シミュレーションはしておりませんで、とい

うのは、やはりちょっと散漫になってしまうのと、グループに分けてやるとなる

と、全部をフォロー、マネジメントするのが難しいなという感じがしていて、先

ほどもありましたけれど、どちらかというと講義形式のほうが、先生方がビビッ

トに感じていただける気がちょっとしています。グループワークみたいな感じで

シミュレーションをするのもなくはないと思っているのですけれど、グループを

それぞれまとめて、どういう結論が出るかということをコントロールするのは、

一人の講師では意外と難しくて、そのリーダーがグループを動かす力をどれだけ

持っているか、そういう生徒間のいじめなどに関する鋭敏さをどれくらい持って

いるかで、その結論が違ってしまう気がしているのですね。そこをどうまとめて

いくかは、意外と難しいところです。私は、講義形式で積み重ねていくというこ

とも悪くないのかなという印象でした。 

 

（大滝委員） 

いまの上田委員の御指摘は非常に重要だと思います。グループワークをすると

きは、やはりその中にファシリテーターというか、グループリーダーを配置して

おかないと、つまり一人の講師がやるのは無理ですね。やはり、スモールグルー

プが５つあったら５人くらいは配置して、それぞれディスカッションを一緒にリ

ードしていくような形にしないと、変な方向にいってしまうし、意味がないと思
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います。やはり、講義形式よりもディスカッション形式、ケースカンファレンス

が良いというのであれば、そこに人員配置というか、それはきちんとしておかな

いといけないという印象が私もあります。 

 

（小池委員） 

議論内容を整理して申し上げると、資料にも書かれているとおりなのですが、

研修の形式の問題と研修の内容の問題、それからその背景になる問題くらいに分

けられるかと思いますけれど、現状の研修に対する問題点というのは、形式面の

問題もあるかと思うのですが、内容の問題も大きいのかと。内容的なことで申し

上げれば、先ほど村上委員のほうから不祥事防止のお話があって、それが効果を

発揮しているというのは何故かというと、ケーススタディだからですよね。具体

的ケースを挙げて議論するから、沁みわたるということになると。逆に、いじめ

の定義がなかなか沁みないのは何故かというと、何でこんな定義になっているの

かというところをすっ飛ばして、定義がこうだと言っても、先ほど柳生先生がお

っしゃられたとおり、子どもなんていうのはそうやって成長するもんだというよ

うな理論には勝てません。現実的には、この定義が成り立っているのは、そうい

う些細なことだということで放置しておいたが故に、積み重なって自殺してしま

ったみたいなケースがあるからこそ、こんな定義になっていたりするわけで、そ

れも結局、具体的なケースですよね。このような、積み重なって自殺しましたと

いう、ケーススタディというほど大層なことでなくても良いのかもしれないけど、

例えば、いじめの定義を研修するにしても、具体的にこういうことがあったから

こうなんだと、こういう事例を踏まえてこうなっているんだということで、具体

的な事例を取り扱うことで、だいぶ内容的なところについては改善されるのでは

ないかと。あるいは、これもケースの一種になってくるのかもしれないのですけ

れど、現実に学校で困っているケースというのがあるわけですよね。うちの子は

やっていないと親が怒鳴り込んで来ましたみたいなケースとか、そういう、現実

の困っていることに答え得る内容であるならば、とりあえずは研修の形式という

よりは内容の問題として、改善を要する部分かなというふうに思います。研修の

内容については、ケースに重きを置くということで良いのではないかなというこ

とは言えるかと。 

あと、研修の形式なのですけれど、いま申し上げたとおり、講義が良い場合、

シミュレーションが良い場合、それはそれぞれ、資料にも書かれているとおりか

と思うのですけれど、それぞれに良さがあるわけですから、学校の実情その他に

応じて、適宜取り入れていただくということで良いのではないかなと思うのです

けれども。そういった観点でこの研修ツールのほうを拝見すると、まず、４ペー

ジに、先ほど柳生先生がおっしゃられたいじめの定義の問題が出てくるわけです

けれど、何でこうなのかがすっ飛んでいますよね。これだと、やはり、お聞きに

なられた先生に何言ってるんだと言われて終わる可能性はあるのかなというふう

に思われます。そういう観点で言うと、やはり、結論的にこう考えるべきだとい

うことは、それぞれ書かれているのですけれど、何を踏まえてこういう話になっ
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ているというところを、何らかの形で補充しないと、６ページの 12.では、敏感す

ぎるくらいの気持ちが大切であると、抽象的にこれを言われても困ってしまいま

すよね。何でそうならなければいけないのか、それはこういうケースがあるから

敏感にならなければいけないのだという作りになっていないと、ある意味、お説

教的な研修になってしまうところがあるかと思うので、そのようなところを補填

していただけたらと思っています。 

その後に挙がってくる事例なのですが、私がいじめに関わるのは、親御さんか

ら、学校がちゃんと対応していませんという相談がきて、学校に交渉に行くとい

う形でいじめに関わっていますので、そういう立場からすると、ここに挙がって

いる事例というのは、確かに、これはこれで問題なのですけれども、私のほうか

ら見てですけれど、現実に学校が困っておられる事例と若干ずれるかなと。いま

学校で現実に困っているのは何かと言ったら、１つは、事実に争いがある事例で、

いじめられた子はやられた、いじめた側はそんなことやっていない、それで完全

に対立してしまったときに、何を考えてどうするかというのが、たぶん困り感と

しては一つ大きいのかなと。２つ目が、その延長線上にくるのでしょうけれど、

結局、いじめの指導をしました、そうしたら、うちの子がやったという証拠があ

るのかと親が怒鳴り込んできました、そのときに何を考えてどうすれば良いのか

みたいなことが、たぶん私の角度から見て２つ目の問題だと思っています。３つ

目は、これも私の角度から見ての意見ですけれど、いじめが正当化されているケ

ースみたいなものがとても目立ちます。遊びの一環である、被害者にも悪いとこ

ろがある、やられたからやり返しただけだ、そういったタイプの、加害者側がい

じめではないと、自分らのやっていることは正しいことなんだという形で正当化

するときに、何を考えてどう指導するかみたいな、そういったケースもある程度

関わっているのかなとは思うのだけれど、こちらの立場から言うと、そこら辺が

学校の困り感かなと思うので、もし、ケースの取り上げ方など、工夫出来たらお

願いできればと思います。 

 

 

（栁生会長） 

学校の困り感に手を差し伸べるような研修ということですね。 

シミュレーションでも、私が思っていたのは、組織でのトレーニングというの

か、組織がどう動いていくか、それはここに上がってくる重大事態の問題をやっ

ているときに、学校がどう対応しているかというときに、どうしても目立つのが、

部活の顧問から担任に言っていないとか、担任がいじめ対策組織に言っていない

とか、あとは教頭が指導するのが遅かったとか、そんなところが問題になってき

ていると思うのです。学校の現実からすると、決して怠けていたわけではないと

は思うのですけれど、実際に、被害者のほうからすると、それが目立って、こん

な問題になったのは学校のせいだというような、そのようなところを突いてくる

と。学校はそれを突かれないために何かするのではなくて、子どもたちの人権や

被害者を守る意識から、すぐこういうふうに動くんだという組織の動き方のシミ
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ュレーションを、これはある程度示しておいて良いのではないかと前から思って

います。避難訓練と同じだと思っていて、火事が起きたらここに逃げなさいとか

いうみたいに、そういうことを示して良いのではないかなと思います。各々のシ

ミュレーションというのはものすごい量になると思います。それこそ、学習指導

要領の要素のシークエンスとかスコープとかですか、小学校１年生で起きた事案

と６年生で起きた事案でもずいぶんレベルが違って温度差があるわけで、中学、

高校になるとこれも違って、これを全部整理したら大変なことですので、人間の

生命活動の全てを網羅するということになりますから、到底できることではない

と思います。ある程度のカテゴリー別みたいなものができたら良いなというふう

には思っています。というのは、例えば、私の研究に入っているベルリンの教育

局では、青、黄色、赤、信号ですね、これが、学校トラブルのハンドブックであ

るのですね。例えば、自死が起きた場合には赤、銃で先生が撃たれたりとかは赤、

子どものご飯の取り合いとか、おごったおごらないとかは青など、段階に分かれ

るのですね。ある程度のシークエンスができているのですね。そのようなものが

あると、先生方はそこから引っ張り出して研修をすることができるという、これ

は研修の一つの参考になります。カードになっていて、箱の中から引っ張り出し

て、いまは指導主事を赤の学校に派遣しているとか、中を見ると自死であるとか、

そういう問題が起きているときにはすぐに対応できます。これは教育委員会と学

校が共有している研修ツールですね。こういうものがあっても良いかなと思いま

した。 

実際現場に行くと、担任が何で気付かないんだということがあるのですけれど、

それは言ってみれば、教師の資質の問題になるかもしれませんね。例えば、下校

時刻に帰りの会をやったときに、Ａさんといういじめの被害者に対して一発喰ら

わして帰る、それを担任がいる目の前でやるのですね。それを見ていて担任もい

じめだとは思っていないし、やっているほうもいじめだとは思っていないのです

ね。その子は痛く傷つくわけですね。その担任のセンスというか、そのセンスを

磨くための研修はできないですかね。 

 

（佐藤委員） 

いじめについて話をしているのですけれど、いまの栁生先生の話と共通する部

分もあるのですけれど、やはり自分が学校を回っていて思うのが、ホスピタリテ

ィという言葉を使って指導主事と話をするのですけれど、例えば、簡単な話です

が、この時間に行きますと言ったときに門を開けて待っている、幼稚園とか保育

園というのはそういう文化があるのですね。小学校に行くとお茶が出るとか、中

学校に行くと何も出ないとか、そういった文化の違いというのがあるのです。で

も、その文化の違いの中にも、それぞれの学校の味があって、行くとすごく話が

はずむというか、人と人との関係ではなくて、その学校が持っている、私はホス

ピタリティという言葉を使って説明するのですけれど、そういう学校というのは、

先ほどおっしゃったような、何で気が付かないのかというようなことはほとんど

ないのです。ですから、こういう立場になって、改めて人権の大切さというのは
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感じているところなのですけれど、現場の先生たちはすごく一生懸命やっていて、

そのことをどういうふうに、いじめに特化してやっていくかという部分と、それ

と学校全体の組織的な部分と、やはり分けて考えないといけないと思います。先

ほど小池先生のほうから、事実に争いがあるとか、遊びの一環であるというのは、

私のような立場になってみるとそれがすごく重要だとわかるのですね。だけど、

現場の職員はたぶんその話をしても、ふーんそうなんだというような感じかと。

大きなことに直面するとやはりそうなるのですけれど、その段階で、自分事にす

るのに程度があるのですね。先生の新採用研修で、タブレットを使って、テーマ

だけ与えて自分たちでシミュレーションの動画を作ってみてというと、すごく一

生懸命です。いまその人たちが何を求めているかということをきちっと探ってあ

げるというのは、やはり教育委員会を含めた周りの仕事になってくると思います。

何のためにこの研修をやってほしいのかと。先ほどおっしゃっていましたけれど、

それは現場をよく見て、こういう状態だからこういう研修をということで、コー

ディネートというか、コンサルテーションみたいなことも私は必要だと思ってい

ます。簡単にこれをやればなくなるということは当然ないでしょうし、それを時

系列でもずっと続けなければいけないし、いまこの人たちにはどんな研修が必要

なのかということをきちっと見極めた上でやっていかないと、この研修をやれば

簡単になくなるということは当然ないわけで、それを上手に探っていくというの

がすごく大事だと思います。 

 

（栁生会長） 

おっしゃるとおりだと思います。よく教員採用試験のときに、なぜ体罰はいけ

ないのですか、なぜいじめはいけないのですかと聞くと、体罰は学校教育法第 11

条により禁止されていますと、だからやってはいけないのですと。でもあるので

しょう、どうするのと聞くと答えられなくなるのですね。それはなぜかというと、

基本的にわかっていないのですよね。人間の生命力というか倫理のシステムがわ

かっていないからです。そこで答えれば合格ですよね。老齢な大校長からすると、

お前の答えは面白くないと言われるのです。私たちも下手をするとそう言われる

気がするのですよ。例えば、先ほど、なんでこんなことがわからないんだ、なん

でこれをしないんだということを言いましたが、この事例は私が学校にいたとき

の事例なのです。小学校６年生で、教室に入ると異様な雰囲気で、いじめられた

女の子が苦しんでいる、誰もが気が付いているのだけれどお互いに言えないので

す。 

やはり、ここ数十年の学校の組織を見ていると、先生と先生の関係が非常に希

薄になっているような気がします。例えば、校長室と職員室が離れていて、情報

がすぐ入ってこないということもあると思うのですね。私は、先生方がもっとお

互いにコミュニケーションが取れるような学校組織を再構築していかなければ、

なかなか気が付かないと思います。一人の先生が道を踏み外したときに、他の先

生がおかしいといえるような組織にするためにはどうしたらよいかを考える必要

がある。私は、正直、学校現場が職員録をやめたり宿泊の研修をやめたりという



11 

 

のは反対しています。それによって、先生方が、人間関係の調整が図られる。そ

こに抑止力がある。だから、私は、学校の不祥事なんかもみんなそこに問題の原

点があるような気がします。先生と先生との人間関係が希薄になっているから、

別にあいつが飲酒運転しようが関係ないと思ったり、私は私の子どもを育てるた

めとか、やっと１年生２年生になって修学旅行に行かなくてすんだと思ったり。

職員旅行も現地集合、現地解散ですから、それでは何も意味がないのですね。そ

このところがやはり足りないような気がします。これは、業務ではないですから、

非常に表現するのが難しいですよ。業務ではないけれど、これまでの私の経験か

らすると、それが大きく影響している。その場で憂さを晴らすというか、そのや

り方はおかしいと言ったりとか。そこのところにメスを入れないと、先生方の人

間関係が希薄なところにチーム学校はあり得ないし、人間関係の希薄なところに

同僚性もあり得ない、シミュレーションもあり得ないのですよ。例えば、学校経

営は校長によって変わると言うではないですか。やはり、校長のキャラクターが

そういう学校組織を作っていくのですね。それは良い言葉だと思います。荒れて

いる学校に一人の校長が入ったことでびしっとなる。これはやはり、校長先生の

裁量です。それに先生方が集まる、例えば学年の先生が集まる。例えば、学校が

再生している途中というのは飲み会が増えてきますね。そうでないときはばらば

らです。４時に帰る人もいれば６時半までやる人もいる、11 時までやる人もいる。

そういうときに、何か問題が起きたときに、みんなでぐっと力を入れるかという

と、ひとえに組織の人間関係に集約されていると思います。いま、ＳＮＳの問題

が大きいですよね。これに対応していくには、絶対に担任と子どもとの信頼関係、

子どもと子どもとの信頼関係、先生同士の信頼関係、これが一番です。ＬＩＮＥ

の会社に委託するのも良いのですけれど、文教大学の情報学部がやるのも良いの

ですけれど、それはそこまでで、やはり最後の砦になるのは、一つ一つの関係で

す。これを基本的に大事にしていかなくてはいけないのではないかと思います。

情報を並べて、理論を並べているけれど、なんか違うなというのが、そこに私は

いつも疑問を持っています。 

 

（大滝委員） 

私は医療の立場で、精神科医なのですけれど、同時にマネジメントをしている

ので、すごく参考になるのですけれど、今までの教員の先生方の話と違うのかも

しれないけれど、学校現場に出向いて、医療の現場とずいぶん違うなということ

をしみじみと感じているのですね。医療の現場というのは、徹底的にチーム医療

なのです。他職種連携で、地域連携、それから当事者尊重というか、患者さんの

尊重、必ず意見を聞くというこの３つは必ず叩き込まれるのですね。例えば、こ

の間の学会でケースカンファレンスを聞いていたのですけれど、30 代の女性で子

どもが１歳の場合で、肺がんⅣ期で、それをどう対処するかというケースでディ

スカッションしたのですが、そのケースの治療なんかは、肺がんの治療者も入る

けれど、精神科医の精神腫瘍科の医師も入る、それから臨床心理士が面接をして、

それから外来あるいは入院の看護師が入る。その４者がある意味対等に話すので
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すね。ちょうどコウノドリというドラマがやっているのですが、そこで出てくる

ディスカッションを聞いていると、新生児科医と産婦人科医が対等に話している

のは当たり前なのだけれど、そこに看護師とか助産師とか、そういう人たちが先

生これはこうですとか、どんどん平気で話すのです。医療現場では常識なのだけ

れど、職種を超えて納得できないときには意見を言わなくてはいけない。もしそ

れでミスが起きた時には、リーダーの責任ではなくて、全員の責任になっている

わけですね。そのような文化が急速に作られていて、医療現場は私が卒業したこ

ろと全然変わっていて、他職種連携の、しかも他職種といっても、医師がいて看

護師がいるというのは古い発想で、医師と看護師はある意味で役割が違うけれど、

対等であるというくらいの話にだいぶなってきています。もちろん最後は医師が

リーダーとして決断する部分はありますけれども。そう考えていると、なぜそう

いうことが良いのかというと、基本的にすごく広い視野が得られるのです。自分

の立場で見ていることよりも、先ほどのコウノドリでいえば、新生児科は子ども

のために早く出してあげたい、母子を含めて母体の健康を願う産科医はこういう

ふうな立場、視野が違うのです。でもそれを対等に話し合って、そこに助産師が

入って、看護師が入って、自由にみんなで意見を言うことによって、視野が広が

るということが一つあるのですけれど、もう一つは、非常に支えられるのですね。

一人で解けない問題を解くのではなくて、みんなで解けない問題を解いていこう

という考えなので、私は柳生先生がおっしゃった、ＳＮＳに対抗できるのは人間

関係、信頼関係であるというのはそのとおりだと思うのですけれど、ちょっと失

礼なことを言うのですけれど、それは飲み会で醸成するのではなくて、ケースカ

ンファレンスを通じて、徹底的にある意味ディスカッションをして、しかも上下

関係を超えた、自由にディスカッションができるということが大事だと思うので、

そういう意味では、個々の先生の感性を上げていくこともすごく重要なのだけど、

やはり私は病院のマネジメントをやっている立場からいうと、校長先生のセンス

とか、副校長、教頭、指導主事とか、そういった人たちのセンスが悪い学校とい

うのは全然どうにもならないなという感想を持っていて、私が言ったことが全部

良い、正しいとは限らないけれど、医療モデルからみていると、本当に学校モデ

ルはすごく旧態依然としていて、すごく不思議な世界で、もう少し変えていった

ほうが良いのではないかなというふうに思っているので。 

 

（佐藤委員） 

質問なのですけれど、大変良いお話だったのですが、変わってきたというお話

だったのですけれど、昔は違ったのですか。 

 

（大滝委員） 

昔は看護師が何か言ったら医者の言うことが聞けないのかとか言われたりして。 

 

（佐藤委員） 

素朴な質問なのですが、それはどうして変わって来たのかと、先生はどう考え
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ますか。 

 

（大滝委員） 

医療事故の問題だと思います。いま航空会社などもそうではないですか、キャ

プテンの言うことに対して違う意見があったときにちゃんと言わないと、後で問

題になるわけですよね。昔はキャプテンがカラスは白いと言ったらカラスは白か

った。でもそれでは事故が起こるわけです。フェイルセーフだから、セーフティ

ネットという意味では、一人の人の判断ではなくて、複数の人の判断のほうがよ

りミスが少なくなるだろうということで、それを何重にもネットをかけていくと

いうことが、自己管理のリスクマネジメントの視点からできたのだと思います。

どちらが偉いとかいうことではなくて。 

 

（栁生会長） 

いま先生がおっしゃったことはそのとおりで、学校でもそんな動きはあったは

ずなのですね。20 年くらい前から、いわゆるケースカンファレンスはこういうふ

うにしようとか、あったのですけれど、それがどうも徹底しなかったり、機能し

ないのは何故かなと考えると、最終的には先生方のゆとりのなさだと思うのです。

時間がないのですよ。それがまず大きな壁になっています。色々なことをやらな

ければならないのに、時間がないのに、例えば一人の子の問題について、１時間

２時間話すというようなことは、だいたい夜の８時とか９時とかにやるような学

校がほとんどですよね。業務の時間帯の中でやるということはないと思うのです。

私が最近持ったクライアントの中でも、358 日間出勤して適応障害になったという

先生がいて、そういう事例が１年間に何件も、私個人でも何件も受けているわけ

です。学校はそういうことが、新聞なんかで色々と働き方云々と言われているけ

れど、やはり校長先生の裁量ですから、黙って見て見ぬふりですね。一生懸命や

っているやつがいるんだからお前らも、というようなやり取りの中でやっている

から、いま先生がおっしゃったように、カンファレンスをやるにしても、落ち着

いて物事の診断ができるようなことにならない。だから対等にならないのです。

やはり担任が一番上なのです。その次は教頭で、教頭が最終的にだめと言ったも

のはだめなのですね。そういう組織になっているから、到底、まだ道のりは長い

なと感じます。先生方が一つの問題について、例えば自死一つとっても、我々は

１年２年かけてやるではないですか、にもかかわらず先生方は１分か２分でやる

しかないのですね。部活が始まってしまうのですよ。一生懸命検討して資料も持

ってきたいと思うけれど、まあいいや部活だとなるわけですね。こういう状況の

中に先生方が置かれているということを、我々も、マスコミも、教育委員会は特

に、わかっていただきたいなと思います。昨日、たまたまある小学校に電話した

のですが、ドイツから視察団が来るから受け入れてもらいたいということで、す

ごく元気の良い教頭で、まくし立てるようにそんな話聞いていないとか、校長は

忙しいからとか、校長はケンショクがあるからとか、色々な専門用語を使うわけ

ですよ。私は知っていますけれど、知らない人から電話がかかってきたらどうい
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う印象を受けるだろうなと思いました。でも、防衛的にならざるを得ないような

状況なのだなと。誰に対しても受容的であれ、共感的であれと言っているではな

いですか。そんなことは全然関係なく、それだけ防衛的になってしまっていて、

本当に気の毒だなと。だから、そういうところをわかって、我々も答申を出して

あげないとまずいのではないですか。 

 

（瀬高委員） 

この資料で注目したといいますか、そういう視点で考えていかなければいけな

いなと思ったのが、要するに、教職員研修のあり方について、より実践的である

こと、それから負担感なくできる研修、先ほどのお話のとおり、たとえば負担感

なくできる研修というのは、例えば教育委員会の方が書かれたり、私が負担感な

くという言葉を使ったら、例えば、教育に携わっているものなら、それが一体な

にを意味するのかがわかると思う、つまり、何々研修とか、もう数え上げただけ

で年間計画の中にどれだけの研修が位置付けられているか、その間隙を縫って、

しっかりといじめに関する教職員研修が実践的かつ職員に受け入れられて、有効

だった、良かった、これは明日からの教育活動に活かせるなというような受け取

りをして、しっかり定着していくためには何をしたら良いのかとうことを、やは

り考えていくべきだと思いました。栁生先生のおっしゃられた、例えば火災のと

きのシミュレーションというのは、大いにわかります。では、火災訓練の目的は

何かというか、実際に火災が起きたときの最終目的は何かというと、まずは、在

籍する生徒が全員無事であることが第一、職員も一切ケガがなく、施設は傷んだ

としても、かつ必要なものが持ち出されているとか、つまり、そこで人も、もの

もトータルなことで安全が最終的に確保されていれば良い、たぶん、それを目指

すのだと思います。そのときに、トータルではそういうことになるのだけれど、

では、防災訓練はどうやっているかというと、生徒を誘導する係りがきちんとい

て、そして、そのときに授業をやっている教員が誘導するのであって、その時そ

れに当たっていなかった者はどういう行動をするのか、あるいは、事務室の指導

要録とか学校で重要な書類はいったい誰が持ち出すのか、そういう役割分担がき

ちんと決められていて、それぞれの役割を果たして、トータルで全員人もものも

無事でしたというのが、最終形で目指すこととなるわけです。実践的で負担感な

く行うためには、例えば、いじめの端緒から解決までを、全員がイメージを持っ

ていなければいけないのだけれども、とりあえず、若手で初めて学級担任を持っ

て様々な対応をしている人たちは、おかしいと思ったらまずは相談できること、

それで、先ほど大滝先生がおっしゃっていたカンファレンス、チーム医療も、そ

れをマネジメントするのは、若手ではなくて、むしろマネジメントする立場の人

間がそこをセッティングしてできれば良いので、だから、まずはしっかり情報が

上がってくるというトレーニングを、あなたはここまでトレーニングしておきま

しょう、それを受けた人がきちんと整理して、これをきちんと上の人に伝えまし

ょう、それを聞いたらきちっとカンファレンスをコーディネートして、いったい

どういう着地点を目指してこれを処理していくのかと、それこそファシリテート
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できる能力というのは、本当は全員がイメージを持って全員ができることが望ま

しいのだけれども、それぞれの役割分担があって、トータルで対応ができるとい

うような、そんなシミュレーション研修であると、割と負担なく、まずはここは

できるようにしよう、あとは集まったところでカンファレンスを、チーム学校と

しての体制は私がコーディネートするからというような、それぞれ職分に応じた

研修ができていくと、みんなが割と負担感なく、ここまでしっかりできるように

身に着けようとか、そんなことができるのではないかなというふうに思いました。

ですので、私は、学校現場から来ている代表の一人として、これをもし定着させ

るとしたら、こういう方法を提案していって、こういうふうにやってみないかと

いうような言い方もできるかなと。 

 

（上田委員） 

カウンセラーとして、校内研修をやっている立場として、リーダーはすごく大

変だと思うのです。おそらく、実際のいじめの会議もそうなのですけれど、必ず

落とし穴があって、それは、喧嘩両成敗なのですね。必ずこのカードを引いてし

まうのですよね。だから、リーダーの人が、そうはいってもいじめられた子がこ

う訴えているからここに立ち戻ろうよと最後に言えるかどうかが重要で、グルー

プでやると最後は喧嘩両成敗になってしまって、どっちもどっちみたいなことが

上がってきてしまって、そうすると、こちらの気持ちもわかるしこちらの気持ち

もわかるみたいな話になって、何のためにいじめに対するセンサーを高めるかと

いうところに。両方の子供を見ている担任の先生の気持ちはわかるのですけれど、

そこはやはり、いじめについて研修する場だということで、そうはいっても、い

じめられて嫌な思いをしている立場はどういうところかというところに引き戻し

てくれる立場の人がいないと、常に喧嘩両成敗になって、結局、喧嘩両成敗にな

るから、親から文句を言われるというところに。必ず喧嘩両成敗になるので、う

ちの子も悪いのはわかるけれども、でも、こういうことされる必要はないのでは

ないですかと、小学校なんかでは親御さんは言ってきますよね。だけど、中学校

は担任制ではないから、クラスを丸々見ているわけではないので、そうすると、

今度は指導という形で、子どもたちに白か黒かという感じで、そこに落としこん

でしまう。結果、どうしていじめられるということがその子にとってすごく苦し

いのかというところにたどり着かない研修になってしまうことが多いのかなと。

印象論なのですが、そうしたくてそうしていないと思うのですけれど、結局、グ

ループワーク的なものは、そこが落とし穴なのかなという感じがします。 

 

（栁生会長） 

難しいと思いますね。文化ということでしょうね。 

 

（上田委員） 

性善説的な、教育現場の。 
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（栁生会長） 

程度の差によるけれど、軽微なものについてはそれで治めてきている社会です

ね。そこのところに納得していない人たちも結構いるような気がします。何でそ

のくらいことでいちいち目くじらを立ててと、それはお互いに納得しましょうと、

いや事実認定だ、徹底的に戦うんだと。幼児期からそういうことをやらせて良い

のかどうかというところですよね。 

 

（小池委員） 

たぶん、喧嘩両成敗というのは、事実認定には争いがそんなにない、あっちも

悪いところがある、こんなことをやられたというのが理由になっての問題かと思

いますけれども、そこで一つ押さえておかないといけないのが、相手に落ち度が

あったとしたって、これはやってはいけないだろうということを押さえておかな

いと、そっちのほうにずるずると行ってしまって、どうしようもなくなるという

ことなのだから、やはりそこで、相手に落ち度があってもそれはいけないだろう

というのを押さえる役割というのが、先ほどおっしゃったファシリテーターの役

割、あるいは講師の役割ということで、それをなしで話をさせても。 

 

（村上委員） 

私はいつも、短時間の話ですけれど、学校の職員に、他人事を自分事に置き換

える力を低下させていないかということは常に話しています。ポイントは３つあ

って、この子に居場所があるかということ、この子に繋がりはあるかということ、

この子の命、身体を預かっているという自覚はあるかということ、それしかいつ

も話さないのですけれど、それを自分の心の中でチェックしてと。そうすると、

柳生先生がおっしゃったように、叩かれて帰る子がいるのに大丈夫なのかなとい

うような感覚は出てくるかと。既存の会議の枠組みの中で、私は少ししか話がで

きないのですけれど、これだけはいつも押さえてもらっています。本当に忙しい

から、職員はいじめも体罰もセクハラもパワハラも見たくない、私たちも見たく

ない、触れたくないですよね、ないことにしたいと思うのですが、やはり他人事

を自分事に置き換えたときにどうかという感覚だけはなくさないでということは

話しています。 

 

（小池委員） 

たしかに、一見、喧嘩両成敗に見えるのだけれど、実はよく見ると非対称、一

方の側には居場所がない、一方の側には繋がりがない。そこら辺の感性というの

はすごく大事なのでしょう。 

 

（栁生会長） 

喧嘩して、握手してごめんねという社会の日常というのは、結構あると思うの

ですよね。 
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（小池委員） 

力が対等のときにはそれで十分だったと思うのですけれど、結局、いま御指摘

があったとおり、繋がりがない子、居場所がない子と、その他というときには、

ちょっと考えなければいけないでしょう。 

 

（栁生会長） 

人間の力は大体そんなに差があるわけではないのですよ。子どもたちの喧嘩と

いうのは。 

 

（小池委員） 

だから、おそらく、いじめの定義に当たるようなものであったとしても、多く

は見守りで実際に解決しているのでしょう。 

 

（栁生会長） 

だから見守るために早く発見しろと。 

 

（大滝委員） 

２ステップだと思うのです。１つは、やはりきちんと見立てをして、どっちが

正しいか正しくないか、これで人権的な問題として触れているかどうか、そこを

きちんとアセスメントする。でも、アセスメントで１０：０にするのではなくて、

まあそうなのだけれど、お互い力を合わせて頑張りましょうと、喧嘩両成敗では

ないけれど、そういった２ステップだと思うのですね。でも、そのアセスメント

のところがきちんとできなかったら、まあ仲良くというのは、あってはいけない

し、ただ、まあ仲良くというのをなしに１０：０でやっていたら裁判の世界にな

ってしまうので、社会としてのまとまりができないと思うので。 

先ほど村上先生がおっしゃったように、研修というのは２つあって良いと思う

のです。１つは、日々のカンファレンスの中で、職員会議の後で、ミニカンファ

レンスというか、こういう問題の子がいるので皆さんよく指導してくださいねと、

ある意味で原理原則ですよね。原理原則をすごく大事にするということでは、上

に立つことが重要なことで、そこを踏まえて、ミニカンファレンスで普通は対応

するけれど、同時に、年に１回か２回の研修会は入れていくという方向が良いの

ではないですか。 

 

（栁生会長） 

おっしゃるとおりだと思います。 

あと少し時間が取れますので、自己チェックシートとか事例研修のことも少し

踏み込んでいただければありがたいのですけれど、いかがですか。 

資料２の検討素案を開いていただけますか。この自己チェックシートに加える

項目はないかどうか。 
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（小池委員） 

細かい点ですけれど、２ページの「『いじめに関する自己点検』シート」の

「いじめという問題に対する取組み姿勢」に挙げたほうが良いと思う項目で、先

ほどと被りますが、「いじめには、いじめられる生徒にも原因があると思う」と

いうことを。回答は、先ほどの話で、仮に原因があったとしても一線を踏み越え

てはいけないところはあるというところを押さえていただければ。 

 

（上田委員） 

19 について、わかるのですけれど、「『分かる授業』を進める」というのは、

唐突感があるのですが。読み取れるのですけれど。 

 

（大滝委員） 

学校の先生はみんなこう言うのですよね。 

 

（栁生会長） 

今日は田中先生も来られているけれど、「分かる授業」というのは、生徒指導

も機能している状態だからね。 

 

（田中指導主事） 

はい。 

 

（栁生会長） 

でも、それは業界の人しかわからないですね。学習塾や民間の授業だって同じ

ですが、やはり、上手い先生は生徒指導の機能が生きているのですよ。だからク

ラスの中で問題が起きない。ただ、これを先生方が読んだときに、そうか、「分

かる授業」か、では導入、展開、アクティブラーニング、まとめ、評価、これが

ちゃんとできている授業をやっていれば、とにかくいじめはなくなるんだという

ことではないのですよね。例えば、授業の始まる前に喧嘩している子どもたちが

いたら、ちょっと止めなさいと、授業をやめて話し合おうかと、これが「分かる

授業」ですよ。ですが、普通の先生はそういうふうには受け取らないです。私は

そこが問題だと思います。現実を知らない人たちが考えるとこうなるのですね。

一昨年、茨城県でいじめの大々的なキャンペーンがあって、そのとき、私は３日

間入りっぱなしでやったのですが、各学校から上がってきたいじめ対策の最も有

効な手立ては何かというと、半分以上の学校が「分かる授業」です。「分かる授

業」をやっていれば、子どもたちが生きがいを持てるし、楽しい学校ができる、

だからいじめがなくなるんだという論理です。そんな簡単なものかなと思うので

すけれどね。神奈川県内の全ての教職員が「分かる授業」をどういうふうに捉え

ているかというと、田中先生レベルで捉えている人は少ないと思います。 
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（上田委員） 

必要だと思うのですけれど。 

 

（栁生会長） 

私が一番恐れるのは、それさえやっていればあとは良いというふう思うことで

す。それだけ先生方は忙しいのですよ。このツールが出たときに、「分かる授業」

だけではいじめはなくならないという議論になる学校なら良いですけれど、そう

か、「分かる授業」か、授業を潰してはだめだよ、問題があってもそんなものは

乗り越えていくんだよと言われたのでは、子どもたちはたまったものではないで

すね。 

チェックシートのところで、他にないですか。このチェックシートは図表化さ

れていますよね。おそらく、国立教育政策研究所で作られていますから、妥当性

とか信頼性とかは何度も検証されているとは思いますけれど、いかがでしょうか。

大体、いじめ案件の作用は、こういう図表化された以外のところが大事ですから

ね。心理検査も同じですけれど、検査が持っている限界というのは、各先生方が

理解していただかないと。日本人はこういうのが好きなのですよね。ドイツでは

やらないですね。こういうふうに図にすると、何かやった気になって。要するに

朝の占いと同じですね。その限界を知っておいてほしい。 

 

（大滝委員） 

自己評価尺度というのは、基本的に信頼性がないので、その人が自分でどう思

っているかだけなので、要するに客観性がないので、あまり私たち精神科医はこ

ういうものでわかるとは思わないですね。ただ、やはり、話のきっかけとしては。 

 

（瀬高委員） 

この自己点検シートの対象は、教職員と保護者なわけですね。例えば、７ペー

ジの中段、「他の保護者に尋ねてみてはいかがでしょうか」、「ＰＴＡの仲間と

ともに」とあります。ということになると、項目が「生徒」であったり「子ども」

であったりすると。教員にとっては「生徒」で良いけれど、保護者にとっては

「子ども」という言葉を使ったほうがオールマイティでしょう。これをもし小学

校の先生も対象にするのであれば「児童生徒」となりますし、そういうことを考

えると、「子ども」と書けば全体が整合するのではないですか。そもそもの枠組

みを整理したほうが。 

 

（村上委員） 

私は 19 が全てだと思うのですね。「分かる授業」には、ホームルーム、学校行

事、放課後活動等全てが深く関係していますということをみんなで理解できると、

学校の力が上がっていくのではないかと。 
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（栁生会長） 

文の中に入れても良いのではないですか。 

 

（村上委員） 

それがわかると。授業だけでまとめてしまうと。 

 

（栁生会長） 

授業だけだと、授業をちゃんとやっていれば良いんだと。 

 

（村上委員） 

日頃のあいさつから全てが「分かる授業」に繋がっていると。 

 

（栁生会長） 

授業始めるよと言ったらピシッと背が伸びるとか、教材が出ているとか、そん

なことが全部入っているわけですからね。 

それでは、事例研修で用いる事例については、先ほども出ていたとは思うので

すが、いかがでしょうか。よろしいようでしたら、時間も来ていますので、特に

御異議がなければ、答申の案については、私と事務局とで、これまでの議論をま

とめたものを作成しまして、メール等で委員の皆様からの御意見を伺いながら、

最終案として完成させていきたいと思いますが、御異議はございますか。 

 

－ 異議なし － 

 

（栁生会長） 

御異議がないということで、今後しばらくはメールでのやりとりで作業を進め

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

次に、次第の２、「いじめ防止対策推進法第 28 条第１項に基づく事項」に移り

たいと思いますが、以降の会議は、プライバシーに関する情報を取り扱うことが

ありますので非公開といたします。 

 

（事務局） 

それでは、以降の会議は非公開となりますので、恐れ入りますが、傍聴人の方

は御退出いただきますようお願いいたします。 

 

－ 傍聴人退室 － 
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２  いじめ防止対策推進法第 28条第１項に基づく事項 

 

－ 非公開 － 

 

 

（栁生会長） 

それでは、時間もきていますので、本日の議事は以上で終了いたします。 

最後に事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

栁生会長、ありがとうございました。 

次回の会議は、２月頃の開催を予定しております。近くなりましたら日程調整

を行いますので、御協力をお願いいたします。 

以上で本日の日程は全て終了となります。 

本日はどうもありがとうございました。 


