学校いじめ防止基本方針
～全ての生徒が生き生きとした学校生活が送れるように～

大分県立日田高等学校定時制
平成 26 年 3 月
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１． 学校いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけで
なく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。実際にいじめによっ
て前途ある若者(小・中・高校生)が自らその命を絶つという痛ましい事件が後を絶たない。（注ａ）
学校教育において、今、
「いじめ問題」が解決すべき最重要課題の一つとなっている所以である。
こうした中、すべての教職員がいじめに対する基本的な考え方を共通認識し、それをいかに未然
に防ぐか、そして、いじめ問題が発覚したときに学校が迅速、的確な初期対応を組織的に行い、そ
のあと被害生徒を守り通し、加害者にはその行動の背景に注意しながら毅然とした指導を粘り強く
行うことで、いかに可及的速やかに問題を解決できるかが日本の学校の喫緊の課題になっている。
本校でのいじめ認知件数は今年度が３件、昨年度が２件である。そこで本校のすべての生徒がい
じめのない安全、安心な環境の下、お互いの尊厳を尊重して切磋琢磨しながら生き生きとした高校
生活を送ることができるように、国が定めた「いじめ防止対策推進法」に基づき本方針を策定する。

２． いじめとは
（１） いじめの定義

「いじめ」とは、当該生徒が一定の人間関係にある者から心理的、物理的な攻撃（インターネット
を通じて行われるものを含む。
）を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものをいう。なお、
起こった場所は学校の内外を問わない。
「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ものとする。

(注１)「いじめられた生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする生徒の気持ちを重視するこ
とである。
(注２)「一定の人間関係のある者」とは、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該生徒が関わ
っている仲間や集団（グループ）など、当該生徒が関わっている何らかの人間関係のある者
を指す。
(注３)「攻撃」とは、
「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるものではないが、
心理的圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。
(注４)「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることな
どを意味する。
(注５)けんか等を除く。
(文部科学省 HP「いじめの定義」より)
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（２） いじめに対する基本的な考え方
いじめは個人の尊厳を踏みにじる人権侵害行為であるとともに、犯罪行為（注ｂ）であり、決し
て許されるものではない。学校、家庭、地域が行動連携を進め、特に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と深刻性を自分に投げかけられた問題として考える必
要がある。そして、被害者をださないことはもとより、加害者、傍観者、聴衆を産まない全人教育
を実践することで、いじめを生まない学校風土、学校文化の涵養に努めなければならない。
そのためにはまず、いじめの態様や特質、原因、背景、具体的な指導上の留意点について教職員
間の共通理解を徹底し、さらにはそれを校内の組織的な共通行動に変えていく必要がある。共通行
動を伴わない、理念の共通理解だけではいじめ問題を解決することはできないからである。
ところで、いじめ問題の解決に「早期発見・早期対応」は必要不可欠であるが、いじめの実態を
どんなに「早期発見」したとしても、
「それでは遅すぎる」という視点も忘れてはならない。
「早期
発見」されるまでに当該生徒は誰にも言えない甚大な苦しみを味わい続けるからである。
それゆえ、いじめ問題の解決のためには、事態が深刻化する前の早期発見・早期対応の方法を万
全に整備すると同時に、そもそも「いじめを生まない人間関係、学級、学年、学校づくり」の実現
のための教育活動がどうあるべきかについて、全教職員間の共通理解と共通行動、さらには保護者、
地域社会との連携を推進していかなければならない。
（注ｂ）犯罪となるいじめの例
□暴行や脅迫を用いて、わいせつな行為をする（被害者が１３歳未満は、

強制わいせつ罪

暴行や脅迫がなくても該当）

刑法１７６条

□水や泥をかける、叩く、殴る、小突く、物をぶつける、胸ぐらをつかむ、 暴行罪
押し倒す、髪の毛を引っ張る、切る、つねる、プロレスごっこの強要

刑法２０８条

□上記の行為により、けがを負わす、火を押しつける

傷害罪、刑法２０４条

□言葉や文書やメール等で、身体や財産に危害を加えると脅す

脅迫罪、刑法２２２条

□性的行為を強要する、裸になることを強要する

強姦罪、刑法１７７条
強要罪、刑法２２３条

□インターネット上や黒板等において、実名を挙げて中傷する

名誉毀損罪、刑法２３０
条

□他人の持ち物を盗む、自分の欲しい物を他人に盗ませる

窃盗罪、刑法２３５条

□金銭や物品を要求する

恐喝罪、刑法２４９条

□持ち物を壊す、捨てる、落書きをする、服を破る（物の形状が元に戻

器物損壊罪、刑法２６１

らない程度）

条

□裸の写真を携帯電話やカメラで撮影する、裸の写真をメールで送

児童売春・児童ポルノ禁

信する、インターネット上に掲載する

止法

□人を教唆（飛び降りろなどと言う）して自殺を促す

自殺教唆、刑法２０２条

※「いじめ問題対応マニュアル」
（大分県教育委員会、平成２５年５月、ｐ９より）
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（３）いじめの集団構造と態様
「いじめの集団構造」を図示すると以下のようになる。

傍観者

観 衆

暗
黙
的
支
持

積
極
的
是
認

加害者
仲裁者
被害者
いじめられている

やめさせ
ようとし
ている

いじめている

周りではやしたてる

喜んで見ている

※「いじめのメカニズムとその対応」(福岡県教育センター、ｐ３)より
いじめは、どの生徒にも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の
「暴力を伴わないいじめ」は、多くの生徒が入れ替わりながら「被害者」も「加害者」も経験する。加え
て、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題（例えば
無秩序性や閉塞性）
、
「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えて
いる「傍観者」の存在がある。周りで見ている生徒たちの中から、
「仲裁者」が現れることもあり、あるい
は直接止めに入らなくても否定的な反応を示せば、
「加害者」への抑止力になる。
※具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
【心理的な攻撃】
◎ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
◎ 仲間はずれ、集団による無視をされる、
◎ 嫌なこと恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
◎ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

3

【物理的な攻撃】
◎ 軽くぶつかれたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
◎ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
◎ 金品をたかられる、 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

３． いじめ防止の基本的な方向と取り組み
（１） いじめ防止対策に関する基本理念
いじめは、どの生徒にも、どの学校にも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめ問題克
服のためには、すべての生徒を対象としたいじめ未然防止の観点からの指導が重要であり、すべ
ての生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へ
と育み、いじめを産まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取り組みが必要
となる。
このため、学校の教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理
解を促し、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を
尊重し合える態度など、心の通いあう温かい人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要で
ある。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切
に対処できる力(ストレスマネジメント力)を育むことも忘れてはいけない。そのためにはまず、
一人ひとりの生徒の自己有用感（注ｃ）や自己肯定感（注ｄ）を高めなければならない。
「愛され」
「褒められ」
「必要とされ」
「人の役に立っている」
（注ｅ）という実感を伴う経験を、日々の各教
科の学習活動をはじめ、道徳、特別活動、総合的な学習の時間、自然体験学習等あらゆる教育活
動を通して味わうことで、生徒は「かけがえのない存在である自分」に自信を持ち、その結果、
「自分の大切さとともに他の人の大切さを認める」ことができるようになる。畢竟、お互いの人
権（注ｆ）を尊重する学校風土、学校文化（注ｇ）が育まれ、その風土、文化がいじめ発生の抑
止力となる。

（注ｃ） 自分の属する集団の中で、自分がどれだけ大切な存在であるかということを. 自分自身
で認識すること（自分本位ではなく他者との交流を通じて得られる感情）
（注ｄ）自己の存在に対する認識として、自己の身体的な特徴や能力や性格などについて 肯定的
に考えたり、感じたりする感情
（注ｅ）
「幸せの4つの条件」 日本理化学工業株式会社 取締役会長 大山泰弘氏
（注ｆ）人権は「人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」と定義される
（平成 11 年「人権擁護推進審議会答申）
（注ｇ） 例えば、自己有用感、自己肯定感を高めるものとして、次のような「キョーソー」を大切
にした学校文化が考えられる。 ◇共創（一人では到底成し遂げられないものを力を合わせ
て創りあげる。
）◇協奏（一人では生み出せないハーモニーを協力して奏でる。
）◇共走（共
通の目標に向かって切磋琢磨しながら共に走る。
）◇響想（お互いの願いや想い～喜怒哀楽
～を響き合わせる。
）
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（２） 教職員研修の充実
ますます日常化、流動化、透明化していくいじめの実態(注ｈ)を見逃さないように、教職員は
これまでの経験則に頼る指導を一度リセットし、これまで全国各地で発生した多くのいじめ事案
(注ａ)に学ぶことで、新たに科学的視座からいじめ発生の経緯やその後のあるべき指導方法を学
ばなければいけない。教職員一人一人がそれぞれの教育観、生徒観を振り返り、それが本当に一
人一人の生徒の潜在能力や長所を発掘し、輝かせるものになっているか自己点検しつつ、各々が
いじめ対応の指導方法を更新し、それを校内で共有していかなければならない。その際、次の 3 つ
の研修のポイントに留意する。
① 人権教育の意義と重要性の再確認
◎いじめが重大な人権侵害行為であることに艦がみ、人権教育について学び直す。
・人権教育は、
「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動である。
」
（平成 12 年「人権教育
及び人権啓発の推進に関する法律（第 2 条）
」
・人権尊重の理念(精神）は、
「自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、そ
の権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権共存の
考え方」として理解すべきである。
」
（平成１４年、
「人権教育・啓発に関する基本計画」
、第
3 章 人権教育・啓発の基本的在り方、 １ 人権尊重の理念）
・人権教育を通じて育てたい資質・能力は、
「人権に関する知的理解（人権の意義・内容・重要
性について正しい知識を身につける）と人権感覚（人権が持つ価値や重要性を直観的に甘受
し、それを共感的に受けとめる感性や感覚）の涵養を基盤として、人権諸問題の解決に直結
する、人権実現のための実践的な行動力（自分の人権と他者の人権を守るための行動力）
」で
ある。
（
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次取りまとめ]」(平成 20 年 3 月)）
② 市民性教育(シティズンシップ教育）の視点からの全人教育へのアプローチ
◎市民性(シティズンシップ）とは
・
「多様な価値観や文化で構成される社会において、個人が自己を守り、自己実現を図ると
ともに、よりよい社会の実現に寄与するという目的のために、社会の意思決定や運営の過
程において、個人としての権利と義務を行使し、多様な関係者と積極的に(アクティブに)
関わろうとする資質。
（
「シティズンシップ教育宣言」
、2006年、経済産業省）
◎市民性教育とは
・
「責任ある社会的な行動をとり、地域社会に積極的に参加するようなこれからの社会を担
う自立した社会人を育成するための教育」
（
「シティズンシップ教育」推進のためのガイド
ブック、平成21年3月、神奈川県立総合教育センター）
・
「他者の喜び、怒り、哀しみ、苦しみ、心の痛みに共感でき、価値観の違う他者と協働・
連帯することができる、平和で民主的な社会の形成者としての能動的、自立的な市民を育
成するための教育」
（上記の神奈川県の定義に教育基本法第一条ならびに人権教育の理念を
加味して）
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◎市民性教育の目的
・
「市民一人ひとりが、社会の一員として、地域や社会での課題を見付け、その解決やサー
ビス提供に関する企画・検討、決定、実施、評価の過程にかかわることによって、急速に
変革する社会の中でも、自分を守ると同時に他者との適切な関係を築き、職について豊か
な生活を送り、個性を発揮し、自己実現を行い、さらによりよい社会づくりにかかわるた
めに必要な能力を身につけること」
（
「シティズンシップ教育宣言」
、2006年、経済産業省）
◎市民性教育の必要性
・
「知識基盤社会化やグローバル化の時代だからこそ、身近な地域社会の一員として課題解決
に主体的に参画し、地域社会の発展に貢献しようとする意識や態度を育むこともますます
必要になってくる。
」
（
「中央教育審議会答申」
、平成17年『我が国の高等教育の将来像』
」
）
③ 開発・予防的生徒指導の研究と実践
◎問題が起きてから対応する「対処的生徒指導」に終始せず、生徒一人ひとりに「出番」を与
えて「役割」を果たさせ、その行動を「承認」することによって、生徒の責任感や自信を育て、
良いところを伸ばしていく生徒指導の研究と実践を推進していく。
（
「開発的生徒指導論と学校
マネジメント、倉本哲男編著、フクロウ出版」
（注ｈ）
「今日のいじめは、どこの学校でも日常的に起こりうる、あるいは起きている問題であり、被
害者、加害者の関係も流動化している。その結果、いじめそのものが見えにくく、見つけにくく
なっている。
（透明化）
」
（
「いじめ問題をどう克服するか」尾木直樹、岩波新書）
（３） 校内相談体制の充実と校外相談箇所の周知
◎近年、
「育てる（発達促進的・開発的）教育相談」という考え方が広がりはじめている。
「育て
る教育相談」とは生徒が成長過程で出会う様々な問題の解決への指導・援助ばかりでなく、学校
教育全体にかかわって生徒の学習能力や思考力、社会的能力、情緒的豊かさの獲得のための基礎
部分ともいえる心の成長を支え、底上げしていこうとするものである。
※「育てる（発達促進的・開発的）教育相談」のポイントは(注ｉ)（ｐ１６）を参照
◎教育相談は、生徒それぞれの発達に即して、好ましい人間関係を育て、生活によく適応させ、
自己理解を深めさせ、人格の成長への援助を図るものであり、決して特定の教員だけが行う性質
のものではなく、相談室だけで行われるものではない。
生徒の悩みのあるなしに関わらず、教員は問題行動の予兆に気づく観察力を磨き、早期発見・
早期対応に努める。カウンセリング技法（
「つながる言葉がけ」
「
「傾聴」
「受容」
「繰り返し」
「感
情の伝え返し」等」を駆使し、生徒の心をほぐし、
「相談してみよう」という気持ちにつながる信
頼関係の構築を目指さなければいけない。 ※「カウンセリング技法」の詳細は(注ｊ)（ｐ１８）を参照
◎教育相談でも活用できる新たな手法として、
「グループエンカウンター」
「ピア・サポート」
「ソ
ーシャルスキルトレーニング」
「アサーショントレーニング」
「アンガーマネジメント教育」
「スト
レスマンジメント教育」
「ライフスキルトレーニング」
「キャリアカウンセリング」等がある。
※詳細は(注ｋ)（ｐ１９）を参照
6

◎実際の相談活動では、コーディネーター役の教育相談担当教員を中心に、学級担任、養護教諭、
生徒指導主任、スクールカウンセラーと連携を密にする。また、事案によっては、外部機関（児
童相談所、市町村相談窓口、家庭支援センター、民生・児童委員、医療機関、警察等）と連絡を
取り合い、連携して支援する。
）
◎校外にも相談機関があることを生徒に周知する。

※相談機関は(注 L)（ｐ２０）を参照

(文科省 HP より)
（４） 指導体制 ～いじめの起こりにくい学校へ～
◎ 生徒に関する情報を教職員全員で収集し、本校の課題を共有する
◎ 本校の課題に対して、組織的、計画的、継続的に対応する
◎ 校内組織が有効に機能し、様々ないじめ問題へ対応できるよう、教職員個々の役割分担を明
確にするとともに、相互補完的に協力する意識を醸成する
◎ 定期的に取り組みを点検・評価し、生徒の実態に応じたものに修正する
◎ 生徒や保護者・地域に適宜情報発信し、いじめ問題に関する意識啓発と意見聴取を行う
（５） 組織体制 ～いじめ防止対策のための組織～
いじめ防止等の対策のための組織として、いじめ防止委員会を組織する。
【いじめ防止委員会】
委員長 校長
委員

教頭、生徒指導主任、人権教育主任、教育相談主任、保健主任、教務主任、各学級担任、
養護教諭、
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【いじめ防止委員会の役割】
◎ 学校いじめ防止基本方針の作成、見直しをする
◎ 年間指導計画の作成をする
◎ 校内研修会の企画、立案をする
◎ 調査結果、報告等の情報の整理、分析をする
◎ いじめが疑われる案件の事実確認、判断をする → 結果を設置者へ報告する
◎ 配慮を必要とする生徒の支援をする
（６）年間指導計画
「他者の喜び、怒り、哀しみ、苦しみ、心の痛みに共感でき、価値観の違う他者と協働・連帯す
ることができる、平和で民主的な社会の形成者としての能動的、自立的な生徒の育成を目指す」
年 間 指 導 計 画
１年

２年

４月

３年・４年

面接旬間＆仲間づくり

研修会(１回目)

(グループエンカウンター)
５月
６月

教職員研修等
「人権教育の意義と重要性」

全国のいじめ事案に学ぶ＆いじめアンケート(１回目)＆面談
人権教育の

アサーション

ストレス

意義と重要性

トレーニング

マネジメント

７月
８月

平和学習(人権教育、市民性教育の一環として)

研修会(２回目)
「カウンセリング技法」

９月
１０月

・体育祭
・薬物乱用防止教室＆ライフスキルトレーニング

１１月
１２月

自己の言動の振り返り＆いじめアンケート(２回目)
修学旅行

１月

ソーシャル

アンガー

スキル

マネジメント

２月

市民性教育の
意義と重要性

３月

研修会(３回目)
「市民性教育」

・卒業式・終業式
・１年間の振り返りと来年度に向けて

卒業式

※3 カ年の計画は暫定的なものであり、上記の計画以外にも「ピア・サポート」
「情報モラル教育」
「多様
性(ダイバーシティー)教育」等を生徒の実態と状況に応じて取り入れる。
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４． いじめの防止措置・早期発見・早期対応
（１） いじめの予防
いじめ問題においては、
「いじめが起こらない学級・学年・学校づくり」等、未然防止に取り組む
ことが最も重要である。そのために、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる、
「いじめを産ま
ない土壌づくり」に取り組む。次の図に示すように、
「
『人権が尊重される』学習活動づくり（教科
等指導）
・人間関係づくり（学級経営等）
・環境づくり（安心して過ごせる学校・教室）
」を別々に行
うのではなく、総合的に一体的に行う。

人権が尊重される学習活動づくり
・一人一人が大切にされる授業
・互いの良さや可能性を発揮
できる取組

人権が尊重される人間関係づくり
・互いのよさや可能性を認め
合える仲間

人権尊重の
視点に立った
学校づくり
人権が尊重される環境づくり
・安心して過ごせる学校・教室

※「学校における人権教育の日常的な推進に向けて」
（平成２４年５月 大分県教育委員会）ｐ４より

（注）人権尊重の理念は、
「自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、その権利の行使に
伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権共存の考え方」として理解すべきで
ある。
（平成１４年、
「人権教育・啓発に関する基本計画」
、第 3 章 人権教育・啓発の基本的在り方、 １
人権尊重の理念 より）
① 生徒や学級の状態を正確に捉える
生徒や学級の様子を正確に把握するためには、
教職員の観察が大切である。
生徒と場を共にし、
その中で、生徒の些細な言動から、個々の置かれた状況や精神状態を推し量ることができる感性
を高める。また、教職員の観察と実態のずれを補うために生徒・保護者への意識調査等を用いる
とともに、教職員間での情報共有を進める。
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② 仲間づくり、絆づくり
主体的な活動を通して、生徒が自分自身を価値ある存在と認め、大切に思う「自尊感情」を感
じ取れる「心の居場所づくり」が大切である。生徒は、周りの環境に大きな影響を受ける。生徒
にとって、教職員の姿勢は、重要な教育環境の一つである。教職員が生徒に対して愛情を持ち、
暖かい学級経営や教育活動を展開することが、生徒に自己存在感や充実感を与えることになり、
いじめの発生を抑え、未然防止につながる。
◎ 教職員の基本姿勢
いじめには学級をはじめとした集団の状態が強く影響する。学級づくりの中心的役割を担
う担任教師の役割が極めて重要で、自身の言動も含めて、生徒への接し方を常に振り返るこ
とが大切である。※「教職員の基本姿勢」の重要性は巻末を参照・・・
（注ｍ）
◎ 落ち着いた生活環境
いじめが起こりやすい学級は、ルールが不明確で、当事者だけでなく、全体の規範意識が
低下している傾向がある。学級の決まりやルールの基準が生徒にわかりやすく示されている
ことが大切である。
◎ 魅力的な授業・学級経営
学校生活が安定し、充実したものになれば、いじめは起こりにくくなる。そのためには、
学校生活の中心といえる授業が魅力的で、どの生徒も活躍できる場になっていることが大切
である。また、教科の目標達成以外にも、生徒同士の人間関係を豊かにする工夫を日々の授
業や学級経営に盛り込む。
◎ 保護者との信頼関係
保護者との信頼関係づくりに努め、それぞれの役割と責任を自覚し、相互に補い合いなが
ら、いじめの予防に取り組む。
（２） いじめの早期発見
いじめは、早期に発見することが、早期解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員
と生徒の信頼関係の構築に努める。教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすい
ことを認識し、教職員が生徒に小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上さ
せることが大切である。また、生徒に関わる情報をすべの教職員で共有し、保護者や地域の方々と
も連携して情報を集る。
① 生徒が出すサインに気づく
◎ 登下校時・朝礼時
・欠席、遅刻、早退が目立つ

・表情が暗く、どことなく元気がない

・教職員と目を合わさない

・どこかおどおどして、おびえているように感じられる

◎ 授業時間
・身体の不調を訴え、保健室や職員室への出入りが頻繁になる
・よい発言や行動をしたのに、周りから賞賛や評価が得られない
・特定の生徒が発言すると、ふざけた反応や冷やかしの声がかかる
・机や教科書、ノート等に落書きが目立つ
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◎ 休み時間
・食事量が減る（食べない）

・休み時間や昼食時に一人でいる

・他の学級の友人と一緒にいることが多い
・保健室や図書館などにいることが多く、職員室の周りをうろうろしている
◎ その他生活全般
・元気がない ・頻繁にお金を持ち出す ・顔や身体にあざや傷がある
・他の生徒から強い口調で、呼び捨てにされたり、あだ名で呼ばれる。
② 早期発見のための手立て
◎ 観察
授業だけでなく、休み時間等にも声をかけて、生徒の様子に注意を払う。また、学級日誌
や連絡帳等を通して生徒の理解に努める。
◎ 情報収集
定期的な教育相談や学級通信による家庭連絡等を通して、生徒や保護者からの情報を積極
的に収集する。また、学校の相談窓口を設け、保護者や地域の方々からの情報が届きやすく
なる体制を整備する。
◎ アンケート調査等
定期的に「いじめに関するアンケート調査」を実施する。実施方法については、無記名、
持ち帰り等に関して配慮する。また、教職員の意識調査を行い、早期発見の取り組みに関す
る改善を行う。

（３） いじめの対応
① いじめられている生徒への対応
◎ 事実確認とともに、まず、生徒のつらい気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る。
◎ 「最後まで守り抜くこと」
「秘密を守ること」を伝える。
◎ 必ず解決できる希望が待てることを伝える。
◎ 自信を持たせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるように配慮する。
② いじめている生徒への対応
◎ いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、生徒の背景にも目を向け指導する。
◎ 心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと、毅然とした対応
と粘り強い指導を行い、いじめが人として決して許されない行為であることやいじめられる側の
気持ちを認識させる。
③ 友人、知人（観衆、傍観者）への対応
◎ 当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学校全体の問題として考え、いじめの傍観者か
らいじめを抑制する仲裁者への転換を促す。
◎ 「いじめは決して許されない」という毅然とした姿勢を、学級・学年・学校全体に示す。
◎ はやし立てたり、見て見ぬふりをする行為も、いじめを肯定していることを理解させる。
◎ いじめを訴えることは正義に基づいた勇気ある行動であることを理解させる。
◎ いじめに関するマスコミ報道や体験事例等の資料をもとにいじめについて話し合い、自分たち
の問題として意識させる。
11

④ 保護者及び関係機関との連携
◎ 保護者・家庭（学級担任を中心に対応）
【学校から伝えること】
⒜ 被害者最優先の姿勢で対応する方針

⒝ 加害者側へ毅然と対応する方針

【学校が確認すること】
⒜ 保護者が知り得た情報

⒝ 学校に対する要望

⒞ 学校への具体的支援の内容

⒟ 警察への被害申告の意思

◎ ＰＴＡ・学校評議員・地域の方々（管理職を中心に対応）
【学校から伝えること】
⒜ 被害者の意向を十分に確認した上で、学校長が必要と判断した事象内容
⒝ 見守り等の依頼
【学校が確認すること】
⒜ ＰＴＡ、学校評議員、地域の方々が知り得た情報
⒝ 学校に対する具体的支援の要望内容
◎ 医療機関、児童相談所、臨床心理士等（管理職を中心に対応）
【学校から伝えること】
⒜ 被害者の意向を十分に確認した上で、学校長が必要と判断した事象内容
⒝ 学校への協力依頼
【学校が確認すること】
⒜ 関係機関が知り得た情報

⒝ 学校に対する具体的支援の内容

⒞ 専門的立場からの助言
◎ 警察（管理職を中心に対応）
【学校と警察の連携】
⒜ 学校警察連絡協議会の積極的な運用と情報共有
⒝ スクールサポーター等による非行防止教室の開催（いじめが犯罪行為になる場合があるこ
とを生徒に理解させ、いじめの未然防止を図る）
【学校から伝えること】
⒜ 生徒の健全育成を図ることを目的とした「学校と警察の連絡制度」に基づく、いじめ事象
についての情報共有と対応の協議
⒝ 犯罪行為といじめ事象
事象内容、関係生徒、被害者の意思、学校の指導方針等
⒞ 今後、犯罪行為に発展する恐れのあるいじめ事象、又は学校長が通報を必要と判断した事
象

→ 事象についての連絡、学校と警察の連携した対応について依頼

５． ネットいじめへの対応
（１）
「ネット上のいじめ」の特徴
① 不特定多数の者から、特定の生徒に対する誹謗・中傷が絶え間なく集中的に行われ、また、誰に
より書き込まれたかを特定することが困難な場合が多いことから、被害が短時間で極めて深刻な
ものとなる。
② ネットが持つ匿名性から安易な書き込みが行われた結果、生徒が簡単に被害者にも加害者にもな
る。
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③インターネット上に掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易にできることから、生徒の
個人情報や画像がネット上に流出し、それらが悪用されやすい。
④保護者や教職員など身近な大人が、生徒の携帯端末やインターネットの利用の実態を十分に把握
しておらず、また、保護者や教職員により「ネット上のいじめ」を発見することが難しいため、
その実態を把握し効果的な対策を講じることが困難である。
（２）
「ネット上のいじめ」の具体例
① パソコンや携帯端末から、ネット上の掲示板・ブログ・プロフ等に特定の生徒の誹謗・中傷を
書き込む。
（例）いわゆる学校裏サイト上に、
「○○さん（実名）を無視しよう」とか、
「○○さん（実名）の
顔がキモイ」などという書き込みをされた。
② ネット上の掲示板・ブログ・プロフ等に、実名入りや個人が特定できる表現を用いて特定の生
徒の個人情報を無断で掲載する。
（例）他人にホームページを無断で作成され、顔写真を勝手に載せられた上、容姿や性格等を誹謗・
中傷する書き込み（キモイ、ウザイ等）をされたため、クラス全体から無視された。
③ 特定の生徒の悪口や誹謗・中傷を不特定多数の携帯端末等にメールで送信する（チェーンメー
ル）
。
（例）
「○○さん（実名）は、いじめを繰り返し行っている。私は決して許すことができない。
」と
いう全く事実無根の内容のメールを複数の人物に対して送るように促すメールが、同一学校
の複数の生徒に送信された。
④ 特定の生徒になりすましてネット上で活動し、その生徒の社会的信用を貶める行為などを行う
（なりすましメール）
。
（例）
「○○さん（実名）
」になりすまして、無断でブログが作成され、
「暇だから電話して」とか、
「彼氏募集中」などといった書き込みをされたうえ、メールアドレスや携帯電話番号を勝手
に記載された。
（３）
「ネット上のいじめ」が発見された場合の対応
① 生徒への対応
◎ 被害生徒への対応 → きめ細かいケアを行い、いじめられた生徒を守り通す。
◎ 加害生徒への対応 → 加害者自身がいじめに遭っていた事例もあることから、起こった背景
や事情について、詳細に調べるなど適切な対応をする。また、十分な
配慮のもと粘り強い指導を行う。
◎ 全校生徒への対応
② 保護者への対応

個人情報保護など十分な配慮のもとで、全校生徒への指導を行う。
迅速に連絡し、家庭訪問を行うなどして、学校の指導方針を説明し、
相談しながら対応する。

③

書き込みサイトへの削除依頼
サイトの「お問い合わせ」や「ヘルプ」を確認し、削除依頼方法を調べる。削除したい箇所
を具体的に指定し、運営会社や管理者に連絡する。
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６． 重大事態への対応

14

７． おわりに
戦後の日本社会でいじめ問題が大きく社会問題となった時期が４つあると言われている。
１．第一のピーク(１９８４年～１９８７年)
・東京都中野区富士見中学校事件 ２年生鹿川裕史君「葬式ごっこ」
（１９８６年２月）
２．第二のピーク（１９９４年～９６年）
・愛知県西尾中学校事件２年生 大河内清輝君事件（恐喝、暴行を受け、多額の現金を
奪われた）
３．第三のピーク（２００６年）
・北海道滝川江部乙小学校事件６年生の女児、福岡県筑前中事件２年生男子
４．第４のピーク（２０１１年～２０１２年）
・大津いじめ自殺事件（２０１１年）

・兵庫県高校２年生男子(２０１２年)

※「いじめ問題をどう克服するか」
（２０１３年、尾木直樹、岩波新書、p4~p15）
※「いじめ防止対策推進法 全条文と解説」(２０１３年、坂田仰編著、学事出版)より
本来、命を育むべき学校内で起きたいじめを苦に自らの命を断つ事件や「いじめられた」ことの
報復として相手を殺傷する事件が、この半世紀の間に絶えることなく起きている。 目に見える身体
的な暴力と目に見えない心理的な暴力（無視、言葉の暴力等）により、心と体に癒やしようのない
深い傷を負わされ、居場所を奪われ、自尊感情が完全に損壊される。そして、生きる自信と希望を
失い、自分の力ではどうすることもできない絶望感からわずか 10 代で自ら死を選ぶ子どもたち。
そうしたわが子の自死により、さらに深い悲しみの谷に突き落とされる保護者や家族の乾くことの
ない涙。経済的に先進国だといわれるこの日本社会で連綿と続く悲しい涙の連鎖を断ち切るために
私たち教職員にできることは何だろうか。
１９８６年、２月１日、当時中学校２年生だった鹿川裕史さん（１３才）は次のような遺書を残
していじめを苦に自らの命を絶った。
「家の人へそして友達へ。突然姿を消して申し訳ありません。くわしい事については A とか B と
かにきけばわかると思う。僕だって、まだ死にたくない。だけど、このままじゃ『生き地獄』に
なっちゃうよ。ただ僕が死んだからって他のヤツが犠牲になったんじゃいみないじゃないか。
だからもう君たちもバカな事をするのはやめてくれ。最後のお願いだ。
昭和 61 年 2 月 1 日 鹿川裕史 」
死にたくないけど、
『生き地獄』から解放されるためにはそうするしかなかった多くの子どもの言
いようのない無念とそんな我が子の苦しみを取り除くことができなかったことを悔い、自分を責め
続けるであろう多くの親の苦しみに思いを馳せたい。そして、いつ、どの学校でも、どの子にもい
じめが起こりうることを念頭に、油断することなく生徒の日々の表情や言動、交友関係をつぶさに
観察し、いつもと変わった様子がないか異変を感知するアンテナの感度を個人的に磨き、高めてお
きたい。それと同時に、同僚性を大切にし、教職員相互の人間関係、信頼関係も厚いものとし、生
徒を「チーム」
（協働作業）で育ていくことが当たり前の日常を確立したい。そのためにもこの「学
校いじめ防止基本方針」を常に手元に置き、ことあるごとに自分の教育活動を振り返る際に見直し
たい。この基本方針がいじめをなくすのではなく、いざというときに救われる命があるかどうかは、
この方針をどれだけ実効あるものにするかにかかっているのである。
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教師は「教える師」であると同時に「教わる師」であること、そして、
「学ぶことをやめた教師か
ら教わることほど退屈なことはない」
（注）という言葉を忘れずに教師も謙虚に学び続け、いじめを
生まない学校風土と学校文化の涵養に力を尽くす責任が私たちにはある。生育歴から考え方、感じ
方、個性、能力がまるで違っている生徒一人一人が、お互いの尊厳を大切にし、生き生きとした学
校生活を送れるように、教職員一人一人が生徒の良きロールモデルとなり、良きアドバイザーとな
らなければならない。それは、換言すれば死の恐怖をも凌駕してしまうほどの「苦しさ」に生徒が
直面したときに、そのことを安心して打ちあけ、相談してくれる「信頼される大人」
（ゲートキーパ
ー）になるということでもある。生死の危機に瀕したときに SOS を投げかけてくれるそんな人間
力にあふれた大人になるために、
「日々の学校生活の一場面一場面、一瞬一瞬での自分のまなざしや
言葉かけが、生徒との信頼関係を揺るぎないものにするのに役立つものになっているか？」私たち
教職員は折りにふれそのことを静かに振り返る時間をもたなければならない。
※（注）元ラグビーフランス代表チームキャプテン、ジャン・ピエール・リブの言葉

「暴力」とは、心と体を深く傷つける行為です。物理的、身体的暴力には限定しません。言
葉や無視による心理的な攻撃も、それが結果的に朝起きられなくなる、学校へ行こうとして
も体が動かなくなる、鬱（うつ）状態におちいって何もする気がなくなるといった身体的支
障をもたらすものなら暴力に含まれます。
・暴力を受ける人は、恐怖または強度の不安を感じます。
「安心」して生きる権利が奪われます。
・暴力を受けると人は、無力化に陥ります。
自分の力を信じる、
「自信」をもって生きる権利が奪われます。
・暴力を受けると人は、行動の選択肢を狭められます。
自分で選ぶ「自由」の権利が奪われます。

※ 「子どもと暴力 子どもたちと語るために」
（１９９９年、森田ゆり、岩波現代文庫）より
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（注ａ）
「いじめ事件」の歴史
【報復殺人・傷害】
年 月

状

況

事件発生場所
1969 年 4 月

高校生男子が、中学校からずっといじめられ続けていた相手を思いつめ、ナイフ

神奈川県

で滅多刺しにして殺害。首を切り落とした。

1978 年 2 月

友人宅に宿泊中の男子二人（中３）が、呼び出した友人を含め四人を襲い、一人を

滋賀県

殺害、二人に重症を負わせた。

1978 年 3 月

男子四人（中２）が、日ごろのいじめに対する復讐目的に、昼食用のお茶に劇薬を

大阪府

入れた。

1978 年 4 月

病院に入院中の男子生徒（高１）が殺害された。加害者は被害者にいじめられて自

福岡県

閉症気味になり、卒業予定だった中学校を留年した元同級生。

1992 年 5 月

男子生徒（中３）が、自分を呼び捨てにする下級生の生徒（中２）をナイフで刺殺

山梨県

した。

1992 年 6 月

男子生徒（高３）がいじめられたとして、同級生（高３）の左脇腹を文化包丁で刺

東京都

し、大腸まで達する重傷を負わせた。全治 1 ヶ月。

1995 年 2 月

男子生徒（中２）の父親が、息子が 1 年間にわたっていじめられたとして、同じ

福岡県

中学校の男子生徒（中２）を監禁し、頭を包丁の峰で殴るなどして 5 日間のけが
をさせた。

1998 年 3 月

男子生徒 A（中１）が同級生 B に折りたたみ式ナイフで左胸を刺されて死亡。B

埼玉県

は元々A をいじめていたが、事件の 2 週間前から立場が逆転。A らのグループか
らいじめられ、いつか仕返しをしてやろうとテレビドラマの影響で制服の内ポケ
ットに折りたたみ式やバタフライナイフを持ち歩いていた。

2001 年

男子児童（小６）がいじめの仕返しに家から持ってきた文化包丁で同級生の男子

福岡県

児童の胸や頭など 24 カ所に刺し傷や切り傷を負わせ全治 1 ヶ月の重傷を与えた。

【いじめ自殺・傷害・暴行死】
年

月

状

況

事件発生場所
1970 年 12 月

私立高校男子が、同級生にいじめられ続けることにたまりかね抵抗したところ、

東京都

逆にプロレス技のヘッドロックをかけられて殺された。

1979 年 9 月

男子生徒（1 名）が空手着姿のまま自宅マンションから投身自殺。少年は在日朝

福岡県

鮮人三世。身体はクラスでいちばん小柄だった。
「学校に行ってもいじめられる
のがつらい。学校へ行っても面白くない。この世に未練はない。
」という遺書を
残した。

1982 年 4 月

男子生徒（中３）が、登校中に他の同級生 2 名に縛られ、身体にヘアトニックを

東京都

かけられ火をつけられた。

1983 年 5 月

男子生徒（中１）が入学後わずか 1 ヶ月の間に、10 回以上にもおよぶリンチま

埼玉県

がいのいじめを受け、中学校生活に絶望して自殺した。
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1985 年 1 月

男子生徒（中２）が同級生から金銭を強要されるなおのいじめを受けて自殺した。

静岡県
1985 年 2 月

女子生徒（中１）が言葉での脅しやからかいなどのいじめを受けた自殺した。

大阪府
1985 年 8 月

女子生徒（中３）がデパート屋上から飛び降り自殺。身体や家族について悪くい

岩手県

われるなどのいじめを受けていた。

1985 年 10 月

男子生徒（中２）が部活動でのいじめを苦に除草剤を飲み自殺した。

群馬県
1985 年 12 月

男子生徒（中２）が在校生・卒業生らから金銭を強要されて山林にある小屋で首

青森県

つり自殺した。

1986 年 1 月

女子生徒（中２）が「いじめられた くやしい みんなをのろってやる 死にま

兵庫県

す」という遺書を残して自殺した。

1986 年 2 月

中野区富士見中学校の 2 年生鹿川裕史君が JR 盛岡駅前のデパートのトイレで首

東京都

つり自殺した。中２の一学期半ばから、同級生７～８人のグループを中心にクラ
ス中から使い走りや、教員まで参加の「葬式ごっこ」など執拗ないじめを受けて
いた。

1986 年 2 月

男子児童（小６）が同級生から金品を要求されたり万引きを強要されるいじめを

大阪府

受け、飛び降り自殺した。
「この世の中、何もぼくののぞむことはなかった。毎
日いやなことばかりだった。このしゅだんしかなかった。さようなら。がんばれ、
みんな。ぼくはこれがげんかいです。
」という遺書を残して。

1987 年 4 月

女子生徒（中２）がクラス内でのいじめを苦に自宅 2 階で首つり自殺。
「どこを

長野県

直したらいじめられないか知りたい」という本人の申し出に担任は「□□さんのど
こがいやなのか」という匿名の作文を書かせ、その約半分（20 編）を本人に渡した。

1988 年 3 月

女子生徒（中２）が自宅 13 階のベランダから飛び降り自殺。ひやかしやからか

東京都

いなどのいじめを受けていた。

1989 年 12 月

女子生徒(中１)がクラス中から無視される、
「臭い」と言われるなどのいじめを受

福岡県

け、踏切で飛び込み自殺した。

1990 年 5 月

男子生徒「
（中２）が非行グループから抜け出そうとして、同級生の男子生徒 6 名

茨城県

から十数回にわたり蹴られ、外傷性ショックのため死亡。鑑定ではほとんど外傷
らしい外傷はなかった。集団で襲いかかられたことによる精神的な威圧感が相当
の誘発要因になったとみられる。

1991 年 11 月

軽い情緒障害がある女子生徒（中３）が男子 2 名、女子 2 名の 4 人の生徒に全身

大阪府

を蹴られなどして意識不明になり、一週間後、頭部打撲による急性硬膜下血腫の
ため死亡した。

1992 年 10 月

女子生徒(中３)が自宅マンションの屋上で次の遺書を残して首つり自殺。

福岡県

「お父さん お母さん お兄ちゃん ごめんなさい。初めて学校をさぼってここ
にいます。私は学校で友達から無視されています。原因はよくわかりません。た
だわかることは、私が悪いらしいのです。だから、あやまってみました。でも許
してくれはしないようです。なんだかわけがわからなくなってきました。そのう
ち学校に行くのもおもしろくなくなってきて、いまでは起きるのも気が重くなっ
てきました。そんな自分がとてもいやになりました。本当にごめんなさい。
」
18

1993 年 1 月

明倫中マット死事件。男子生徒(中１)が体育用用具室に立てて置いてあったマッ

山形県

トに逆さに突っ込まれたかたちで窒息死していた。顔には殴られたような痕跡も
残っていた。

1995 年 4 月

男子生徒(中２)が自室で首つり自殺。自殺直前には合唱祭の指揮者や英語係など

奈良県

嫌がられている役を無理やり押しつけられていた。

1996 年 4 月

男子生徒（中３）がマンション屋上から投身自殺。中１，２年次は学級委員長を

千葉県

務めるほど優秀で、教師の信任も高かったが、数人のクラスメートの反抗をきっ
かけに次第にクラスで孤立していった。

1997 年 4 月

男子生徒(高２)が山林で首つり自殺。同校では直前にもやはりいじめが原因の自

長野県

殺事件が起きたばかりだった。

1997 年 5 月

男子生徒(中３)が使い走りなどのいじめを受け、自宅敷地内の小屋で首つり自殺。

福岡県

「
（スーパーファミコンをとられ）そしてこんどはお金をようきゅうされ 初め
は、わたさなかったが、
『うでをおるぞ』と言われてわたしてしまった。そして、
ずっと、おかねをとられつづけている。いま三十万円ぐらいとられている また
お金をようきゅうされた しかしそのお金がないので死にます。
」という遺書を
残していた。

1998 年 7 月

女子生徒(高１)が自宅で首つり自殺。同じ部活に所属する同級生 3 人から「アト

神奈川県

ピーが汚い」
「部活に邪魔」などといじめを受けていた。

1999 年 10 月

女子生徒(高１)がいじめを苦に自宅近くのマンションから投身自殺。
「私をいじめ

大阪府

た多くの方々へ 担任の先生へ おうらみします。末代までもたたってよる」と
いう遺書が残されていた。

2000 年 7 月

男子生徒(中 1)が自宅で首つり自殺。入学直後から、休み時間などに同級生 8 人

埼玉県

ほどに囲まれ、周囲にばれないように巧妙に暴力をふるわれていた。

2003 年 3 月

女子生徒（中２）が仲間はずれにされるなどのいじめを受けて自室で首つり自殺。

岩手県
2005 年 9 月

女子児童（小６）がクラスメートからの言葉によるいじめを受け、教室で首つり

北海道

自殺。自殺直前の修学旅行班編制のさいに仲間はずれにされるなどしていた。

※「あなたは子どもの心と命を守れますか！」(２００４年、武田さち子、WAVE 出版)
※「
『いじめ』が終わるとき 根本的解決への提言」
（２００７年、芹沢俊介、彩流社）
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より

（注ｉ） 育てる(発達促進的・開発的)教育相談のポイント
学級雰囲気づくり

学級風土ともいう。
「自由に伸び伸び振る舞える」
「温かい」
「協力的」
「楽
しい」
「みんなが活躍する」といった雰囲気作りを目指す。そのためにはどの
生徒も分け隔てなく接しなければならない。善悪の基準をはっきりと示し、
互いが互いの学びや成長を邪魔しないよう生徒の生活をしっかり見守ること
が必要である。

帰属意識の維持

どの生徒も学級に居場所があることが大切である。集団に帰属することは人
間の基本的な欲求であり、魅力的な学級であれば記憶意識を持ちやすく意欲も
湧いてくる。教員は、居場所を見付けられない生徒に十分配慮しなければなら
ない。
「先生が自分のことを心配し見守ってくれている」という気持ちが帰属
意識の芽生えにつながることになる。

心のエネルギーの充足

生徒は家庭でどれだけ心のエネルギーを補充されているだろうか。中には家
庭不和や放任などのために心のエネルギーをすっかり吸い取られたような状
態で登校する生徒もいるかもしれない。
「勉強どころではない」気持ちで学校
生活を送る生徒がいるかもしれないという意識が必要である。
そうした生徒の存在に気付き、授業や学級活動、部活動の中で心のエネルギ
ーが補充されるよう働きかけたいものである。
具体的には、自分の存在を認められ、大事にされている、守られていると感
じる学校生活を体験させる。また、その生徒なりに達成したことをよくほめ、
認めることで、心のエネルギーの充足を図る。そのようにして心のエネルギー
が十分充足されて初めて集団行動や社会的行動に意欲を抱くようになるので
ある。

生徒理解へのかかわり

生徒の家庭状況や学業成績、身体や行動上の問題など、しっかりとした生徒
理解を図る。どのような行動にも「そうせざるを得ない」理由があるという前
提で、理解を図る。
できるだけ主体的に考えさせ、自分で達成した喜びを体験させる、などの配
慮を持ちたいものである。

学習意欲の育成

温かく楽しい学級の雰囲気や教員の見守り、心のエネルギーの充足、社会的
能力の獲得などが学習意欲を支える。
また、分からないときにはいつでも質問できる受容的な雰囲気や教員と生徒
が相互にやりとりできるコミュニケイティブな授業形態なども、生徒の心に安
心感や充実感をもたらし、そこで得られる相互理解は生徒と教員の関係をより
深めるものとなる。
生徒の興味関心を刺激する教材や授業方法の工夫、意欲が湧くようなほめ言
葉の工夫なども、学習意欲や教員との信頼関係を高め、生徒の学校適応を促進
する大きな要因となる。
他方、学習習慣の育成に向けて生徒の視野を広げ、未来へと目を向けさせ、
社会で必要とされる知識や知恵を伝える。こうした視野の拡大が、生徒に学習
の意味を教え、意欲の形成や、学習習慣の育成につながることになる。
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学業のつまずきへの
教育相談的対応

教科学習のつまずきが不登校など様々な問題行動につながることは少なく
ない。学校生活の大部分を占める授業がよく分からなければ、不安感や困り感
にとらわれ自己イメージが低下し、心が学校から離れてしまう。
学業のつまずきの原因は①学習スキルや学習方法の未獲得、②学習習慣の未
形成、③興味関心の偏り、④学業不振の累積による自己イメージの低下、⑤過
期待や過干渉、過支配、放任など親の養育態度、⑥不安や情緒的混乱、⑦発達
障害など様々なことが考えられる。こうした原因を検討し学校教育の中で改善
可能なものに取り組んでいくことが必要である。
学習スキルの未獲得が推測される場合には、学習スキルがどの程度獲得され
ているかを把握する。
「板書の仕方」
「学習道具の整理方法」
「予習復習の仕方」
「参考書の利用方法」
「授業中の行動」
「テストの受け方」など、学習が成立す
るための基本的なことが未学習の場合があり得る。
また、学習のつまずきを生徒自身に検討させ、生徒が自分の理解状態を把握
し、学習方法の改善を模索するのを支援するかかわりも大切である。
保護者との面談によって学業の背景にある心理的背景や家庭状況の把握を
行い、知能検査や家庭環境調整が必要な場合には、教育相談担当教員やスクー
ルカウンセラーなどと連携し、必要に応じて校外の教育相談専門機関へとつな
ぐことが重要である。

教員の指導性

教育相談は「生徒を無批判に受け入れる」かのように誤解されることがある。
これは、生徒を受容する、生徒の自主性を重んじるということを表面的に理解
した結果である。教育相談的配慮で大切なことは、守られた環境の中で生徒が、
自由に伸び伸びと学校生活を送れるようにすることである。
学校では時に競争をして切磋琢磨し、時に困難な課題に挑戦して克服する体
験をすることも人格形成のためには必要である。教員は時にリーダーシップを
発揮し、生徒の先頭に立ってモデルを示すことも重要である。他方、元気のな
い生徒、意欲に乏しい生徒に対しては、カウンセリング的配慮でかかわる必要
がある。
教員はこの両面を生徒の状態に応じて自在に使い分けることが大切である。
（
「生徒指導提要」平成２２年３月、文部科学省、p107~108 より）
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（注ｊ） 教育相談で用いるカウンセリング技法
つながる言葉がけ

いきなり本題から始めるのではなく、始めは相談に来た労をいたわった
り、相談に来たことを歓迎する言葉かけ、心をほぐすような言葉かけを行
います。
例：
「部活のあと、ご苦労さま」
「待ってたよ」
「緊張したかな」など

傾聴

丁寧かつ積極的に相手の話に耳を傾けます。よくうなずき、受け止めの言
葉を発し、時にこちらから質問します。
例：
「そう」
「大変だったね」など

受容

反論したくなったり、批判したくなったりしても、そうした気持ちを脇に
おいて、生徒のそうならざるを得ない気持ちを推し量りながら聞きます。

繰り返し

生徒がかすかに言ったことでも、こちらが同じ事を繰り返すと、自分の言
葉が届いているという実感を得て生徒は自信を持って話すようになりま
す。
例：生徒 「もう少し強くなりたい」
教員 「うん、強くなりたい」

感情の伝え返し

不適応に陥る場合には、自分の感情をうまく表現できない場合が少なくあ
りません。少しでも感情の表現が出てきたときには、同じ言葉を生徒に返
し、感情表現を応援します。
例：生徒 「一人ぼっちで寂しかった」
教員 「寂しかった」

明確化

うまく表現できないものを言語化して心の整理を手伝います。
例：
「君としては、こんなふうに思っていたんだね」

質問

話を明確化する時、意味が定かでない時に確認する場合、より積極的に聞
いているよということを伝える場合などに質問を行います。

自己解決を促す

本人の自己解決力を引き出します。
例：
「君としては、これからどうしようと考えてる？」
「今度、同じこと
が生じたとき、どうしようと思う？」

（
「生徒指導提要」平成２２年３月、文部科学省、p103 より）
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（注ｋ） 教育相談でも活用できる新たな手法等
グループエンカウンター

「エンカウンター」とは「出会う」という意味です。グループ体験
を通しながら他者に出会い、自分に出会います。人間関係作りや相互
理解、協力して問題解決する力などが育成されます。集団の持つプラ
スの力を最大限に引き出す方法といえます。学級作りや保護者会など
に活用できます。

ピア・サポート活動

「ピア」とは生徒「同士」という意味です。生徒の社会的スキルを
段階的に育て、生徒同士が互いに支え合う関係を作るためのプログラ
ムです。
「ウオーミングアップ」
「主活動」
「振り返り」という流れを
一単位として、段階的に進みます。

ソーシャルスキル
トレーニング

様々な社会的技能をトレーニングにより、育てる方法です。
「相手
を理解する」
「自分の思いや考えを適切に伝える」
「人間関係を円滑に
する」
「問題を解決する」
「集団行動に参加する」などがトレーニング
の目標となります。
障害のない生徒だけでなく発達障害のある生徒の社会性獲得にも活
用されます。

アサーショントレーニング

「主張訓練」と訳されます。対人場面で自分の伝えたいことをしっか
り伝えるためのトレーニングです。
「断る」
「要求する」といった葛藤
場面での自己表現や、
「ほめる」
「感謝する」
「うれしい気持ちを表
す」
「援助を申し出る」といった他者とのかかわりをより円滑にする
社会的行動の獲得を目指します。

アンガーマネジメント

自分の中に生じた怒りの対処法を段階的に学ぶ方法です。
「きれ
る」行動に対して「きれる前の身体感覚に焦点を当てる」
「身体感覚
を外在化しコントロールの対象とする」
「感情のコントロールについ
て会話する」等の段階を踏んで怒りなどの否定的感情をコントロール
可能な形に変えます。
また、呼吸法、動作法などリラックスする方法を学ぶやり方もあり
ます。

ストレスマネジメント教育

様々なストレスに対する対処法を学ぶ手法です。始めにストレスに
ついての知識を学び、その後「リラクゼーション」
「コーピング（対
処法）
」を学習します。危機対応などによく活用されます。

ライフスキルトレーニング

自分の身体や心、命を守り、健康に生きるためのトレーニングです。
「セルフエスティーム(自尊心の維持)」
「意思決定スキル」
「自己主張コ
ミュニケーション」
「目標設定スキル」などの獲得を目指します。
喫煙、飲酒、薬物、性などの課題に対処する方法です。

キャリアカウンセリング

職業生活に焦点を当て、自己理解を図り、将来の生き方を考え、自
分の目標に必要な力の育て方や、職業的目標の意味について明確にな
るようカウンセリング的方法でかかわります。
（
「生徒指導提要」平成２２年３月、文部科学省、p109 より）
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（注 L）

「いじめの相談窓口」(校外)

大分県教育委員会

大分県教育センター

生徒指導推進室
☎097-506-5543
24 時間いじめ相談ダイヤル
☎0570-0-78310
ネットいじめ相談窓口

教育相談部
(月～金 9:00~12:00, 13:00~17:00)
☎097-503-8987
☎097-569-0829
特別支援教育部
☎097-569-0232

no-ijime@pref.oita.lg.jp

大分県(福祉機関)

教育相談部
oita-edu-c.soudan@pref.oita.lg.jp

中央児童相談所(２４時間対応)
☎097-544-2016
中津児童相談所(２４時間対応)
☎0979-22-2025

特別支援教育部
oita-edu-c.tokusien@pref.oita.lg.jp

法務省関係
子ども人権１１０番
☎ 0120 – 007 – 110 (全国共通・無料)
思春期さぽーと大分
☎ 097– 534 – 7576 (大分少年鑑別所)
みんなの人権１１０番 ☎ 0570 – 003 – 110 (大分地方法務局人権擁護課)
(携帯 URL) http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.thml

(パソコン) http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

大分県警察
県警本部少年課大分っ子フレンドリーサービスセンター ☎ 097- 532 - 3741
中津警察署大分っ子フレンドリー県北サポートセンター ☎ 0979 -24 - 3741
日田警察署大分っ子フレンドリー県西サポートセンター ☎ 0973 -24 - 3711
サイバー犯罪対策室
☎ 097- 536 -2131
※県下各警察署総務課

※ 「いじめ問題対応マニュアル」
（平成２５年、大分県教育委員会）
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（注ｍ） 「教職員の基本姿勢」の重要性

「いじめを招く教師の言動」
○教師の言動が誘因となっていじめを触発するタイプ(触発型)
意識の有無にかかわらず教師が子どもに何らかの負のイメージを貼ったり、反発心を起こさせたりす
る言動を行い、いじめをつくりだすとともにいじめへと発展する。
○教師の言動がこどものいじめと相まって、いじめの誘因となりうるタイプ(共同型)
教師といじめっ子の間で、いじめ発生にかかわるやりとりがあり、いじめへと発展する。

○教師の言動が子どものいじめを認めることになる。(是認型)
いじめっ子の言動とよく似た言動を教師が行うことで、いじめ発生にかかわるようなやりとりがあ
り、いじめへと発展する。
○教師のいじめへの対処療法的な対応が誘因で、いじめを発展させるタイプ（対処型）
いじめを認知した教師の介入が不十分なため、さらにいじめが発展する。
○教師の無関心、見ぬふり、傍観が誘因で、いじめを発展させるタイプ（不介入型）
教師がいじめを認知しながらも何ら介入せず、無関心、見て見ぬふり、傍観することによって、さら
にいじめが発展する。
「いじめのメカニズムとその対応」(福岡県教育センター)p17 より

「いじめを招く教師の言動事例」
① 触発型の事例
＜事例２＞ 子どもを褒めたのだが・・・(中学校)
生徒 B は、美術が得意で、校内の写生コンクール等でも表彰されることが多かった。ある美術の時間
に、教師が生徒 B の絵を掲げ、
「みんな、この絵を見てごらん。さすが生徒 B はうまいね。
」と言った。数
日後、運動会の応援について学級で話し合いがあった。大きな絵を描く役割を決めるときに、
「おまえは、
いつも美術の先生に褒められているんだから、おまえがやればいい」という声が出て、生徒 B が描くこと
になった。放課後、生徒 B が一人で絵を描いているところに、数人の男子が寄ってきて、
「さすが、うめー
や。手伝ってやろうか」と言って、絵の具をむちゃくちゃに塗った。

事例２の問題点は、教師が生徒 B の作品を褒めた際に、
「さすが」という言葉で評価の高さを強調した
ことにある。結果的に他の子どもの反発をまねいている。日ごろから教師が全ての子どもたちに「自分も
教師に認められている」という実感をもたせる言動をしていれば、生徒 B が褒められたことを素直に受
けとめ、自分も頑張ろうという気持ちになったと思われる。
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＜事例３＞ うけねらいがいじめに・・・(小学校)
小学校６年生担任教師は、おもしろい授業をするので子どもには人気があった。おもしろいと感じる
のには理由があり、授業中や普段の会話には、多くの子どもを動物や食べ物にたとえてニックネームで
呼ぶからであった。いやがるニックネームをつけられて子ども達が苦痛を訴えても、ニックネームで呼
ぶことで親近感が深まると勘違いし、うけをねらった発言を改めることはなかった。そして、教師は学
級では動作に時間がかかる児童 C に「なまけもの」のニックネームをつけて何かにつけて繰り返した。
クラスの子どもが生徒 C を「なまけもの」とはやしたてるのに時間はかからなかった。
事例３の問題点は、教師のうけねらいの言動にある。教師としてはユーモアのある楽しい指導を目指し
たのかもしれないが、うけをねらった言動が人格や尊厳を傷つけるようなものである限り容認することは
できない。確かな人権感覚を身につけていない教師の言葉が、いじめへと発展することを示唆している。
② 共同型の事例
＜事例４＞ よかれと思って指導したことが・・・(中学校)
生徒 D は中学校１年生で、吹奏クラブでトランペットを担当していた。トランペットは中学校に入っ
てから始めたため、なかなかうまく吹くことができなかった。部活顧問の教師は、３年生のトランペット
のパートリーダーについ不満をこぼし、特別な練習を頼んでしまった。翌日から、
「練習しろ。おまえが
いるから、みんな迷惑している」から始まり、
「やめろ」
「部活休め」などの嫌がらせの発言があったり、
教師がいないとき「特訓」と称して、全員の前でトランペットを吹かされたりするようになった。生徒
D は、部活を休みがちとなり、ますますトランペットの上達が遅くなった。数日後、教師は、授業後、
「練習に出てこい」
、
「やる気を出せ」と元気のない生徒 D を叱咤激励した。部活のメンバーから、そし
て担当教師からも追い込まれた生徒 D は不登校状態になった。
事例４の問題点は、教師が無意識のうちにいじめの空間の中にいることである。技能の上達を願うこ
とは自然であっても、他の生徒に練習を依頼したことにより、生徒 D を部活のやっかいものであるかの
ような印象を与えている。また、特訓と称するいじめが部活の場で行われ、教師からは参加を促されて
いる。教師の発言が結果的に、いじめの場に出てくるように強制していることにもなっている。技能の
上達は、生徒によって異なり、他の生徒に依頼することでもない。成果に期待しすぎがゆえに起きたい
じめの事例である。
③ 是認型の事例
＜事例５＞ 動作の遅い子を指導したのだが・・・(小学校)
児童 E は動作がやや緩慢で、他の子どもから、
「のろま」と言われることがあった。担任は机上に学
用品を準備していない児童 E に、
「また、何も準備していないの。何回言ったらちゃんとできるの。皆
に迷惑をかけるでしょ。
」と言った。
他の子どもも、教師の言葉に呼応するように、
「そうだよ。迷惑してるんだぞ。のろまなんだから」
と言った。それから、他の子どもたちが、児童 E に対して「ぐず」
、
「のろま」
、
「迷惑だ」と言っては
やし立てるようになった。
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事例５の問題点は、児童 E を指導した担任の発言がまわりの子に児童 E のマイナスイメージを強く与
え、認めたことになる。教師は、つい「なぜ、できないの」
「早くしなさい」という言葉を発してしまう
ことがある。それは、欠点を周りの子どもに認識させるとともに、教師の言葉が後ろ盾となって、はやし
立てる気持ちを起こさせてしまう。その子ができるようになってきた事実や承認の言葉かけが大切であ
る。
④ 対処型の事例
＜事例６＞ 「チクった」とさらにエスカレートして・・・(中学校)
中学校２年の男子の間で、プロレスごっこと称して、休み時間に特定の子どもを押さえつけ、けり
を入れ、関節技を決めて喜ぶいじめが発生した。母親や周囲の子どもから情報を得た担任教師はいじ
めをやめさせようとして、当事者間で話し合いをさせた。しかし、
「チクった」ということでいじめが
エスカレートし、仲間はずれ、持ち物かくしへと陰湿に変わっていった。
事例６の原因は、いじめの指導を当事者間だけで解決しようとしたことにある。いじめをやめさせよ
うとはたらきかけた教師の指導で、プロレスごっこと称するいじめの行為はなくなったのかもしれない。
しかし、子どものいじめに対する見方や考え方、感じ方には変化が見られず、教師の目の届かないところ
で陰湿ないじめとなって継続していることがうかがえる。いじめの対処にあたっては、当事者間だけでの
解決だけでなく、他の教師にも協力依頼を求め、学級・学年全体での取り組みが必要である。また、計画
的にいじめの行為の背景にある見方や考え方、ひいては子どもの心に届く指導が求められる。
⑤ 不介入型の事例
＜事例７＞ いつかは解消するだろう・・・(中学校)
中学校１年生の生徒 F は、小学校の時にいじめっ子であった。体が大きく体力もあり、他の子ども
特に生徒 G には強い口調で命令をしたり、冷やかしたりして優位な立場にあった。
ところが、中学生になってからはいじめられていた生徒 G の体格や体力が上まわり、生徒 F と生徒 G
の立場が逆転するようになった。そこで、担任の教師は生徒 G を呼んで話を聞いた。生徒 G は小学校
の時の悔しい思いを打ちあけるとともに、これからは、いじめはしないと約束した。担任の教師は約
束したのだからいつかは解消するだろうと安心した。
しかし、生徒 G は直接手を下すことなく、かつて生徒 F の被害をうけた仲間３人を使っていじめを
続けた。
事例７の問題点は、いじめは自然に解消すると思い、教師が積極的な介入を行っていないところに
ある。教師は、無関心、見て見ぬふりをしているわけではないが、いじめをしないと約束した生徒 G
の発言に安心し、いつかは解消するだろうと楽観している。このことが結果的に傍観することになり
いじめを継続させることになった。いじめの場合、一時の指導で終わることなく一週間後、一ヶ月
後、半年後というように継続的に子どもたちの行動を観察し、時間をかけて丁寧に指導していくこと
が望まれる。
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以上、見てきたように、学校や教室における教師の言動は、教育上大きな意味をもっている。教師
と子どもの関係は、対等でプライベートな交友関係とは違い、大人と子どもという権力関係・上下
関係であるため、教師の言動は子どもの成長にとって大きな影響を及ぼす。
教師の言動には、賞罰や評価にかかわる内容が含まれていることが多く、権威を伴うため、個人
的な評価のレベルにとどまらず、社会的な評価につながりやすい。それだけに、教師の言動は、子ど
もから見たときには、教師の主観とは異なって受け止められるということを認識する必要がある。例
えば、教師が子どもに何気なく発する言葉の一つに「なぜ、できないの」がある。教師はできない原
因をたずねたつもりでいても、受け止める子どもは、できないことを詰問されているように感じる場
合が往々にある。
これらのことから、日頃、何気なく使っている言葉や振る舞いにも最新の注意を払う必要がある。
※「いじめのメカニズムとその対応」(福岡県教育センター)p17～20 より
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