
 

 

国立市教育委員会いじめ問題対策委員会 記録 

 

日  時：平成２７年８月３日(月)午後７時００分～午後８時４５分 

場  所：市役所３階第３会議室 

出席委員：小林委員長、山田副委員長、成瀬委員、篠崎委員、伊佐委員、岸委員、 

矢野委員 

欠席委員：田島委員 

事 務 局：金子教育指導支援課長、市川指導担当課長、荒西指導主事、植木指導主事、 

福本指導支援係長 

 

 

次 第 

 

１ あいさつ 

２ 議事 

（１）学校視察の状況について 

（２）いじめ防止対策等の調査研究の実施等について 

  （３）いじめ事案の報告について 

３ 事務局から 

 

 

配布資料 

 ・いじめ防止等の調査研究の実施等について 

 ・中学校の学校生活に関するアンケート 
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【市川指導担当課長】 

それでは、皆様、改めましてこんばんは。今日は、田島委員はご欠席の連絡をいただい

ているところです。ただいまより、国立市教育委員会いじめ問題対策委員会を始めさせて

いただきます。まず、はじめに当委員会、いじめ問題対策委員会委員長であります、小林

福太郎様よりごあいさつをいただきます。よろしくお願いします。 

 

【小林委員長】 

 皆さんこんばんは。本日は第３回目の国立市教育委員会いじめ問題対策委員会というこ

とで、各委員の方にご参集いただきました。第１回目はこちらで会を持ちまして、二回目

は二手に分かれまして、小学校の道徳の授業、更には、弁護士の方によるいじめ防止の授

業を私ども委員も参加をさせていただいたということでございます。それぞれ、今日はこ

の後、会の中で、学校視察について振り返り、今後どう生かしていくかなども含めてお話

をいただきますが、充実した機会をいただいたと思っています。さて、いじめ問題につい

ては、マスコミ報道等の関連もあるわけですけれども、社会的に大きな関心が寄せられて

います。しかし、社会的に報道の多い少ないは別にいたしまして、常に子ども達一人一人

が学校で楽しく、安全に、安心して学校生活が送れるように、また、家庭生活が送れるよ

うにしていくことが極めて重要だと思います。そういった点から、この委員会が少しでも

国立市の子ども達のために機能するものであればと思っております。そういう視点から是

非忌憚のないご意見等を出していただき、今日の会議を充実したものにしてまいりたいと

思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。私の方からは以上でございます。 

 

【市川指導担当課長】 

 ありがとうございました。それでは、議事に入ります。委員長よろしくお願いいたしま

す。 

 

【小林委員長】 

 それでは、配布していただいております、次第に基づきまして進めさせていただきたい

と思います。 

 はじめに、学校視察の状況や現在の取り組み状況等について、まず、事務局からご説明

をお願いいたします。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 それでは、先ほど小林委員長からご説明もありましたが、７月に入りまして２回の学校

視察を行っていただきました。それぞれ、７月８日には第六小学校で篠崎委員と伊佐委員

がご出席されまして、第一学年の道徳の時間を参観していただきました。内容は友達とい

うことを主題にしながら、そういった人間関係について再度問う道徳の時間のオーソドッ
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クスな内容でございます。第２回目の市立の第五小学校の視察ですが、７月９日に行いま

した。こちらは、成瀬委員のご紹介等もありまして、弁護士の橋詰先生が授業を行ってい

ただきました。六年生を対象に全学年一斉の指導ということで、こちらの方は多くの委員

の方に参加していただいたのですが、今日はその内容等も踏まえて、市の関係になります

が、９月初旬位までに、予算化を進めていかなければいけない、来年度の事業にする場合

に、そんなこともございますので、今回はご厚意で講師を引き受けていただきまして、試

行的に第五小学校で弁護士によるいじめ防止の授業を進めさせていただいた経緯がありま

す。そういったことを踏まえまして、ご意見等をいただければ、その意見をまた、教育委

員会で諮るというような形をとりますので是非ご意見をいただければと思っています。ま

た、２学期に入りまして、これは一昨年度から進めております、このいじめに関わる本市

の施策の一つとして、いじめ防止プログラムというものを中学校で全校で実施しておりま

す。こちらは、そういった意味では予算をしっかりとって形を組んでこれで二年目になり

ますので、また、そちらは視察を済んで様々ご意見をいただければありがたいなと思って

います。本日はまた、具体的な話等様々ご意見いただければ大変ありがたいと思っていま

す。では、よろしくお願いいたします。 

 

【小林委員長】 

 今、事務局からもご説明がありましたように、二日間に渡って、委員も手分けをして参

加させていただきました。そこで、それぞれ視察をした、参加をしたその授業その他のこ

とでも結構でございます。全体を通してここで、ご報告をしていただければありがたいと

思います。 

 それでは、山田委員からお願いします。 

 

【山田委員】 

 私は７月９日の五小の視察に参加いたしました。弁護士の橋詰先生の授業を見学させて

いただきました。出席された方はご覧になっていると思うんですが、内容としては、この

対策委員会の第１回目で成瀬先生からも概要説明があったような、ああいう形の授業であ

りまして、人権や権利という言葉をなるべく小学生に分かりやすい形で、考えていこうと

いうプログラムでした。具体的にはドラえもんのキャラクターが出てきて、それぞれいじ

めという現象が生まれる背景にどういう役割があるのか。いじめる側がいると、それから

いじめられる側もいると。はやしたてて面白がる人がいて、止める勇気を中々持てない人

がいるということで、かなり具体的な分かりやすい内容で、いじめが起きる背景の説明が

示されて、更にどうすれば止められるのかということであり、実際のいじめで自死が起き

た事例を取り上げて、小学生にも非常に自分のこととして実感できるような、そういう内

容になっていたという感想です。個人的な意見になってしまいますが、子ども達の様子を

見ても、引き込まれて聞いているような感じがしましたし、内容を見ても普段の人間関係
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を権利の視点から捉えなおして、いじめに対する意識を啓発していくという勉強もするか

なと思いましたので、可能であれば範囲を広げて複数の学校で導入して、いずれは全校で

実施してもいいのかなと個人的には思いました。ただ、実際にこれを導入するに当たって

は、一回だけでは中々、日常は変わらないので、何かと組み合わせて振り返るようなやり

方が必要になるかもしれませんし、いじめ防止プログラムと合わせて、小学生だけでなく

中学生にも通じる内容だと思いますので何か実施するような、そういうやり方があっても

いいのかなと思いました。 

 

【成瀬委員】 

 私も国立五小のいじめ授業について見学させていただきました。日ごろから私自身も同

じような内容でいじめ授業をしていることもあり、子ども達の反応ですね、どうかなと見

ていたんですけれど、普段は個別のクラスで、全体授業という形ではなくて、個別のクラ

スで当てながらとか、割とフランクにやっている面もあったので、今回全体授業という形

を取ったことについてどうかと思っています。アンケートを拝見しましたけど、割とちゃ

んと聞いてくれたなという印象がありました。個人的にいつも意識していることなんです

が、話の中にもあるんですが、ドラえもんの中でも静香ちゃんが凄く大事な役割を果たす。

実際のクラスでも、いじめが大きいもの小さいもの色々あると思いますが、静香ちゃん、

見ている傍観者と言われる立場の人達が、どういうふうに動くかによって、状況が変わっ

てくるんだよということを、子ども達に分かってもらえたんではないのかなと感じました。

もう一つは、いじめられている子に対してはいじめから逃げなさいと、どうしてもだめだ

ったら逃げていいんだよというメッセージも中に入っていまして、そういったことも私も

普段から強く話はしているんですけれども、そういった視点を示してあげられたことは一

つの考えるきっかけになったのではと思います。 

 

【岸委員】 

 私、仕事の都合でどちらも出席できませんでしたが、今と同じお話を人権擁護委員の講

演会の中で、橋詰先生に講演していただきまして、話を聞くとその内容と同じものを授業

でおやりになったみたいなんですが、それからもう一度は一昨年になりますが、国分寺の

小学校でやった時に、お邪魔させていただいてその時の話の分かりやすさ、それからお話

に出ましたけれど、ドラマの登場人物をキャラクターに使って説明したということが、非

常に子ども達に受け入れやすかったと思います。それだけではなくて、確か北海道の深川

のいじめの事件が出てきたと思います。子ども達も傍観者もいけないというのはよく理解

できたんではないかなと思うんです。私の感想は、一クラス、一校では物足りないと思う

んです。やるんでしたら、学校５年生全体とかあるいは５、６年生全体。同じ年度に全学

校やれれば一番いいんですけれど、たぶん予算の関係ありますでしょうから、例えば同一

校は５、６年生その年度、次の学校は５、６年生全学級とか。そういう数年間プランが必
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要かなという感じがしました。 

 

【矢野委員】 

 私も五小の授業を見学させていただきました。橋詰先生のお話、非常に分かりやすくて、

大人の私でも、なぜいじめがいけないのか、いじめをした結果はどうなるのかというとこ

ろが系統立てて、考えていなくて漠然といじめは悪いと思っていたんですが、橋詰先生の

お話を伺って、非常に分かりやすかったので、きっと子ども達にも分かりやすかったので

はないかなと思います。ただ一つ気になったのは、言い返すことをすべて禁止してしまう

と、正当に言い返すべきところで子ども達が委縮してしまうのではないかなというところ

で、もう一歩何か説明が必要だったかなと思っています。 

 

【小林委員長】 

 私も第五小学校の方に参りましたので、感想を述べさせていただきたいと思います。今、

何人かの方々からいずれも大変分かりやすく、ドラえもんのキャラクターを使ってという

ようなお話もありました。私もまったく同感であります。私が一番印象に残ったのは、比

較的始めの方で、当日、児童に対していじめられる人は悪い、または、いじめられる人は

時には悪いこともある、そしていじめられる人は悪くない、この三つを選択させて、手を

挙げさせるということがありました。この中で一番多かったのは、時にはいじめられる側

も悪いということでした。橋詰先生は話を段々深めていく中で、いじめられる人は悪いと

いうことはないんだよということを分かりやすく説明をしていました。私も実はいじめ問

題を扱うときには、このあたりが非常に重要なポイントであるというふうに思っています。

即ち、あの子は協調性がないとか、あの子はこういう悪いことをしたとか、何かそういう

ことを理由付けていじめるケースが非常に多いんですね。これを冷静にしっかり見ていき

ますと、じゃあ、協調性がないからいじめていいのか、悪いことをしたからみんなで仲間

外れにしていいのか、これは別問題でありまして、このあたりをしっかりと子どもに気付

かせる、理解させる、分からせる、これは実は教師の側にも時にはこのあたりの人権感覚

が鈍ってしまうときもありがちなんですね。これは教師がというのではなくて大人も親も

含めてだと思います。だからあの子、もうちょっとちゃんとすればいじめられなくなるん

だよ。しかし、確かにそれはそうかもしれませんが、今度は別の理由を付けて誰かをいじ

めるということになろうかと思います。このあたりをしっかり人権感覚を、教師が毅然と

した態度でいじめはどんな場合でも許されることはないんだ、ということをしっかり貫い

ていく姿勢を、あらゆる教育活動の中で組織的にしっかりと進めていくことが重要ではな

いかなと改めて強く思いました。そういう点で非常に有意義な授業だったと思います。 

それから一点私も気になる点、先ほど矢野委員からも出ました。例えば言い返すことを、

確かに言い返すことが果たしていいかどうかというのは、様々なケースバイケースという

こともありますが、それらを全部押さえてしまったときにいかがなものかと、そういうお
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話もございました。私も非常にその点は同感でありまして、確かその時は逃げるという表

現でしたでしょうか。そういった問題から逃げていいんだよというような、そういう捉え

方があったと思います。表現はちょっと違っていたかもしれませんが。それは対応の中の

一つであって、それはすべて否定するものではないんですけれど、それがメインとなりま

すと、いかがなものかと。別に戦えとか対立しろとかそういうことを言っているのではな

くて、時には話し合いをすることも必要かもしれませんし、しっかりと誰かに相談するこ

とも必要だと思います。色々なケースによって様々なことがありますので、その中の選択

肢の一つに、時には関わらないということも出てくるのかなというふうに感じました。こ

れはいじめにも様々なケース、細かいところで色々違いがありますので、この辺を逆に学

校においては、教師がしっかりと見極めて適切な指導をしていくことが必要だと思いまし

た。ただ、子ども達は真剣に聞いていましたし、非常に深まった効果的なひと時だったと

思いますので、先ほど事務局からも今後これをどのように展開していくか、予算化も含め

て是非この中でも議論する必要があろうかと思います。形は色々工夫するにしても、是非

積極的に展開していただきたい内容だなと感じました。それでは、当日、篠崎委員、伊佐

委員、五小に関してはご参加されていません。逆に私たちは六小に参加していませんが、

何かお互いにまたはそれぞれの中でご質問等があれば、またご意見も含めてお出しいただ

ければと思います。 

 

【伊佐委員】 

 私は国分寺の方で弁護士の授業を受ける機会がありまして、凄く自分自身の仕事にも役

に立ったと思いました。最初に弁護士として見たら、いじめは人権侵害だよというところ

から入って、人権侵害とは何と言ったら、キーワードは、安心、自信、自由を聞いたとき

に、例えば不登校とか色んなところに、そこは当てはまると思いまして、これから弁護士

の言葉は私にとっても大切でしたし、子ども達もいじめは人権侵害だよと、ぽんと言われ

たことで、いじめは悪いという漠然としたところから、何が悪いんだというところを深め

ていってる授業だなと、凄くいい授業だと感心しました。先ほど小林委員長も仰られたと

おり、私が出たのは五年生の二クラスだったんですが、いじめは時によっては場合によっ

ては悪い、それとも悪くないということでやったら、見事に、いじめられる方は悪くない

というのがゼロだったんです。いじめられる方が悪いという子が一人いて、後全員いじめ

られる方にも悪い場合があるというのが後全員だったので、結構私としてはビックリとい

うかショックでした。彼らの言い分としては、例えばちょっかいを向こうが出して来るん

だ、だから俺たちはそれをやり返してたりすると、何でそれがいじめと言われるんだとい

うような論理でした。弁護士の先生が最後に、何か嫌なことはされるかもしれない、でも

それに対してどういう手段を取るかというのは、あなた自身の問題だよねというところで、 

嫌なことをやられたから、いじめるとか無視するとかという手段は、人権侵害なんだとい

ったときに子ども達は何となく、ほーというふうに落ち着いたのかなと思います。いじめ



- 6 - 

 

は悪いというものと自分の体験とか合致していない部分というか、道徳観としては悪いと

思っていても、でも実際にはやられたらやり返すよねというのが、子ども達の具体的な場

面が出て来るのかなと思うので、例えばこれからのアンケートにしても倫理観としてはみ

んな持っていると思っています。いい悪いというのは。でもそうではなくて、こういう場

面だったら、あなたどうするというようなところを、もうちょっと解していくような授業

が必要だと思いました。最後の方でジャイアンとか出てきましたが、ジャイアンは何での

び太をいじめるんだと思うと言ったら、一人の子がストレスだからだよと言ったんです。

何がストレスなのと聞いたら、だってジャイアンは家でお母さんにがみがみ言われてるじ

ゃん、え、そこって思いました。子ども達って以外とそういう家でのストレスとか、そう

いうことも感じてるのが分かりました。その学年一年の頃から、ちょっかい出す出された

で結構やんちゃな学年なので、その子たちが五年になったときもこういう考えなんだなと

か、そうなんだ家がストレスなんだ、とかいうのが分かって面白かったです。親御さんも

五人位来てたんですけれど、その時お母さんからがみがみ言われるのがストレスだよと、

あのお母さん達どう感じたのかなと。私たちが聞いても非常にいい授業で、先生達が聞く

必要もある。先生達も場合によってはとか、あいつもだって、ちょっかい出すんですよと

か、学校回ってると結構そういうことが聞かれる。そういうときにこっちとしてもどう返

していこうか迷っていた部分もあります。そこが人権侵害というところとか、嫌がってい

たらそれは悪い手段だというようなところで、返していけるのかなと思って本当にいい授

業なので是非国立でもやってもらったらいいかなと思っています。 

 

【成瀬委員】 

 若干捕捉させていただきますと、いじめ授業をやっていて三角がほとんどというケース

がほぼ百パーセントです。考え方の出発点としては三角に手を挙げるというのは凄く健全

だと私は思っています。やられたらやり返すというのは発想としては自然な発想だけれど

も、ちょっと待ってと、その後本当にやり返していいのというところに、一歩踏み込んで

考えてもらうきっかけを与えられたらなと思っていますので、そこはご心配なくという感

じです。後もう一点、のび太ができることという話の中で、まず嫌なことは嫌とはっきり

言うことも大事だよねと言うときもありますので、時間の都合上優先順位を付けてしまっ

て、どうしても言いたくても言えなくて、苦しくなって自殺まで至ってしまうケースがあ

るということは、弁護士として頭の中に常にありまして、そういった最悪の事態だけは守

りたいという気持ちから、命を懸けてまで抵抗する価値はないんだよというようなメッセ

ージを割りと強く言ってしまうんです。実際には色んな選択肢があると。いじめている方

もジャイアンも、相手が嫌だと分からないでいじめてることもあるので、はっきり言うこ

とが大事だよね、でも勇気が持てなかったらどうしようかという形で、当てて発言しても

らってなんかもいますので意識してやっています。 
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【篠崎委員】 

しばしば自分の子どもがいじめられたらどうしようということを、親御さんから聞かれ

ます。もし状況が許せば保護者対象にも参加してもらったらいかがでしょうか。 

 

【小林委員長】 

 そうですね、対象というのも大事です。子ども、教員、保護者、関心ある地域の方々に

来ていただいて、対象も少し考えていく必要があるかもしれないですね。 

 今、五小の方を伺いましたので、六小の道徳の授業についてご報告や感想を踏まえてお

話をいただければと思います。 

 

【篠崎委員】 

 六小の一年生の道徳の授業を見学させていただきました。先生が東京都の研修をお受け

になったということで、大変お上手で惹きつけられてしまう授業でした。子ども達もとて

も良く聞いておりましたし、一人一人が大切にされているんだよというようなメッセージ

がありました。それから他の人も大事にしようねということもありました。さらに発展し

ていくことを期待しています。 

 

【伊佐委員】 

 私が普段回っているのは結構課題があるクラスなので、六小さんに行って、なんていい

子達なんだろうというか、本当にお行儀がいいというかきちんとしてて、先生も本当にお

上手でいい授業でした。その後校長先生とかともお話する機会がありまして、そこでのお

話も良かったんですが、これからどういった連続性を持って行くのかとか、家庭の協力な

しにはいじめとかを防止できないよね、という話をさせていただきました。例えば校長先

生も仰っていたんですが、時間数でいったら本当に限られた中で、家で数時間ゲームとか

テレビを見ちゃったら、ちゃらになっちゃうくらいの時間数しか実は学校では過ごしてい

ない。その中で色んなゲームの影響だったりとか、そこで起きていることというのは、親

御さんに大切さを分かっていただくというのが、一つ大きいですというお話も出ました。

授業でこういうことをやっているということは大切ですが、地域の方々とか保護者に如何

にそういういったことを理解していただくか、そして支えていただくかが大切だと思いま

した。以前に保護者から電話がありまして、昨年度いじめっぽいものを見たんだけどうま

く対応できなかった、どうすればいいですかというご相談でした。その時に一番困ったの

が、これっていじめなのかな、ふざけている延長なのかな、それをどう判断したらいいか

が私はできなかったんですというのが、ずっと悔やまれていたみたいでした。保護者の方

が主体で学校の先生がその場にいらっしゃらなかったんで判断に迷ったということでした。

例えばＰＴＡの方とか行事に関わってくださる方はもちろんですが、親御さんに今、教育

の中でどういうふうにいじめ問題を対応しているかとか、こういったところからいじめを
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どういう風に判断して対応を大人がしませんかとか、そういう共通理解を持つことが大切

だと思いました。 

 

【小林委員長】 

 一年生の道徳の授業ですね。 

  

【山田委員】 

 何か取り扱った題材はありましたか。 

  

【篠崎委員】 

 先生が作った紙芝居がありました。ＤＶＤでＢＧＭを流してお子さん達一人一人の顔写

真も流していました。 

  

【小林委員長】 

 先ほどもありましたが、一人一人を大事にするというお話がありましたが、まさに、そ

ういう授業を繰り返し、繰り返し着実に粘り強くやっていくと、二年生、三年生大きくな

っていく中で、一人一人が大事なんだという気持ちを持っている子は、いじめないという

か抑止力が培われていく。即効性のある指導というかダイレクトにこれはいけないと、厳

しくしかる指導も時には必要ですけれども、やはり少しずつ少しずつ積み上げていく、そ

ういう両面がないと中々いじめ問題、本質的に解消に向けての取り組みが難しいかなと思

います。そういったことを理解させる。理解どうやってさせるの。中々分かってはいるけ

れどそこが繋がらない。色んなケースや色んなことに触れて、心を耕していく時間が、今

学校の中で非常に求められていると思います。道徳だけではないですが、主たる時間とし

てそうやって活用していく。道徳の場合がダイレクトに、ダイレクトにダメだとかしかる

時間ではなくて、そういう気持ちを膨らませていく時間だと思います。限られた時間を大

事にやっていただければありがたいと思います。 

 今、話の全体の流れとしては、弁護士によるこういった授業は、できれば対象も含めて

検討して、委員会としては是非推奨していきたいという方向性にあるということと、もう

一つは道徳に関しても、今回は優れた授業を拝見したので、是非着実に全校進めていただ

きたいということですが、私はこの中で地域の方や保護者の方にも理解していただきたい

ということがありましたが、中々地域の方や保護者の方が学校教育活動、学校公開とかや

っていますが進まない訳ですが、事務局にお尋ねしたいんですが、道徳授業地区公開講座

というのを各学校年間、一回以上やっていると思うんですが、これは保護者の方とか地域

の方は、中々そんなたくさんはいらっしゃらないですか。 

 

【荒西指導主事】 



- 9 - 

 

 今年度、一学期小学校七校で実施していますが、各校がそれぞれに近年工夫をしており

まして、今、大体、地域、保護者合わせて、五、六十名の方に参加いただいています。た

だ、やはり全ての保護者対象にということではないので、一部の保護者の方への発信とい

うところは否めない状況です。 

 

【小林委員長】 

 これはやはり土曜日とか日曜日にやるケースが多いんですか。 

 

【荒西指導主事】 

 本市については全ての学校が土曜日に公開しております。 

 

【小林委員長】 

 比較的にお家の方も出やすい状況にはあるということですね。 

 

【荒西指導主事】 

 授業参観をしているのは、三百人とかはいらっしゃっているので、それの割合からする

とやはりその程度の割合の方がいらっしゃっているという状況です。 

 

【小林委員長】 

 ただ、道徳の授業は必ずしもいじめに関わるものとは限らない訳ですね。これは私の個

人的な考えではあるので、今すぐどうこうではありませんが、時には公開講座のテーマを

いじめに一回は絞ってやってみましょうとか、道徳授業地区公開講座は最低年一回はやる。

二回、三回やっている学校は他の地域や、もしかしたら市内にあるかもしれませんし、色

んなテーマでやりたければ、複数回数開催して一回はいじめで公開講座やってみましょう

とか、何かそういうようなことも、私は是非というのではなくて方法としては考えられる

かと思います。これは他にも教育課題ありますので、そう短絡的に、ここで委員会だけだ

とそういう要望もひとつありかなと思います。 

 それでは学校視察のことに関して全体を通して何かご意見、今出てきたのは、できれば

こうしたことに関して、道徳の授業は充実させることはもちろんですが、弁護士によるい

じめの予防授業は、冒頭事務局からもご案内がありましたように予算化する必要もある。

時期的なタイムスケジュールがありますので、委員会としても是非推奨したい、お願いし

たいというような観点から、私たちはここでそういった方向で話し合いを進めたというこ

とは一つ大事なことかなと思います。こういう方向でよろしいでしょうか。事務局の方か

ら他にあれば。 

  

【金子教育指導支援課長】 
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 視察については、今のご意見を教育委員会で再度報告をしたいと考えています。 

 

【小林委員長】 

 それでは、一番については以上で終了して次に進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、二番目のいじめ防止等の調査研究の実施等についてでございます。はじめに

にアンケートの趣旨であるとか内容、スケジュール等について山田委員からご説明をお願

いいたします。 

 

【山田委員】 

 今日の日付と私の名前が入った資料がお手元にございますでしょうか。一委員からの提

案ということなので、この委員会で是非検討していただければと資料を用意いたしました。

以下、この資料の説明を口頭で捕捉したいと思います。国立市のいじめ対策推進条例、そ

れからそれに基づいて定められているいじめ問題対策委員会規則を見ると、この委員会で

は色んな役割があるわけですけれど、いじめの防止等の対策の推進のために調査を行うと

いうことも、委員会の果たすべき役割として定められていると思います。正確には諮問に

応じて調査審議しとあるので、諮問がなければ動けないというふうにも解釈可能なんです

けれども、折角の機会というか、私の専門が社会調査でありまして、学校現場を対象とし

たいくつかのアンケートを実施したということもあるので、もしお認めいただければ、こ

のいじめ問題対策委員会として、国立市内の小中学校の児童・生徒を対象にしたアンケー

ト調査を実施するのはいかがでしょうかという提案でございます。色んな調査があり得る

と思うんですけれど、ここで提案したいのは、先ほど視察の時にもいくつか課題にあった、

いじめをどうすれば止めることができるのか、傍観者ではなくて抑止する援助行動が、ど

ういうふうに、どういう条件が揃えば促進されるのか、あるいはクラス内の人間関係、本

人の規範意識や学校生活の様々な状況が、援助行動を妨げるということもあり得ますので、

まず実態として、そういった援助行動がどれくらい起きやすいのか、あるいは起きにくい

のかを子ども達を対象に明らかにしていくような調査を実施するのはいかがでしょうかと

いうことです。この種の調査はたくさんあるような気もしまして、最近文科省から教員の

多忙化に関する調査結果が出て、多忙化の原因の一つは国や教育委員会からの調査だと、

私共にとっても耳の痛い結果が出ているので、中々現場の負担を考えるとむやみに調査を

することはどうなのかなということもありましたが、事前に教育委員会の皆さんに確認し

たところ、いじめをテーマにした調査というのは国立市では未実施で重なることはないと

いうことを確認しております。負担になるかなという気もするんですけれど、そこは事前

に学校と連絡を密に取って、なるべく無理のない形で調査の項目、内容、進め方等を調整

して試行的に実態を把握するというのが、今年度からいじめ問題対策委員会がスタートし

ましたので、最初の活動として実態を把握しておくのが、重要ではないかと考えて、私自

身としてはやはり現場の負担も懸念されますが、一つご協力をお願いして子ども達の実情
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を把握したいと考えています。以下はあくまでも、素案に過ぎませんので、委員の皆様が

ご覧になって、これは他のテーマがいいのではないかとか、対象も広すぎるとかあるいは

もっと絞ってというご意見もあろうかと思います。時期や質問項目についても同様だと思

いますので、忌憚のないご意見聞かせていただいて、もしお認めいただけるようであれば、

ここに書いてあるような調査を試行的に実施させていただければと思います。以下もう少

し詳しく捕捉します。 

調査テーマ、今申し上げたとおり、たすけあい行動を解明するというテーマです。援助

行動については社会心理学の分野で様々な知見がありますが、それを学校の現場に当ては

めてクラス内の人間関係とか、その中で高学年位になると例えば人気がある子どもが出て

来たり、人気のあるグループが出て来たり、場合によっては序列というと強過ぎますけど

グループ間の影響力の強さみたいなことに違いが出て来て、学校の場面の中で援助行動と

いうものがどういうふうに促進されたり抑止されたりするのか以外に分かっていない状況

なので、是非学校生活の日常とたすけあい行動についてアンケート調査で把握をして、友

達のグループ内部での回答者の位置とか、グループ間の関係がどういうふうに援助行動に

影響を与えるのかということを検討するという趣旨の調査です。調査対象者は、これはあ

くまでも素案なんですけれど、小学校の五、六年生、それから可能であれば中学生を対象

にということなんですが、学校側にまずはこういったことでどうでしょうかというふうに

お願いをして、大変そうであれば、例えば小六と中一だけとか、小六と中三とかこの辺は

現場の実情に応じて、対象者を絞っていけるかなと思っています。実施時期についてなん

ですが、もしこれをお認めいただける場合には、調査を実施させていただくことになるん

ですが、今年度中に何らかの成果をまとめることを考えて逆算すると、どうしてもここに

記載している夏休み明け、あるいは行事の後の時期辺りがよろしいのではないかと考えて

います。こちらも当然、学校側のご都合がありますので、調整を図ることになります。今

日もうひとつ資料として、中学校の学校生活に関するアンケートという綴じられた７ペー

ジもののアンケートがございますが、あくまでも見本でありまして、これを今日のこの場

で詳細に検討するということは出来ませんので、後でご覧になってここの表現が気になる

とか、この項目を追加した方がいいとか、あるいは削った方がいいということがあれば、

ご意見お寄せいただければと思います。大体これくらいの分量で、主な質問項目としては

先ほどの資料に戻りますが、ここに書かれているようなことについて、普段の学校生活や

人間関係、それから規範に関する様々な質問、アンケートの後半の方にイラスト入りでこ

ういう場面であなたはどうしますかということが書かれていますが、無視されているとき

にどうするか、あるいは叩かれたり、蹴られたりしているところを見たときにはどうなる

かというところが書かれていますが、この辺りでいじめに相当するような場面を見たとき

に回答する児童、生徒がどういうふうに振る舞うのか、あるいはその理由はなぜかという

ことを聞いていくようになっています。いじめに関するアンケートはいじめという言葉を

使うと逆に反応が、お互いの目を意識して回答する傾向もあったりしますので、アンケー
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ト内ではいじめという表現はあえて使わずに、普段の学校生活と普段の人間関係とあるい

は友人間のトラブルが起きたときにどうするのかというような、そういう内容の調査にし

ていこうかなと考えています。中学校の見本しか今回用意できていませんけれども、小学

校高学年ももう少し言葉の表現を分かりやすくしたり、あるいは小学校にはあてはまらな

い部活動とかそういったものは削除して、小学生版も考えていきたいと思っています。長

くなりましたが、どんなふうに実施するのかということが最後に書いていますけれども、

基本的には対策委員会として実態調査を実施できればというふうに考えております。調査

に係る実務は、私の研究室、私といじめについては関心もって研究している大学院生がお

りますので、その人達と相談しながら実務を進めていきたいと考えております。調査の結

果は報告書に取りまとめて、この委員会の場でもお示ししたいと思いますし、学校側にも

基礎的な資料として公開するということを考えています。こういった提案をする背景に、

私自身もいじめの問題に関心を持っているということがございますので、この機会に私の

研究活動にとっても凄く関心がある。それからいじめの実態を把握するとか、いじめの防

止に役立つような知見を得るということは、研究ということに限定されずいじめ防止、い

じめ問題対策委員会の活動の趣旨にも合致していますのでどちらにとっても意味があるよ

うなそういう調査を企画、実施させていただければということで、調査に係る費用は、研

究活動の一環としてやらせいただきたいと考えておりますのでこちらの方で。ここは議論

の必要がある箇所だと思いますけれど、もちろん実態把握するということが大事なんです

けれども、国立市で実施したとか、どこの学校でということを全部伏せた形で、一般的な

というか、いじめに関する小中学生を対象とした調査ということで研究的にも、今回知り

得た情報を活用させていただけると大変ありがたいです。この辺は皆さん色んな意見お持

ちだと思いますので、提案としてはそういう内容でございます。長くなりましたが私の方

からは以上です。 

 

【小林委員長】 

 ありがとうございます。それでは事務局から捕捉等あればお願いいたします。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 それでは、今山田委員からご説明ありましたので、事務局としていくつかお話を差し上

げます。まず、国立市のいじめ問題の基本方針のところには、このいじめ問題対策委員会

の協議する内容といたしまして、いじめの防止等のための調査研究等、専門的見地からの

審議ということで明記させていただいておりますので、そのまま今回の調査は該当する内

容であると考えております。また、いじめに関する調査については現在、教育委員会これ

は東京都もそうなんですが、いじめの数値やその内容については、からかいや暴力という

ような内容は数値的には把握しているんですが、その背景や、今山田委員がご提案された

グループでの関係、いじめを抑止すること等の援助行動については一切触れられていない
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状況ですので、是非そういった背景や、これから抑止に繋がるような内容として大変有効

であるなと考えています。また、本市といたしましては一橋大学との連携協定等を結んで

おりますので、今後も今年一年でということではなく、この研究を継続的に進めながら子

ども達のためになる防止策を本気になって取り組んでいきたいと考えています。また、経

過といたしましては、現在中学校の校長会に、委員の皆様が持っている文書と山田先生が

提案された文書とアンケートの見本ということでお送りしてるところが現状です。この夏

休み期間で目を通していただいて、事務局で取りまとめて調整を図るというような形で、

学校に対しては時間的には凄く忙しい中でという話だったんですが、中々一時間とるとい

うようなことはできませんので、１５分から２０分程度の内容で、子ども達が答えられる

内容でお願いしたいと考えております。スケジュールについては試験等がある期間は厳し

いんですが、それ以外であればこの９月、１０月の調整を図ってなるべく早い段階で実行

するということであれば、実施したいと考えております。以上でございます。 

 

【小林委員長】 

 それでは、ご質問とかご意見とか各委員から承りたいと思います。 

 

【岸委員】 

 今、事務局の発言にありましたけれど、いじめの件数とかいじめの種類というのは、都

とか教育委員会で実施している数字はありますよね。だけど、その背景とか特に子ども達

の心理的な動きとか、そういうところの突っ込んだ調査研究はほとんどないんじゃないか

と思います。そういう意味でこの調査研究は意義があると思います。 

 

【小林委員長】 

 先ほど山田委員からも学校には調査がいっぱいあるということがありますが、じゃあや

めますかという話でもないですし、岸委員からのお話もありましたように非常に貴重なも

のですので、やるということを想定した場合、であるならば、こういったものはどうだろ

うかとか、場合によってはここはいかがなものかとか出て来るかと思います。どうせやる

ならば、委員会として有効に子ども達のためにプラスになるような。最終的には子ども達

だと思うんですが、このアンケート調査の結果を基にして例えば全部細かく見ていないの

ですが、例えば教師の指導に役立つ視点とか、家庭教育において保護者が何か得られると

かそういう視点がどうかとか色々あると思います。ただ全部が全部注文付けるというのは

難しいと思いますので、この部分は是非とかそういうものがあればとも思います。ちょっ

と私から質問なんですが、アンケート内ではいじめという表現を用いてませんということ

が下の方にありますが、これはイラストがあっていじめられてる場面がありますが、その

説明に限ってということですか。それとも全体を通していじめというのをあえて使わない

のでしょうか。 
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【山田委員】 

 今のところあえて使わないということです。ただ、今日の前半のやり取りにもありまし

たけど、いじめは場合によってはいじめられる人も悪いことがあるみたいなことを、きち

んと尋ねた方が良いということであれば入れてもいいかと思うんです。いじめについて直

接聞くと、そのことで構えができてしまって回答の傾向が変わってしまうということもあ

るかなと思います。学校側の受け止めとしてもあまりいじめという言葉を多用すると、そ

のことによってそのことが一部の生徒に与える影響が懸念されて、この種の調査をすると

きにいじめについて直接聞くというふうにすると、これまでの経験から中々受け入れてく

ださることが難しくなることもあったので、そういうこともあってここでは使っていませ

ん。必ず除外するということではないです。必要があればいじめに関する質問も折り込む

こともやぶさかではないと考えています。 

 

【岸委員】 

 質問項目のところで、クラスの雰囲気とか批判に関する質問が含まれていますが、私も

仕事柄職場のメンタルヘルスの講演をしたことがありますが、企業のある組織が健康的な

集団なのか不健康な集団なのかということでは、個人がそこに適応するときに非常に大き

な因子になってきます。いじめもこの質問に入ると思いますが、学級が健康的な学級なの

かそうでないのか、かなり大きな因子になってくると思います。 

 

【矢野委員】 

 私は保護司として参加させていただいて、言わば地域の住民として参加させていただい

ています。文科省でいじめに関するアンケートを実施せよみたいな話が全国に行っている

んだと思いますけれども、ここで岩手の方で自殺があったということで、学校についてマ

スコミに取り上げられていて、それを見ますとアンケートを５月に実施したけれど、要は

アンケート結果をどのように使うか、使ってなかったのではないかと読み取れるんですけ

れど、そういうアンケートを実施した場合、結果をどのように、こういういじめに有効に

するために、どのような方法が考えられるのかというところも、話し合ってより効果が高

いやり方を考えておく必要があると思います。アンケートざっと見せていただいて、選択

肢が非常に多い。でも、これが子ども達が答えやすいのかなと。あまり少ないとどっちに

入るか分からないみたいなところもあります。多い方がいいと思います。新聞で読みまし

たが、名古屋市でいじめについてのアンケートを実施したということで、六十項目位に及

んでいるアンケートでそんなのも参考に見てみたいと思っています。それから文科省が用

意した見本としてのアンケート調査そんなのを見てみたいですし、子ども達が自然に自分

の気持ちを表出できるような誘導の仕方というのが、その辺の視点を大事にしてアンケー

トをやっていただきたいと思います。 
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【伊佐委員】 

 ちょっと細かいことかもしれないんですけれど、設問の１０なんですけども、グループ

に所属しているということに前提があると思うんですが、グループに入れない子がいるの

で、そこも聞き取れるようなところかなと思うのが一つです。もう一つは先ほど山田先生

も仰ったんですけれど、設問１５、１６あたりなんですけれど、無視したり、たたいたり

とかというのはみんな倫理的には良いとか悪いとか持っていると思うんです。場合によっ

ては仕方がないみたいな聞き方の方が、これだときっとみんなまずいと思う方に傾向とし

て来ると思います。仕方ないよねという項目があってもいいのかなと思います。もう一つ

が表現のことなんですけれど、設問１３なんですけれど、聞く方はできるだけニュートラ

ルな表現がいいのかなと思うので、やったとかという表現でなくＡのようにしたという、

お風呂を沸かしたとか悩みを聞いたり相談になったという形にした方が、普通にニュート

ラルに教えたみたいにした方が、ちょっと上から目線というか、なってしまうのかなと思

います。いじめという言葉だと逆に誘導的になってしまうと思うので、生活に関するアン

ケートという形で色んな生活を聞いていますし、その中で友達の対応を聞いていることで

いいのかなと思いました。後は、事務局から１５分から２０分位という時間があったので、

それにこれが果たしてできるのかということです。 

 

【篠崎委員】 

 十年前辺りの子ども達と違って今の子ども達はインターネット、メールそれからライン

を使っています。今の子ども達には必要不可欠です。このことをアンケートに入れていた

だきたいと思います。 

 

【小林委員長】 

 小学生の場合どこまで使っているかというのがありますが、今のご指摘は非常に重要で、

いじめ防止対策推進法でもインターネットによるいじめというのが、明確に記されてきて

いますので、そういったものを設問に入れていくというのも大事かと思います。私個人的

には調査をより正確にするという配慮の元で、あえていじめを使わないということは、一

つの選択肢だと思いますが、逆に本委員会の冠の下で行う場合、ある程度あえて出す必要

はないですが、自然にいじめというのが言葉として出て来て然るべきかなとも思っていま

す。その辺りは基本的なスタンスとして、どうしていくかということはあるんですが、私

は、むしろいじめというものが、言葉としてあって、こういう調査そのものも、ひとつの

いじめの抑止力としての効果があると思います。よく、いじめ発見のためにアンケートを

定期的にやって負担感とかあるんですが、発見するのが目的でなくて、そういうことをや

ることによっていじめに対しての気付きというか、教師も丁寧に指導していこうという出

発点にも再出発点にもなる。あまり気にせずにいじめに関しては、そういった調査をする
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ということは、私はそういった一つの考え方かなと思います。どういう形かはともかく、

いじめられてる子が時には悪いという、先ほど経験上かなり多くの子ども達がそこにシフ

トするといいますか、これを証明するような数値も欲しいかなと思います。というのは、

この結果を基にして、どうそれを委員会としてそれぞれの立場の方々に還元していくかと

いうのが大きなポイントになると思います。そうした場合に、こういうことをやったこと

自体がさっき申し上げましたように子どもに対して指導になっている側面もありますが、

それだけでは弱い。ということは子どもに対して、子どもに直接アンケートの結果をどう

こう中々言えないので例えば、教師の指導に役立てるような提言をできるような、保護者

に対しては、こういうことが分かったのでお家ではこういう取り組みも必要ですよねとい

う、なんか提言的なものをアンケートを通して、本委員会が一つ冠とする以上はそういっ

たまとめ方ができれば理想なんですけれど、そこまで踏み込んでいければ嬉しいなと思う

んです。中々難しいかもしれません。そういうことを考えたときに、完全にいじめという

言葉を隠してしまってやるというのはちょっと逆に無理があるかなと。ただ、意図的に使

いましょうとか、いじめに関するアンケートという表題にしましょうとか、そういうこと

ではなくて、表題はこういうことでいいと思います。生活の中の一つに、いじめの問題も

あるだろうということで聞いていっていいのかなと思います。聞き方でグループに入れな

い子とか色んな立場の子がいますので、これに関しては確かに配慮が必要で、逆にそうい

うものから浮かび上がって来る物もあると思います。こうやってご指摘いただいていると、

そういう視点も大事だと思います。進め方として、９月、１０月ということなんですけれ

ど、次回の開催の予定はどうなりますか。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 ９月１８日は視察ですが、全員が集まる訳ではないですが一番早く大勢の方がいらっし

ゃいます。 

 

【小林委員長】 

 場合によっては、もう少し詰めるという形で提案をいただけますか。ちょっとタイトで

すか。 

 

【山田委員】 

 郵送をしたり、もしパソコンの方が都合がいいという人は、ｅメールで今日のご意見を

踏まえたものをなるべく早めに委員の皆様に見ていただいて、そのやり取りで詰めていく

という形で、９月１８日までにできればと思います。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 こちらからメールアドレスが分かる方に関しましては、データを基にしてそれぞれ配布
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して赤を入れていただくなり戻していただいて、それを山田先生にお返しするような形で

事務局経由でこの期間で取りまとめます。 

 

【小林委員長】 

 今日はここで話せなかったけれど、是非こういうこともとか色んなご意見あった場合は

事務局にご報告するという形でよろしいですか。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 こちらで一旦預からせていただく形でよろしいでしょうか。 

 

【山田委員】 

 そうしていただければ。今日伺ったご意見は、それを踏まえて手直しをしたいと思いま

す。限られた時間でのご意見ですので、お気づきの点があればお寄せいただければと思い

ます。 

 

【小林委員長】 

 それでは、方向性としては是非こういった調査を進めていくということで、更に少しで

も有意義なものになるようにということで、次回までの間に一度ご提案をいただけるとい

うことですけれども、前後して何か細かいことでも気が付いたこと等があれば、事務局の

方にご連絡をメールなりお電話なり、そして調整を図っていくということで、次回に繋げ

ていくということでよろしいでしょうか。 

 

【山田委員】 

 実際、調査の時期は９月、１０月でなるべく早めの方が。確認ですが、基本的には前向

きに受け止めてくださるということで、実施時期に伴うスケジューリングがございますの

で、もしお認めいただければ、詳細についてのやり取りを夏休み期間中にやって、ある程

度大枠が決まったら、ある程度意見が出尽くした後は私に一任していただいて、後は学校

と調整をしながら調査を進めさせていただくというふうにすると、こちらとしてはありが

たいですが、手続き上はやや問題も懸念されることもあるかなと思うんですが、そういう

形で進めてもよろしいかだけ、この場で確認してもよろしいでしょうか。 

 

【小林委員長】 

 内容的にはよろしいと思います。実施に際して、学校のご意向とか色々学校行事との関

わりもあると思いますので、その辺は私達が内容についてもう一回見せていただいたり、

ご意見を申し上げさせていただくとともに、実施に関しては、ちょっと事務局の方と調整

をいただいた方がいずれにしろスムーズです。という形で学校に依頼するかとか、形式上
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のこともありますので事務局の方でやっていただくとありがたいです。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 今山田先生からご提案がありましたが、基本的に大まかな目途としては８月いっぱい位

までには、形を作って委員さん方のやり取りを事務局をキーにしながら、山田先生とやり

取りをして８月いっぱいを目途にある完成形を。また、学校との調整については同時期に、

いついつ位に何分位の時間でどんな方法でということも、８月までにはしたいと思います。

この次の９月１８日には完成形、またはその次の会もありますので、その時には委員の方

にこの形でやりますということで、９月１８日には完成形をお見せするような形で調整し

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

【岸委員】 

 ひとつ確認ですけれど、事務局の方で中学校の校長先生には提示されているということ

でしたけれども、小学校も同時進行ということなんでしょうか。 

 

【金子教育指導支援課長】 

 見本の方は、完成次第いただければ直ぐ小学校には配布いたします。 

 

【小林委員長】 

 それでは小学校、中学校共に実施する方向で、より濃いものをということで山田委員に

は大変申し訳ありませんがよろしくお願いします。 

 

【山田委員】 

 差し出がましい提案で申し訳ありません。後もう一点学術的にも利用させていただきた

いと思いますので、よろしいでしょうか。すべて自治体名も学校名も伏せた形でというこ

とで。 

 

【小林委員長】 

 それはよろしいですね。恐らく集計等でかなりの労力がかかると思いますので、当然そ

ういったものを、今後により生かしていただくということで是非よろしくお願いします。 

 

【矢野委員】 

 ひとつだけ伺いたいんですけれど、山田先生がまとめられて学術的に利用されるという

ことで、保護司会の方でも自主研修という形で年に何回か研修を持っていまして、もしそ

ういう場でも、相手は保護司のみですので利用させていただければと考えるんですがいか

がでしょうか。 
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【小林委員長】 

 それはよろいしんじゃないですか。 

 

【成瀬委員】 

 私も子どもの権利に関する委員会、子どもの問題に関する興味を持っている弁護士の委

員会活動に参加していますが、こちらの方でも何か紹介できるものがありましたら、分析

された結果なんかも紹介させていただければと思います。 

 

【小林委員長】 

 それぞれの立場で有効に活用していただくということで。 

 それでは次の三番目のいじめ事案の報告についてさせていただきたいと思います。本件

に関しては、個人情報等が含まれるということで非公開で行います。 

※非公開にて議事進行 

 それでは全体を通して何かございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは以上で議事は終了いたします。事務局の方でよろしくお願いします。 

  

【市川指導担当課長】 

 それでは小林委員長議事進行ありがとうございました。では次回の日程の確認をさせて

いただきます。次第の一番下になりますが、先ほど出ました９月１８日の金曜日と１１月

１２日の木曜日時間がいずれも９時から１１時となっております。それでは本日は大変お

忙しい中、大変中身の濃い協議をしていただきましてありがとうございました。いじめ防

止のための弁護士による授業、また道徳の授業を価値づけていただくともに、いじめ防止

のための調査の実施についても具体的な道筋を作っていただきました。また、当委員会の

役割についても、共通理解できたことが良かったと思っています。次回の学校視察もどう

ぞよろしくお願いいたします。それでは以上で終わります。ありがとうございました。 


