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○事務局 それでは、改めまして皆様、こんばんは。 

ただいまより国立市教育委員会いじめ問題対策連絡会を始めさせていただきます。 

本日、田島様のほうから欠席のご連絡をいただいているところです。 

では初めに、国立市教育委員会いじめ問題対策委員会委員長であります小林様よりご挨拶をいただ

きます。よろしくお願いします。 

○小林委員長 委員の皆様、そして事務局の皆様、こんばんは。国立市教育委員会いじめ問題対策委

員会２年目ということで、きょうスタートをいたしたところでございます。初年度は委員の皆様方の

ご協力、また事務局の方々のご配慮等でこの委員会、順調に進んできたかと思います。改めてここで

御礼申し上げます。 

２年目に入りまして１年目の成果をもとに、さらに国立の子どもたちが、いじめ問題などが起きず

に元気よく楽しく充実した学校生活が送れるということを目指して、私どもも少しでも力を尽くして

いければというふうに思っているところでございます。昨年同様どうかよろしくお願いを申し上げま

す。 

○事務局 それでは議事に移ります。 

ここからの進行は委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○小林委員長 それでは、ただいまより委員会を進めさせていただきます。 

初めに本日の議事を確認させていただきたいと思います。お手元に次第がございますけれども、ま

ず（１）「平成２８年度事業説明及びリーフレットの作成報告について」ということでございます。（２）

でございますが、「学校生活に関するアンケートの分析等について」ということでございます。（３）

「いじめ事案の報告について」ということでございます。 

なお、（３）の件につきましては、現時点では傍聴の方はいらっしゃいませんけれども、この報告

につきましては、国立市教育委員会いじめ問題対策委員会規則第６条４項の規定により非公開とさせ

ていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 それでは、ご異論ないようでございますので、（３）の部分につきましては、傍聴の方

がいらした場合、非公開ということで進めさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

それでは議事の１番目「平成２８年度事業説明及びリーフレットの作成報告について」事務局から

ご説明をお願いいたします。 

○事務局 では、お手元の資料で、ちょっと次第とは順序が逆になってしまうのですが、初めに教育

フォーラム児童生徒意見リーフレットについてご報告申し上げます。 

委員の皆様からご意見いただきまして改善ができたところと、なかなかちょっとビジュアル的に改

善が難しかったところがございますが、おおむねご意見を取り入れさせていただいてつくらせていた

だきました。 

このリーフレットにつきましては、この４月、５月に中学生及び小学校の５、６年生へ配付いたし

まして、学級づくりの時間や道徳の時間、そういったものを活用しながら話し合いの学習材として子

どもたち自身がいじめについて考えるということを狙いとして活用してくださいというお願いを校長

会のほうでいたしました。全学級ではないのですが、そのように活用させていただきます。また、ご

意見いただきましたので、保護者会等での配付ができるようにということで電子データ等もお配りを
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して、適宜保護者会等でお示しいただくということで活用を考えております。 

まず教育フォーラム児童生徒意見リーフレットについては以上でございます。 

では、引き続いてよろしいですか。 

○小林委員長 お願いいたします。 

○事務局 では「平成２７年度いじめ防止対策推進事業実施スケジュール等のイメージ概案」横判に

なっておりますＡ４のものをごらんください。 

いじめ防止対策推進については命の教育推進事業と、ここは５本の柱で教育指導支援課の重点事業

として進めております。内容といたしましては、大きな項目で１番から４番を挙げております。いじ

めについては今年度「保護者、地域とともに子どもたちが主体的に考え、行動する国立市いじめ防止

対策推進基本方針等の具現化」ということで掲げさせていただきました。昨年度は「子どもたちが主

体的に考え、行動する」という一文だけだったのですが、今年度につきましては「保護者、地域とと

もに」ということを加えさせていただいて、昨年度末のまとめのときに、こちらも委員の皆様から保

護者や地域の方にもかかわった防止対策をというお話がございましたので、その趣旨を反映させたも

のでございます。 

２番については、人権教育を柱とした学校づくりを推進する。特に日々の教師の温かい言動を大切

にしていきたいということを求めております。 

３番については、生命尊重について、また自尊感情、他者への思いやりということで、特に道徳教

育を通じて醸成できればというような目標になっております。 

４番については、大震災や食物アレルギー事故等の教訓を踏まえ、３領域についての子どもたち自

身が危険を予測し、回避する能力を育成すると。熊本の地震に際しましても、やはり子どもたち自身

がどう動けるかということはとても大事だと思いますので、この４つが命の教育推進事業の柱という

ことにさせていただいております。 

本委員会にかかわる内容といたしましては、下段の項目で挙げております。昨年度委員の皆様、継

続ということなので概要はご理解いただいていることだと思うのですが、昨年度試行したということ

で、弁護士によるいじめの防止授業ということを小学校全校で新規事業として加えたいというふうに

考えております。また、成瀬委員にはさまざまご支援いただければ大変ありがたいなと思っておりま

す。 

また視点として、先ほども掲げさせていただいたのですが、やはり学校現場として組織づくり、い

じめの認知等についてどのように対応していくかというのは非常に大きな課題であります。この後非

公開のいじめの報告等もさせていただくのですが、やはりその中でも学校の課題というのは、後ほど

報告させていただきますが、見えております。そういったところも重点を当てていきたいと考えてお

ります。 

また、今年度の大きなものになるかと思うのですが、いじめの認知ということを考えていく、要す

るに件数ではなくて認知ということで、そういうことを気づいたり発見する力を教師が身につけるこ

とがとても重要であると。要するに「件数が多いからだめなのだ」の今までの発想ではなく、いじめ

を事前に早く見つけ出すと、そういったところにぜひ力を入れていきたいというふうに考えておりま

す。 

また昨年度もお話ししたと思うのですが、東京都では大変いじめによる自殺者、自死者が多くなっ

ています。前年度を多く上回っているという数値でお話を東京都からいただくことがありましたが、
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その際に大人に相談していないと。命を失ってしまった子どもたちの状況を確認すると、やはり大人

に相談できていないという状況がありますので、ここにあります援助希求を子どもたちがみずからで

きる力をぜひ身につけていきたいなと、育てていきたいなというふうに考えております。 

また今年度からなのですが、幼稚園・保育園と学校、学童も含めて連携をしっかりとりながら、い

じめというよりは人間関係のあつれきを乗り越えていく力というものも醸成していきたいというふう

に考えております。 

またスクールバディについては今年度も継続して実施してまいります。 

先ほどお話しいたしました保護者の参加・協力ということに特に重点を当て、昨年度行っている教

育フォーラムについては、ＰＴＡの会長さん、役員さん等にもご協力をいただいて話し合いのほうに

も参加をしていただくような準備を進めているところでございます。 

また１学期、２学期、３学期につきましては、大まかな内容を取り上げておりますが、この問題対

策委員会でかかわる部分については、今年度は保護者向けの啓発リーフレットをぜひ作成していきた

いなという部分がございますので、ぜひご協力をいただければと考えております。 

以上雑駁でございますが、説明を終わります。 

○小林委員長 ありがとうございます。それでは、ただいまの報告につきまして何かご質問やご意見

等があればお願いをいたします。いかがでございましょうか。 

ちょっと私から。基本的に昨年と同じような内容の部分もありますし、特に今回新たにというもの

については、いかがでございましょうか。 

○事務局 先ほどの弁護士によるいじめの防止の授業ということが全校展開ということですので、そ

の辺の日程調整等がちょっと大変かなという部分がございます。また、この後、山田先生からお話が

あるかと思うのですが、昨年度行いましたアンケートの分析とその成果の発表というのですか、それ

をどのような形で進めるか、これもまた保護者のほうに返していくような手だてなども工夫していた

だいたり、意見交換いただければというところが大きなポイントになるかなというふうに考えており

ます。 

○小林委員長 ありがとうございます。昨年、小学校における弁護士による授業については、この委

員会でも参観をさせていただきまして、非常に内容もすぐれたものであり、国立の子どもたちもぜひ

全校やってはどうかというご意見もあったかと思いますので、そういう点では前進しているのかなと

いうふうに思っております。 

もう１つちょっと質問させていただきたいのですが、昨年、中学校でまた別の形での取り組みを私

ども経験したわけですが、中学校の取り組みについてはどういうふうになっているでしょうか。 

○事務局 中学校につきましては、いじめ防止プログラムということで、昨年度同様の形を委託しま

して、講師の方から各クラスごとに４時間の授業とその後スクールバディを募りまして、個別のそう

いう対応というのですか、そういった講義を受けるというような流れは同じでございます。 

○小林委員長 わかりました。こちらも私ども昨年たしか三中で拝見したと思いますが、子どもたち

も積極的に取り組んでいたということで、これも継続して全校展開して、スクールバディとの関連も

ございますので、内容としては非常に充実しているかなというふうに今感じました。 

ほかに何かご質問とかご意見、委員の方々から。よろしいでしょうか。 

それでは次の議事に移らせていただきたいと思います。 

その前にリーフレットも一応こういう形でご説明がありましたが、委員の方々からのご意見もいた
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だいて、このようにまとめて、各学校で授業の教材として活用していくということでございますので、

またそういった学校で取り組んだ様子なども何かの折に教えていただけるとありがたいなというふう

に思います。 

それでは、次に議事の２番目「学校生活に関するアンケートの分析等について」ということで、こ

の件は山田委員からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山田委員 よろしくお願いいたします。先ほど配付いたしましたＡ４判表裏の４ページをご参照く

ださい。 

最初にお詫びというか、経過のご報告なのですけれども、２月の会合のときには年度が替わる前に

詳細な分析をということでお伝えしていたのですけれども、諸事情で分析の作業が大幅におくれてお

りまして、本日は、ほんのさわりの部分だけご紹介するという次第でございます。 

それで今後の進め方はこれから相談させていただくことになると思うのですけれども、先ほどの実

施スケジュール等のイメージ概要に書かれてある形では何とか、２学期ぐらいまでには何がしかの成

果物をというところはちゃんと守っていきたいと思っておりますので、ご了承いただければと思いま

す。済みません。 

それで、きょうお示しするのは、ほんのさわりの部分でありまして、１ページから４ページまで表

がたくさん並んでおります。 

まず１ページの上の加害・被害経験について小学校、中学校という図ですけれども、これは１２月

にお配りした資料をそのまま再掲したものでして、今回のアンケートの後ろのほうに加害・被害等に

ついての経験を尋ねている項目があります。上が小学校で下が中学校ということで、質問は６項目あ

りまして「友達に意地悪や嫌なことをした」それから「携帯電話やパソコンを使ってそのようなこと

をした」「友達から意地悪や嫌なことをされた」ということで、友達から直接加害行為をしたか被害行

為をされたのかということと、それから携帯電話やパソコンなどを通じて、いわゆるネットいじめと

呼ばれるようなことに関する質問が最初の５つですね。残りの２つが、これは、いわゆる傍観者と呼

ばれることと関連しておりまして、目撃したことがあるかどうか。最後は逆にはやし立てたりしたか

という、そういう質問です。 

これを見ると小学校、中学校とも、いわゆるネットいじめと呼ばれるようなものはかなり割合が少

ないということと、それから全然なかったと答える児童・生徒が大体４割から５割弱ぐらいあると。

加害・被害経験についてはそういう感じになっているという状況です。 

１ページの下が、これはきょう初めてお示しするものなのですけれども、上の６つの質問を組み合

わせまして、特に１ページの下は友達に嫌なことをしたか、されたかということを組み合わせて、上

は「１週間に何度も」から「全然なかった」まで頻度を聞いているのですけれども、一度でもそうい

うことを経験している人は経験しているというふうにカウントして、被害経験・加害経験が両方ない

ケース、それから加害経験はしたことがあるけど被害経験はないケース、それから被害経験のみ経験

あるけれども加害経験はないと。それから加害経験・被害経験ともにあるケースというふうに組み合

わせると４つの類型ができますので、それを１ページの下は友達に直接そういうことを、意地悪や嫌

なことをしたか、されたかという２つの設問を組み合わせて４つに分けたものの構成比。 

それから２ページの上は、これはインターネット等、携帯電話、パソコンでそういうことをされた

かどうかということを同じ組み合わせで４つに類型化したもので、それを小学校５年生から中学校３

年生までの全ての学年で調査をしていましたので、学年の推移とともに、その構成比がどう変わるの
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かということを図示したものです。小学校５年生、６年生それぞれの学年のパーセンテージを合計す

ると１００％になるということです。 

１ページの下ですけれども、特徴がざっと書いてありますけれども、まず一番左側の「経験なし」

というドットの縦棒グラフの割合をごらんいただければと思いますけれども、これは学年進行ととも

に増加する傾向があります。小学校５年生では２５．９％、６年生では２６．６％、中学校１年で３

４．４、中２で３６、中３で４２．５ということで、つまり加害も被害も経験していないというふう

に分類される児童生徒の割合がほぼ一貫して上昇していると。 

それから、もう１つの特徴は、小５、小６ではちょっと６年生は上がっているのですけれども、そ

れ以降は「加害・被害経験あり」要するにどちらも経験したことがあるという児童・生徒の割合が大

体減ってきているということで、小６をピークに中１で３７％、中２で３５．３％、中３で３５．８％

というふうにこれは減っていくと。これが学年を比較してみたときに系統的に浮かび上がる変化とい

うことで、それ以外は「加害経験のみ」「被害経験のみ」という真ん中の少し濃い網かけと斜線のパタ

ーンがあるやつについてはふえたり減ったりという感じで、かつパーセンテージの変動もほかの２つ

と比べるとそれほど大きくないというような、そういう感じになっています。 

ですから、いじめ・いじめられる関係を経験していないという子どもがふえてきているというのが

１つと、それから小学生の間は加害者と被害者が流動的な状況が比較的あって６年生が一番多いわけ

ですけれども、中学校になるとその傾向がかなり減ってきているということですね。これは「経験な

し」を取り除くと、別の言い方をすると、いじめとか「加害経験のみ」ある人たちと「被害経験のみ」

ある人たちが総体的にふえるということを意味していますので、全体で見ると「経験なし」の人がふ

えるので良好なのかなという気もするのですけれども、実際いじめ・いじめられ関係にある人だけを

取り出してみると、加害も被害も経験しているという生徒は減っていますので、役割が固定化してく

るといいますか、全体の変化で見ると減ってきているのですけれども、その中で加害者・被害者が、

やや固定化されがちであるような状況がここから伺えるように思います。 

２ページになりますけれども、こちらは携帯電話やパソコンを使って同じような加害・被害経験に

ついて類型化したもので、これは「経験なし」という人が減少していくという、友人に直接というこ

とと比べると逆の傾向が出るのですけれども、これはそもそも携帯電話の所持率が中学校になると増

加しますので、そのことの影響が若干反映されているのかなという、そういうふうに解釈できると思

います。それが系統的に見られる課題です。あとはそんなに、そもそも加害・被害経験そのものが少

ないので、あとはちょこちょこ動くという感じで、そんなに一貫した傾向を見出すことはできないと

いう状況にあります。 

参考までに２ページの下の黒い縦棒グラフ、これは文部科学省の調査データをここに抜粋したもの

ですけれども、これは教員のほうが把握している認知件数ということですけれども、こちらは中１が

ピークになって減っていく。小林先生からも前回か前々回かご指摘があったと思いますけれども、全

国で学校として把握している認知件数で見ると中１がふえるのですけれども、今回１ページの下にあ

るように、そういう傾向が国立市の中では特にない。質問の仕方が違っていて、１学期の間に意地悪

や嫌なことをしたか、されたかというような聞き方をしていて自己申告なので、そういったことが反

映しているようにも思います。あえて書かないとか、そういう可能性もありますので、認知件数と比

べると自己申告制になるということで、やや信頼性というか、数字の確かさに違いがあるという、そ

ういう点は留意していただければというふうに思います。ただ、私の事前の予想だと中１が一番多い
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のかなと思っていましたので、ちょっとそういうふうにはなっていないというところが意外な結果で

ありました。 

それでは裏面、こちらはちょっと表が並んでいて、かなり見づらくしてしまっているので申しわけ

ないのですけれども、３ページが小学校、左側ですね。４ページが中学校で、先ほどの４つの類型「加

害・被害経験がない」それから「被害経験のみ」「加害経験のみ」「両方あり」ということで、ちょっ

と先ほどと列の順序が違っているのですけれども、似ている項目をちょっと近づけたりしているので、

先ほどの図とは順序が違っていますが、意味は同じです。その４つのグループごとに上の表は学校生

活にかかわる質問、小学校ではクエスチョン４、中学校ではクエスチョン６ですけれども。下が家族

との関係について聞いている項目が並べられています。 

それで、これはちょっと見づらくて申しわけないのですけれども、一番上のクエスチョン０４で小

学校の「経験なし」というところをごらんいただければと思いますが、これは「私は学校に行くのが

楽しみだ」という回答に対して「よく感じる」と答えた加害・被害経験がない子どもが３５．１％、

「時々感じる」が４９．６％、「あまり感じない」９．７％、「全く感じない」が５．６％。縦に合計

すると１００％になるということで、それを「経験なし」層、「被害経験のみ」層、「加害経験のみ」

層、「両方経験している」層で比較できるようになっているところで、横に比べていただくと４つのグ

ループの特徴がわかるようになっていて、全体というのは、これを全部合算した全体の傾向というこ

とになります。 

質問の文言の後にアスタリスク、星印がついている項目が幾つか並んでいるのですけれども、これ

は統計的に見て４つのグループの間に有意な、顕著な違いが見られたものについては星印がついてい

て、その傾向が強いほどアスタリスクの数がふえるということになっています。印がないやつは、違

いはあるのですけれども、それほど顕著な違いではないというふうに理解していただければと思いま

す。どういう違いが出てきたのかというところだけ私のほうでぱっと見て気づいたものに網かけをし

ているということです。 

小・中学校の比較なのですけれども、広げて横に見ていただくと小学校、中学校比較することが可

能になるのですが、大体同じような傾向が出ているのですが、中学校のほうが星印がついている項目

が若干星印の数がふえる傾向があります。 

つまりこれはどういうことを意味しているかというと、中学校のほうが経験していないという人が

ふえてきますので、つまり、いじめ・いじめられ関係とは無縁の人たちがふえてきて、残りの人たち

が、先ほど見たように役割が固定化するとか、そういう傾向があるので「経験なし」という層とほか

の層の違いがちょっと強く出てきていて星印がふえているような、そういうふうに恐らく解釈するこ

とができるのかなというふうに思います。 

小学校と中学校大体同じなので小学校を見ていただければと思いますけれども、幾つか特徴があっ

て４つのグループのうちで小学校が顕著なのですが、「加害経験のみ」ある人たちと「両方ある」とい

う人たちの網かけがそろっているところがわかるように、だから加害経験があるかないかで結構子ど

もたちの学校についての意識が変わってくるというような、そういうのが小学校に特に顕著に出てい

る特徴です。 

じゃあ、どういう特徴があるのかというと、２番目の「日曜日の夜、またあしたから学校かと思う

と気分が悪くなる」と。学校に行くのがちょっと嫌だなと、そういう回答項目は「加害経験のみ」と

「両方ある」と網かけのある枠ですけれども、そこがほかと比べると高くなっています。それから「学
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校の勉強はつまらない」という逆の質問になりますけれども、それは「被害・加害経験がなし」の人

たちと「被害経験のみ」が結構似ていて１６％ぐらい。加害経験がある人たち、加害・被害経験両方

ある人たちはその半分になっていて、ですから加害経験があるという人たちは学校があまり好きじゃ

ないというふうに、ごめんなさい、逆ですね。「学校の勉強がつまらない」「全く感じない」、学校が好

きだというふうに加害経験がない人たちはそう思うのに対して、加害経験があったり加害・被害経験

がある人たちはつまらないと感じる傾向がやや高くなる。「あまり感じない」の割合に差があるので、

そんなに顕著ではないのですけれども、そういう特徴があります。 

それから、その次の「学校はいろんな決まりが厳しい」というところは「加害経験のみ」それから

「両方あり」の人たちはほかの２つのグループと比べると、やや高めの数値が出ている。「経験なし」

「被害経験のみ」の人たちは全く感じないと回答している割合が高く出ているということで、規則に

対する忌避感といいますか、それがいじめ加害経験のほうと結びついていることが推測できます。 

それから、飛んでクエスチョン４のＧというところですが、「行事にはクラスで協力して取り組ん

でいる」と答える割合で「よく感じる」と回答する人が「経験なし」層が一番多くて、大体全体的に

高いのですけれども、クラスの団結感みたいなことを感じている生徒はあまりいじめ・いじめられ関

係とは無縁な状態にあるというふうに言えるかもしれません。 

それから一番下の「嫌な先生がいる」。これはやはり「加害経験のみ」と「両方あり」層が高く出

ておりまして、これをざっと見ると、やはり学校生活に対してある種の窮屈さを感じているような、

そういう人たちがいじめ加害経験と連動している。これはどちらが原因で結果なのかわからないので

両方あり得るのですけれども、国立教育政策研究所のいじめ研究でもストレスが結構大きな原因にな

っているという調査結果が明らかになっているのですが、これはストレスそのものを聞いているわけ

ではないのですけれども、学校生活全般に対するある種の窮屈さみたいなことを感じていることがい

じめ加害経験の有無に結びついているのかなと、そういう解釈が成り立つように思っています。 

それから３ページの下、これは家族との関係について同じように４つの類型について聞いていて、

網かけをしているものだけ取り上げますと「家にいると気が休まる」というのは、やはり「経験なし」

と「被害経験のみ」の人たちがとても感じる割合が高くて「加害経験のみ」「両方あり」は、割合は１

割ぐらいなのですけれども、「経験なし」「被害経験のみ」層と比べると倍近いですね。あの人たちは

そういうことはあまり感じない。家でもさまざまな葛藤を抱えている様子が若干伺えるということで

す。家の人とのコミュニケーションの割合、これは統計的な差は出てはいないのですけれども、「経験

なし」「被害経験のみ」層の人が高いと。 

それから１つ飛ばして一番下の「家族には何でも話せる」というのが、これは加害経験者がほかと

比べると「あまり感じない」「全く感じない」という割合が高くて、この辺も学校におけるストレスだ

けではなくて家族との関係におけるある種の葛藤といじめ加害経験というものが結びついている状況

が伺える。小学校では特に４つに分けたのですけれども、大体大きく２パターンの反応が伺えるとい

う、そういう結果になっています。 

中学校も基本的には同じような感じなのですが、やや「加害経験のみ」と「両方ある」人たちの反

応が少し変わってきていると。それから「被害経験のみ」の人たちだけに見られる特徴が幾つか出て

きているという違いが、小学校との対比で言うと、ややあります。そんなにすごく違うわけではあり

ません。 

上からまた申し上げますと「学校に行くのが楽しみだ」については、これはやっぱり「被害経験の
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み」の人たちがあまり感じないという割合が、ほかと比べると高目に出ていることが気になります。

つまり小学校における被害者は学校の楽しさということはあまり変わらなかったのですけれども、左

側の小学校。中学校だと「被害経験のみ」を経験している人たちが小学校と比べると固定化する傾向

が伺えますので、ちょっと気になる違いが出てきている。それから「加害経験のみ」の人も結構学校

に行くのが楽しみだということですね。この辺がどう解釈していいか、なかなかいろいろあると思う

のですけれども、小学校と違う形で統計的に有意な差が出ているところが気になる結果です。 

それから「日曜日は気が重くなる」というのは「被害経験のみ」の人の割合が、これも小学校とか

なり違う傾向ですけれども強くなってきていて、「両方ある」も高いほうということで、これはやっぱ

り加害経験というよりも、むしろ被害の経験が学校に行くことの気の重さと結びつくようになってい

るのが中学校の特徴なのかなと、そういう感じです。 

それから２つ飛ばして「学校の勉強はつまらない」。こちらは加害経験がある人たちが「よく感じ

る」と答える割合がほかと比べるとちょっと強いですね。すごく変わるわけではありません。「両方あ

る」という人たちは「時々感じる」のほうが一番高くなっていて、勉強のつまらなさといじめ被害経

験があるかないかということが、やや結びついているようにも思われます。「全く感じない」割合は網

かけしていませんが、「経験なし」と「被害経験のみ」は「加害経験のみ」と「両方ある」と比べると

２倍以上になっていますので、勉強の楽しさみたいなことに対する楽しめないということが「加害経

験のみ」とつながっているのかなという、そういう感じです。 

それから、その下の「学校はいろんな決まりが厳しい」。これは小学校と同じで規則に対する忌避

感が強い傾向が、左の２つのグループですね、「加害経験のみ」と「両方あり」層に顕著に出てきてい

て、逆に「経験なし」と「被害経験のみ」の人たちは「全く感じない」と回答する割合がほかのグル

ープでも高目だということです。「係や当番の仕事が多過ぎる」。これは小学校のときにはそんなに差

がなかったのですけれども、中学校では右の２つのグループのほうが「全く感じない」割合が高くな

っているということです。 

「嫌な先生がいる」についても小学校と、これは大体同じ感じなのですが、「経験なし」層と何ら

かの形でいじめ加害・被害に巻き込まれている人たちの違いがあるのかなという感じで「嫌な先生が

いる」と感じる割合がほかの３つのグループでは高くなってきていて、「経験なし」層、こちらは中学

校ではマジョリティーになっているのですけれども、この人たちと比べて差が出てきている、そうい

う状況です。 

済みません、長くなりましたが、下の中学校の家庭のかかわりもアスタリスクが３つついている項

目が小学校と比べるとふえていて、中学校のほうが家庭との葛藤を感じるか、感じないかということ

が、いじめ加害・被害経験と連動している傾向が強くなっています。こちらは、やはり家族との関係

がポジティブに回答して「経験なし」層が多くて、網かけしていますが、「家では自分の思いどおり過

ごせる」「家にいると気が休まる」「家の人とよく話をする」「家族には何でも話せる」という割合がほ

かのカテゴリーと比べると高くなっている。それに対して「加害経験のみ」層は下のほうに網かけが、

「家の人とよく話をする」で「あまり感じない」「全く感じない」が高くなっていますし、「家族には

何でも話せる」というのは「両方あり」と「加害経験のみ」の人、下に網かけがしていますので、こ

ちらは加害経験があるということが家族との葛藤と結びついているのかなという、そういう感じです。

ただ「両方ある」と答える人は「家の人とよく話をする」は、それなりに高く「やや感じる」が強い

ので、小学校と比べると２つのグループは似ているということから若干変化が出てきているようにも
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思います。 

済みません、ちょっと駆け足になって、私もまだ分析の途中なのでそんなにクリアにこうなってい

ますと断言できないのですけれども、例えばそういういじめ加害経験を類型化したときに、学校生活

の様子とか家庭とのかかわりというものに若干違いが出てきているだろうということがわかってまい

りました。今後友人関係についてはかなりたくさんのことを聞いているので、友人関係とそういった

いじめ加害・被害経験とのつながりであるとか、これは個別の質問で見ていますので、それをちょっ

と指標化して学校生活の総体的な満足度とか、家族との関係の総体的な葛藤の有無みたいなことを、

合成変数という言い方をするのですけれども、複数の質問を集約して、それぞれどれぐらい聞いてい

るのかということをちょっと今後やっていこうかなというふうに思っています。 

済みません、ちょっと長くなりましたが、以上です。 

○小林委員長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの報告につきまして何かご質問

ご意見等があれば承りたいと思います。いかがでございましょうか。 

○矢野委員 山田先生、どうもありがとうございます。どのようにまとめられるのかなと思っていま

して、まだ途中ということですが、お話も添えていただいて、よくわかりました。 

要は、先ほども山田先生がおっしゃいましたけれども、やはり加害者……学校においても家庭にお

いても何らかのストレスを抱えているのではないかなというふうなお話、それから、やっぱりそうい

う子たちは必然的に学校の勉強がつまらなく感じるというような話もやっぱり数字に出てきているの

かなというふうに思いまして。 

それで１つ気がついたのですけれども、特に星印がついていなかった学校のほうの下から２番目…

…。 

○山田委員 「私の気持ちをわかってくれる……」 

○矢野委員 そうです。理解してくれる先生がいるかいないかというところで、やはり小中、特に中

学校で、要はあまりいないと感じる方たちが被害・加害者に多いというのも何かちょっと顕著な回答

ではないかなと思いまして、先ほど事務局の課長のほうからお話がありましたけれども、やはり日々

の教師の温かい言動を通して人権が尊重される学校づくりの推進というところで、やはり自分のこと

をわかってくれる先生がいるかいないかって、被害者にとっても加害者にとってもとても大きいこと

ではないかなというふうに思いますので、これも何らかのコメントというか、伺えればというふうに

思いました。以上です。 

○山田委員 ちょっと詳細に分析していく必要があるのですけれども、私の感じで言うと、学校の窮

屈さみたいなこと、「嫌な先生がいる」というのはすごく星印がついているのに対して、「私の気持ち

をよくわかっている先生がいる」、差はあるのですけれども統計的に意味のある違いにはなっていない

のは、決まりの厳しさとか、学校は嫌だなという感情とすごくいじめ経験が関連していて、「私の気持

ちをよくわかってくれる先生がいる」については、下と比べるとそんなに差がないと。総体的に差が

小さいのは、学校の窮屈さとか規則とか決まりに対する葛藤みたいなものが特に強く、ほかの項目と

の兼ね合いを見ると、反応を分けているのかなという感じがあるのです。だから、ご指摘のとおり、

確かにこういう先生がいるかどうかというのはすごく重要なことなので、もうちょっと精査して何ら

かの関連性がないかどうかということを少し見ていきたいとは思います。ありがとうございました。 

○小林委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

今の「私の気持ちをわかってくれる先生がいない」という質問がありますね。例えば、ここでは先
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生という聞き方をしていますけれども、学校にはカウンセラーの方もいらっしゃいます。そういった、

いわゆる子どもたちに先生という中にそういうカウンセラーの方も入っているのか、またはそうでは

ないのか。カウンセラーの方に入っていただいて、よりよい効果を得られているというようなことも

あろうかと思いますし、子どもからすると先生もカウンセラーも一体的に思っているのか、そういっ

たところがちょっと興味深いなと。 

○山田委員 そうですね。この設問は、そういうカウンセラーがそれほど普及する前に昔の調査で何

度か使った比較可能な定番質問なので、当初は、だから先生といっても教員だったのですけれども、

そうですね、今は大分文脈と変わってしまったので少し聞き方を考える必要があると思います。 

○小林委員長 何か追跡みたいなのができると、そういうところを明らかにすると、そこでまた糸口

になるだろうと。 

何かここはわかりづらいとか質問とかでも結構だと思うのですけれども、いかがでございましょう

か。 

あと、全国調査だと中１が多いと。本市では、あまりそういう傾向は見られない。これはやはり今

後さらにいじめ対策を進めていく上でも貴重な糸口になるのかなと思うので、それぞれの地域の実態

がありますので、それに応じた見方をして対応していくのも大切だなと思いますね。 

○山田委員 いわゆる中１ギャップ的な変動というものが今回見た限りではそんなに。もしかすると

ポジティブに見てもいいかもしれません。 

ほかの項目でも少し学年ごとに変化を見て、もしかすると、あることについては中１ギャップはあ

るけれどもほかはないということもあると思いますので。 

○小林委員長 比較でまた。 

○山田委員 ちょっとこれだけで全てを結論づけることは難しいとは思います。 

○小林委員長 わかりました。 

ほかに。よろしいでしょうか。 

それでは、次の議事に移らせていただきたいと思います。 

それでは、次は非公開ということでされるのですが、ちょっとここで一旦休憩をさせていただきた

いと思います。 

――了―― 


