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国立市教育委員会いじめ問題対策委員会 記録 

 

日  時：平成２８年６月２１日(火)午後７時００分～午後８時３０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、田島委員 

欠席委員：なし 

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、 

中道指導支援係長 

傍聴者 ：２名 

 

次 第 

 

１ あいさつ 

 

２ 議事 

（１） 教育フォーラム実施案について 

（２） 学校生活に関するアンケートの分析等について 

（３） いじめ事案の報告について 

 

３ 事務局から 

 

配布資料 

・教育フォーラム開催要項（案） 

・学校生活に関するアンケートの分析等について 

・不登校重大事態に係る調査の指針（平成２８年３月 文部科学省初等中等教育局） 

 

 



 ２ 

○事務局 それでは、改めまして皆様、こんばんは。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。 

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。まず初めに、

国立市教育委員会いじめ問題対策委員会小林委員長にご挨拶をいただきます。 

○小林委員長 改めまして、皆さん、こんばんは。ご多用のところ本委員会にお集まりいただきまし

て、ありがとうございます。学校のほうも、早いものであと一月で夏休みを迎える、そういう時期に

なりました。ここのところ大変暑い日が続いておりますが、恐らく各学校では水泳指導も始まったと、

そういう時期になると思います。学校が何よりも安全で安心で、子どもたちにとって楽しい、充実し

た空間であるということが大事だと思いますけれども、私どももこの委員会を通して、少しでも子ど

もたちの毎日の充実した学校生活が実現できるように、力を尽くしたいというふうに思っております。

本日も忌憚のないご意見をお寄せいただき、会議を深めてまいりたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○事務局 それでは、議事に入ります。委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小林委員長 それでは、それぞれ机上に本日の次第がございますけれども、初めに本日の議事の確

認をさせていただきます。 

まず１番目は、教育フォーラムの実施についてでございます。２番目は、学校生活に対するアンケ

ートの分析等についてでございます。３番目は、いじめ事案の報告についてでございます。なお、３

番目のいじめ事案の報告につきましては、国立市教育委員会児童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、よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○小林委員長 ご異議がないようですので、非公開といたします。 

 それでは、議事の１番目、教育フォーラムの実施案について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、お手元の資料、教育フォーラム開催要綱案について、ご説明申し上げます。こ

のフォーラムですが、昨年度に引き続き、２回目の開催ということになります。 

今年度につきましては、大きないじめの未然防止を目的としたフォーラムは同様でございますが、

児童・生徒に加え、保護者地域の方に数多く来ていただきながら協力を得て、学校、家庭、地域住民

がいじめ問題について考える一助とするということを大きな狙いとしております。子細については、

教育委員会いじめ問題対策委員会、また国立市のいじめ問題対策連絡協議会が主催ということで考え

ております。日時につきましては、８月３０日火曜日、時間はまだ確定しておりませんが、一応午後

２時４５分から２時間程度を予定しております。会場につきましては、くにたち市民芸術小ホールを

昨年同様お借りして、会を進めさせていただきます。参加対象者といたしましては、市立小中学校の

児童・生徒、保護者、教員、地域教育の関係者、地域住民、また近隣大学生、東京女子体育大学及び

一橋大学ということで、小林委員長、また山田副委員長等を通じて、教育やそういったことに関心の

ある学生さんがいらっしゃいましたら、ぜひご参加いただければありがたいなと思います。またこの

後の内容のほうでご説明申し上げますが、グループ討議等にもしよろしければ参加するようなことも

できればというふうに考えております。 

６番になります。内容についてですが、大きく二本柱で会を進めさせていただきます。１つはグル

ープ討議、こちらは４つのグループを芸小ホールのフロアでつくりまして、ここに書いてありますが

およそ１グループ児童・生徒４名、また保護者、各委員会の委員、これはまだ決定ではございません
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が、大人の方に入っていただいて７名で１グループをつくっていただくようなことを考えております。

また司会進行等は、もし可能で整うようであれば大学生に分担していただくと。この狙いは、なるべ

く子どもたちと世代が近い方が進行、まとめをしていただくようなことが、すばらしいのではないか

なというふうに考えております。またそれがかなわないようであれば、事務局のほうで分担をしなが

らということで考えております。 

設定テーマにつきましては、１番としまして、グループ協議ですが、いじわるや嫌なことをされる

子にも悪いところはあるのかと。こちらは、山田委員の学校生活のアンケートのほうで話題になりま

した本市の子どもたちが、小学校、中学校ともに、１割近くの子が肯定的であったというような内容

を踏まえて、それを子どもたち自身に投げかけ、本当にそうなのかどうか。また子どもたち自身がそ

のことに対してどう考えているのか、そういう意見交換ができればということが１つテーマとしてご

ざいます。 

２つ目が、大人に相談するにはどうしたらよいのかというようなところになります。こちらは、再

三話題になっております自殺等をしてしまうようなお子さんが、援助希求がなかなかできないという

現状があります。そこら辺に大人の方の考え、子どもの考え、いろいろあると思いますので、実際に

困ったときに相談する大人との関係性というのですか、そういったところをこの討議のテーマとして、

一応２つ考えております。時間的なものや内容等を含めてご意見を頂戴できればと思っております。 

続いてそれを受けて、パネルディスカッションを開催いたします。パネラーとしては、４グループ

の代表の児童・生徒４名、同じくグループに所属していた保護者、地域の方から２名、コーディネー

ターとして１名、計７名で予定しております。流れといたしましては、グループで話し合った内容を

簡潔に発表していただくと。それを深め、掘り下げていくということを中心にできればなと思ってお

ります。時間のほうも４０分ということで限られておりますので、全てが全てここで何か答えを出す

ということではなく、これを各学校や地域、保護者の方が持ち帰って、話の端緒としていただくとい

うようなフォーラムに持っていければなというふうに考えております。 

裏面については、おおよそのタイムテーブル、会場の設営、当日までの日程等を書かせていただき

ました。 

事務局からは以上でございます。 

○小林委員長 それでは、教育フォーラム開催要項の案につきまして、ご質問・ご意見等があればお

願いいたします。 

○岸委員 ご丁寧な説明をしていただきましたけれども、参加対象者のことなのですが、国立市内に

は私立の小・中学校もあると思いますけれども、その辺のことについてはどういう見解をお持ちなの

でしょうか。 

○事務局 設定の８月３０日という日にちのほうで、夏休み期間か、または始まっているのか、そこ

ら辺が不確かですので確認させていただきまして、お声かけをするような方向で。グループに急に入

るというのは難しいのですが、フロアのほうで席を用意しているようなところは、ぜひつくって広げ

ていきたいなというふうに考えております。 

○岸委員 ぜひ参加を呼びかけてください。 

○小林委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○成瀬委員 設定テーマの②の大人に相談するにはどうしたらいいかという設定テーマなのですけれ

ども、これはかなり限定的なテーマということですけれども、私の意見ですけれども、誰かに相談す
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る、弁護士のいじめ授業なんかでもそうなのですが、大人に相談できないときには、親しい友人であ

ったりとか、誰でもいいので相談してほしいと。そうすることによって、今の苦しみですね。こうい

ったものが減らせるのではないかという視点で、大人に相談するにはというふうにテーマを絞ってし

まうと、子どもたちも少し議論の幅が狭くなってしまうのではないかなというのがちょっと気になり

ました。その点はテーマをもう少し広げるということもあり得るのではないかなと意見を言わせてい

ただきます。 

○小林委員長 この点に関していかがでしょうか。 

○事務局 趣旨としては、誰かにという意味がありますので、ここら辺は検討させていただいて、今

回、大人の方が一緒に入っていただくというグループのテーマの設定上、ちょっと強調して大人への

相談ということで書かせていただいたのですが、背景としてはもちろん誰かに相談できるようなとい

う意味で進めていきたいと考えております。 

○小林委員長 テーマについてご質問があったわけですけれども、ほかにいかがでしょうか。テーマ

１、２とありますけれども。もちろんテーマ以外でも結構です。 

 私からよろしいでしょうか。テーマの１番のほうですが、実は昨年度も大分話題に上ったいじめら

れる側に何か原因があって、いじめられる側も悪いみたいなね、そういう考え方がいいのかどうか、

そういうようなものの流れかなとは思うのですけれども、このような表現でよろしいですか。私はち

ょっとわかりづらいかなというような思いを抱いております。 

○田島委員 おっしゃったように、いじわるや嫌ことをされる子にも悪いところがあるというのは、

大半の子どもがそうだと言っていたので、この設定ですと、「悪いところもあると思う」で終わってし

まう。それをどういう方向に導きたいかというところまで考えての設定をしたほうがいいのではない

かと思います。 

○成瀬委員 恐らくなのですけれども、感覚としていじわるや嫌なことをされる子にも悪いところは

あると。場合によっては、いじめも仕方ないだろうと思う場合があるという子どもたちが結構感覚的

に多いとは思うのですけれども、逆に子どもたちがみんないじめはいけないよというのは十分わかっ

ているのですよね。そこのギャップをどう考えるかという、場合によっては、あのいじめは仕方ない

よね、やり返されているよねと思う部分と、でもやはりいじめはいけないよねと思う部分のそこのギ

ャップをどう考えるのかという、その部分をぜひ議論してもらいたいというか、問いかけていきたい

なとは思います。 

○小林委員長 いかがでしょうか。先ほどもちょっと申し上げましたように、いじめられる側にも問

題があるから、そのいじめは仕方がないみたいな、そういうようなことではいけないのだと、それは

間違っているのだという方向で大分いろいろと流れがあったところですけれども、そのことを狙って

いるかも、それ以外で事務局が何かお考えがあって設定しているのか、その辺はいかがでしょうか。 

○事務局 今、成瀬委員からご指摘いただいたような、やはり人権上もいけないという、子どもたち

に教え込むのではなくて、そういう場面に気づくような何か話し合いの中で進めて、大人の方とでき

ればいいのかなとは思うのですが、それはもう本当に当日のことになってしまうのですが、そういう

意図でつくっております。 

○小林委員長 昨年小学校で見た授業でたしか、そういうことで子どもたちに手を挙げさせて、だん

だんそうではないのだと、どんな理由があってもいじめてはいけないのだと、そういう別の問題なの

だと。いけないことに関しては、もちろんそれを容認するという意味ではなくて、だからといって理
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由づけていじめるということはいけないのだよというその部分ですよね。そうすると、個人的な考え

では、いじめでは嫌なことをされる側においては、要するにいじめられるということですよね。です

から、臆せずいじめという言葉を使ってもいいように思いますし、そのあたりの言い回しですね。も

うちょっと論点が明確になるような表現が。要するに人の欠点や悪いことをあげつらって、それを理

由にいじめるということは、それは決して許されることではないのだという、そういう側面。どうで

しょうか、その辺でもしご意見があれば。 

○伊佐委員 弁護士の授業を受けているお子さんだったら、そういう方向に話がいくかもしれないの

ですけれども、果たしてこの児童・生徒４人というのは、その学年に相当して悩んだ場合は、それは

悪いよねというところになったときに、例えば大人が参加しますよね、その人たちがそういうほうに

意見を持っていくという形になってしまうと、ちょっとやらせチックな感じにならないかなと思うの

と、ちょっとテーマの設定というのは慎重にしたほうがいいのかなと。これは何かちょっと誘導的に

なってしまうかもしれないし、あるいはいじめ授業を受けた前提があっての子たちが出てくるという

ことであれば、またちょっと展開は違うかもしれないしとなると、その児童というのがどこまで、本

当に全くフリーに選ばれるのか、それともその授業を受けた子たちが来るのか。あと参加する大人は、

その子どもたちの意見をどういうふうに、聞いていくだけでいいのか、それとも、もし委員が入ると

なると、いいですか、そうじゃないというぐあいになってしまうと、もしかしたら委員はいないほう

がいいのかなとか思うのですけれども、そこら辺はどうなのかなと思います。司会進行の大学生によ

りますよね。進行者が難しいかなと思います。 

○小林委員長 かなり核心的な部分でもありますから、そこが違った方向に行くと、やはりそれはそ

れでまずいですよね。それから今、委員がおっしゃったように、誘導的なものも、その効果が十分で

はないかなと思いますよね。テーマ設定が悩ましいような感じがします。 

○成瀬委員 先ほど事務局のほうから、アンケート結果を踏まえたテーマというご説明があったと記

憶しておりますけれども、アンケートの中に確かにいじわるや嫌なことをされるという表現を使って

いるのですが、これはあえていじめという表現を使わずに、何かいじめを使ってしまうと、児童・生

徒は、それはいけないものだという認識があるので、なかなか率直に思うところを書いてくれないだ

ろうということで、アンケート上では、いじわるや嫌なことをされる子もというそういう表現を使っ

ているのですけれども、ただフォーラムはフォーラムで、特にそろえる必要はないのかなと。これは

個人的な意見なので、委員長がおっしゃるように、いじめられると使ったほうが、論点が明確になる

かもしれないと少し思いました。そこはアンケートとそろえる必要はないのかなと思いました。以上

です。 

○小林委員長 このグループ討議でどこまで持っていくかということですよね。全てをということに

なるとなかなか難しい部分がありますし、もうちょっと間口を広くして、例えばいじめはなぜ起こる

のかみたいな、そういった幾つかの意見を出してもらって、次のパネルディスカッションに持ってい

くという、そういう方法も考えられるかもしれないですね。 

○矢野委員 ちょっと質問なのですけれども、フロアに４つのグループを置き意見交換を行うとある

のですけれども、設定テーマ１、２というのは、例えば２グループに分けて、２つのグループはテー

マ１を話し合うと。もう２つのグループはテーマの２を話し合うというふうに分けるのでしょうか。

それとも、１つのテーマを順番にやるのでしょうか。 

○事務局 こちらは時間の兼ね合いもあるとは思うのですが、一応こういう話題として、グループに
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両方とも投げかけるような形ではどうかということで、そういう案で提案したのですが、分けてとい

うことではございません。時間的に２つは厳しいようであれば、少し絞り込んでということも十分に

考えられます。以上でございます。 

○矢野委員 先ほどもご意見が出たと思うのですけれども、テーマ１と２というのは、何かレベルが

ちょっと違うような気がしまして、１に近づけるのであれば、２のほうを例えばいじめられている苦

しみを減らすために、軽減するためにはどうしたらいいかみたいな設定にしたほうが、結果として大

人に相談するというのが出てくるかもしれませんし、出てくるかもしれませんけれども、いじめを受

ける子が、苦しみから救われる方法というのをみんなで考えていくという形にしたほうが、子どもた

ちとしたら意見が出やすいのではないかなと思います。 

○小林委員長 テーマ１と２に関連性を持たせてという意見ですね。ほかにいかがでしょうか。 

○篠崎委員 グループの中に児童・生徒と大人がいるわけですけれども、こういう場合、どのような

意見が出てくるのかというのが予測できない。 

○田島委員 テーマ１のことだと、例えばですけれども、この会にいじめられている子がもし参加し

たときに、悪いところはあるのかというような切り口だと、そこで傷つくかなというのもある気がす

るのですよね。なので、表現としてそこが悪いだとかいうよりも、どちらかというと許されるいじめ

はあるのかではないですけれども、正当化できるいじめがあるのかというようなほうに、言葉がいく

ようにしていったほうが。これだとどうしても、いやそいつも悪いよねみたいな形になってしまった

ときに、万が一、今までそういうことを経験したときに、もう一回傷ついてしまうという感じがある

のかなという気がします。そこの表現はちょっと皆さんと考えたほうがよいかと。 

○成瀬委員 許されるいじめはあるのかという、何だそのテーマはということで子どもが割と興味を

持ちやすいかなというところと、いろいろ感想が出てくるかなという投げかけ方はいいかなと思いま

す。ただ確かに小林委員長がおっしゃったとおりで、ちょっと微妙なテーマではあるので、ある程度

子どもたちがその中でどんなふうに持っていってくれるのかというのが読めないところがありますの

で、まずはいじめがどういう場合に起きるのかということある程度出してもらって、それをディスカ

ッションのほうで、その先に発展させていくというやり方もあるかなというのは考えております。 

○小林委員長 十分にお尋ねしたいのですが、もう時期的にはそろそろ固めていただけるのではない

かですよね。そうすると、設定テーマ２のほうは、大人という表現はもう少し配慮が必要だけれども

ということですが、テーマ１のほうのスタンスをどのようにしていくかということですね。テーマ１

のほうがちょっと子どものというよりも方向性ですね。 

○成瀬委員 児童・生徒さんは、学年はどのあたりを想定されているのですか。 

○事務局 中学校の２年生がメインになり、５年生、６年生、高学年ということになるかと思います。

中学生のほうは、スクールバディの昨年度に続いて経験をそれぞれ積んでいる子たちがおりますので、

その子たちの中から出るような形で予定しております。 

○小林委員長 そういったご意見としては、いじめという文言を使うことに関しては、全体的には肯

定的だと思います。あとは例えば許されるいじめはあるのかとか、またはいじめはなぜ起こるという、

そういう全体的な大きなテーマで。許されるいじめはあるのかとなると、かなり集中的な形になると。

その辺のところをどちらに、あえてここで委員会としては、今後のことを考えるということですね。 

○成瀬委員 前回の教育フォーラムを拝見して、子どもたちが主体になって企画化したという、すば

らしかったのというふうに思うのですけれども、その場では結構、どうしていじめが起きるのかとい
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う話をいろいろ出し合ってもらって、話ができていたと思っていて、そこから発展化するという意味

がどれほどあるのかわかりませんけれども、もう少し一歩進んだテーマという形で、許されるいじめ

が、あるいは正当化されるいじめはあるのかということで議論してもらうというのは、１つ意味があ

るのかなと思います。 

 スクールバディの取り組んでいる子たちがメインになってくれるということであれば、ある程度積

極的に議論ができるのかなというふうに思います。 

○田島委員 小学生が２名ぐらいの参加だったと思うのですけれども、今年はちょっと少なかったか

なと思うのですがどうですか。 

○事務局 もう授業が始まっていた段階で小学生を集めるのは難しく、今年はバランスよく学校から

というふうに考えておりますので、その辺は何とか改善したいと思います。 

○岸委員 昨年もフォーラムをやって、今のお話が出ていますね。なぜいじめは起こるのかというテ

ーマでやったわけですから、それも挙っていましたよね。テーマを絞り込んどいたほうがはっきりす

るかもしれませんね。 

○小林委員長 それなりの成果を踏まえて、もっと実効的なものを望んでいるということで、あえて

許されるいじめはあるのかといったような、ちょっと表現はいろいろあると思うのですけれども、そ

ういうふうに絞ってというようなご意見が大分出ていました。いかがでしょうか。 

 フォーラム自体の全体の時間もあると思うのですけれども、昨年はこんな成果が上がったよという

ことを具体例で何か示せるような、そういうものが取れるのかどうかですよね。今年はそういったも

のを念頭に置いてもう少し深めてフォーラムをやっていきましょう。こういう会議はよくあるのです

が、開けばいいだろうみたいな、そういうようなものであってはいけないと思います。やはりそれが

真に国立の子どもたちのために生きていかなければいけない。やはりそういう意味では、きちんと１

回目やったことを無駄にしないで、段階的にやっていくという、そういうものがはっきりと見えたほ

うがいいのかもしれませんね。 

それでは、このフォーラムのテーマに関しては、許されるいじめはあるのかみたいな、文言はもう

少し吟味していただくとして、そういった方向性でテーマを絞って、それに当たっては会の中で、冒

頭、第１回目の成果を披露して、そしてそれを踏まえてそれを発展させていくということを。テーマ

２のほうは、先ほど大人だけでいいのかというふうに、ここら辺のところの検討を少し進めて、相談

するにはどうしたらいいかということでテーマづくりをしていくということで進めていただければと

思います。 

テーマ以外に何かありますか。 

○田島委員 またちょっとテーマになってしまうのですけれども、最後のパネルディスカッションの

ほうで、よいいじめはあるのかということがあって、あと誰に相談できるかみたいなものがもしあっ

たとすれば、パネルディスカッションのところでいじめという手段を取らないためにはどうしたらい

いのみたいな感じのテーマにするといいのかなと思ったのです。 

○小林委員長 パネルディスカッション自体も何かテーマ性を持ってということですね。確かにこの

部分では、グループ討議に関してはテーマが明確に示されていますけれども、パネルディスカッショ

ンに関してはありませんね。 

○田島委員 このグループ討議でテーマを掘り下げて、どうするというのであれば、もしかしたら多

分よいいじめというか、許されるいじめはあるかないかみたいな話と、あと相談するのはどうしたら
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いいのというふうな流れで来ていたとしたら、やはりいじめという手段を取らないにはというふうに

すると、いじめられてしまう子の防止策と、いじめてしまう子の防止策というのも、もしかしたら出

るのかなと。やはりそのいじめという手段を取らないためにはというふうなことも、何か弁護士の授

業を受けていて、そこが大切なところかなと思って、もちろんいじめられてしまう側の防御も大切な

のですけれども、いじめという手段を取ってはだめだよねという授業でもあると思うのですね、あの

授業は。だからその手段を取らないために、いじめたいほうも相談したらいいねみたいなことも出て

くるのかなと思うのですけれども、もしかしたらちょっと操作し過ぎなのかもしれないですけれども、

流れとしてはそういうふうに行ってくれるといいと思うのです。 

○小林委員長 グループ討議では、やはり私たちが誘導するわけではなく、いろいろな意見が出てき

ていいわけですね。ただパネルディスカッションでは、例えばこの中には委員は入らないのですかね。 

○事務局 コーディネーターはどうかと、全般的なことを昨年度も踏まえてご理解されている方が進

めたほうがいいかなというふうには思っているのですが。 

○小林委員長 これを見たら１人いるにしても、例えばその方向性を委員として明確にここで発信し

ていくというのが必要かなとは思うのですけれどもね。それからいろいろなアイデアというか、子ど

もなりの考え方も、それぞれの立場で出していくような。 

 私自身危惧するのは、許されるいじめはあるのだよみたいな、それが安易に流れていって、パネル

ディスカッションのほうもそういうような方向になっていってしまうと、ちょっと収拾がつかなくな

ってしまうと思うのです。それは本委員会としても、そういう方向はいかがなものかなというか、少

なくともいろいろな意見は認めながらも、委員会としてはきちんと発信していくという場面が会って

もいいのかなと思うのですよね。 

○田島委員 時間が短いですよね。この時間内でどう収めていくかというのは、かなり難しいような

気がします。 

 １つよろしいですか。テーマとは関係ないかもしれないのですけれども、つながるかもしれないと

思うのが、このリーフレットをお配りして投げかけたわけですよね、ご家庭で話し合ってということ

を。その後、学校でどんな話し合いが持たれたかとか、そういうことはされたのでしょうか。 

○事務局 まだ確認はしておりませんので、この機会に、１学期の終わり程度に、それが返ってご意

見がいただけるような形でお願いしますということでは終わっておりますが、こちらにフィードバッ

クするような形は、そこまで求めていなかったものですから。 

○田島委員 何かそこでこういう話し合いを家に持ち帰ってこんなことをまた議論したというのが出

てくると、それを踏まえてというのもありかなとは、テーマ設定ができるかなとは思ったのですね。

これを配って終わってしまったらもったいないですよね。 

○小林委員長 確かに今、田島委員が言ったように、時間設定を考えると、パネルディスカッション

はちょっと厳しいですよね。結局、グループの代表、委員、それぞれ児童・生徒と保護者がいる。全

部で何人ですか。 

○事務局 代表児童・生徒で４名、保護者で２名の６名です。 

○小林委員長 そうすると、グループの代表というのは、上のグループの代表ですよね。それで保護

者は、上に関係なくみんな来ていただくと。 

○事務局 グループに引き続いて。 

○小林委員長 どちらかのグループですね。それでも６名ですから、一通り意見を言って終わってし
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まう感じになってしまいますよね。 

○事務局 今、おっしゃっていただいた意見と流れを踏まえて、パネルディスカッションについては、

そこで全て答えが出るあれではないと思いますので、恐らく子どもたちが意見を発表するだけでもす

ばらしい場なのかなというふうに思います。発信の場として大勢の方が聞いてくれるだけで。そのよ

うな捉えで、何か決定的なものを出すとなると４０分では足りないかなと思うのですが、事務局とし

ては、子どもたちの主体的な発信の場として捉えていただければ、そこに大人が聞いていただく、ま

たは一緒にいただくことがいいのかなというふうに、そんなイメージで思っているのですが。 

○小林委員長 要は、運営のグループ討議のある意味では発表的な意味合いですよね。それでは、一

応そういう方向で組み立てていただくということで。あと何かありましたらどうぞ。それ以外の部分

でも。 

済みません、ちょっと確認なのですが、この最初のグループ、児童・生徒は、今回小学校と中学校

２名と、保護者、それから各委員等となっていますけれども、この委員というのは、本委員会を示す

ということでよろしいのですか、それともそれ以外の委員を想定しているのですか。 

○事務局 実はＰＴＡの役員さんたちの会にも、そういったこともお願いしていることもあります。

またここにあるいじめ問題連絡協議会も同様の委員会を開催しておりますので、バランスを取りなが

ら考えております。 

○小林委員長 それから司会が大学生だということなのですが、この場合は、そうするとこの１グル

ープ７名ですか、それにプラス１ということですか。 

○事務局 総勢４名ということを想定しております。 

○小林委員長 あと何か委員の方で、よろしいでしょうか。ぜひ実のあるものになるように、私ども

はできる限り協力したいと思います。 

それでは、ほかによろしいでしょうか。では、次の議事に移りたいと思います。議事２、学校生活

に関するアンケートの分析等について、これにつきましては、山田委員からご説明をお願いいたしま

す。 

○山田委員 ホチキスどめの今日配付した資料、学校生活に関するアンケートの分析等についてをご

らんいただきたいと思います。毎回小出しで申しわけないのですけれども済みません。前回、４月は、

加害被害経験の状況を踏まえて、いじめた、いじめられた経験がない、それから加害経験だけがある、

被害経験のみがある、加害・被害経験両方があるという４つのタイプ分けをして、それぞれのタイプ

と個別の質問項目との関連性を見てきたわけなのですけれども、今回はそれを前提にしながら、前回

は１つ１つの項目とどう関連しているのかということを示したのですけれども、今回ご報告する資料

では、学校生活、それから家族との関係、そしてクラスの中の友人関係を使って、ある種の尺度得点

というものを分析のときに使ったりするのですけれども、物差しをつくろうということで、物差しを

つくったというのが最初の話で、その内容説明を最初にしていきます。それをもとに４つのタイプで、

それぞれの物差しの得点がどう違うのかということを個人レベルで示した上で、最後に学級単位でど

ういうふうになるかということを分析していた結果を順を追って説明したいと思います。ちょっと統

計的な話もありますので、かいつまみながら説明をしたいと思います。 

まず物差しのつくり方ですが、１ページの上の四角にある学校生活に関する質問ということで、Ａ

からＩまで９つの質問がこのアンケートでは設定されているわけなのですけれども、前回この個別の

質問にどう答えたのかということに関してなのですが、今回は全く感じないと答えた人は１点、よく
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感じると答えた人は４点という得点を与えて、星印がついているのは、これは否定的なことを聞いて

いるので、よく感じると思う人は１点、全く感じないという人は４点、逆転項目という言い方をしま

すが、得点を割り振りました。一番単純なのは、それを足し算するリッカート法というやり方がある

のですが、今回はもうちょっとそれぞれの回答傾向の分布を見たり、人によってはよく感じるがすご

く多い項目とか少ない項目もあるので、そういったことを加味した手法として主成分分析という統計

の手法があって、点数が出るのですけれども、平均点がゼロ点、要するにプラスになるほど学校生活

にも肯定的である。マイナスになるほど否定的である。具体的には、肯定的な得点が高いほど、学校

に行くのが楽しみだと思うし、気分が重くならない。９つの質問を１つに縮約するというやり方でや

って、それで尺度得点というものを計算しました。これが適切かどうかという事前のチェックがあっ

て、信頼性係数というのを出すのですけれども、これは大体０.７前後あれば、大丈夫だと言われてい

て、それを満たしているということを確認した上で、そういう物差しになる得点を出しております。 

それから、２番目の家族との関係に関する質問、５つの項目を聞いているのですけれども、これは

家族の１人１人が勝手なことをしているというのは、これは否定的なことを聞いているので、これは

逆転項目にしています。やはり上と同じような統計手法を用いて、家族との関係が良好だというふう

な児童・生徒ほど得点が高くなります。あるいはなかなか関係がうまくいかないと答える児童・生徒

は、点数がマイナスになります。平均がゼロなので、プラスであると肯定的、マイナスだと否定的と

いうことです。信頼性係数は小学校でやや０．７を下回っているのですけれども、これぐらいは許容

範囲だろうというふうに判断しているということです。 

それから１ページの下に、クラス内の友人関係に関する質問なのですが、これはちょっとページが

またがって申しわけないのですが、めくっていただいて２ページに小学校のクエスチョン８になるの

ですが、発言の受け入れやすさ、自分の発言が受け入れられているというふうに答えるかどうかです

ね。自分はクラスの中心と思っているなど、項目の並びが小学校と中学校と違っていて、これはこれ

から説明を申し上げますけれども、ＡからＫの１１の質問を使っています。これは学校生活や家族と

の関係は、項目数もそんなに多くないですし、それから肯定的なのか否定的なのかという、２つのど

ちらかに回答傾向が分布するような、そういう質問なのですけれども、友人関係はちょっとそれより

もやや違う次元のことを聞いていますので、１ページに戻りますが、因子分析という統計でよく使わ

れている手法を用いて、この１１の質問に影響を与える潜在変数、ちょっと言葉が難しくて申しわけ

ないのですけれども、因子分析というのは性格判断とかによく使われていて、アンケート用紙に質問

項目をつくるじゃないですか。丸をつけるわけですよね。だけど心理学者が知りたいのは、丸をつけ

た結果ではなくて、その背後にある心理的な傾向を知りたいということで、丸をつける傾向性の背後

に、何か心構えというか、あるいは性格といったものがあるだろうと仮定をして、それは丸をつけた

回答傾向からアンケートでは聞いていないけれども、知りたい項目を逆に推計していく、コンピュー

ターで計算していくという手法が因子分析という手法です。 

その結果が２ページに書いてあって、これは小学校も中学校も３つの因子、つまり１１の質問に影

響を与える３つの要素がある。これは心理学者だと性格とか心理的な傾向ということになりますけれ

ども、私らのような社会学だともうちょっと広く捉えて、友人関係のスタイルみたいな、そういうも

のとして想定をしています。因子分析は、図の見方が難しいのですけれども、質問が並んでいて、小

学校を例に取ると発言の受け入れられやすさ、自分はクラスの中心人物、ありのままの自分を見せら

れる、クラスメイトに顔やスタイルを褒められるという、その横の網かけをしている数字が並んでい
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ますけれども、これは因子負荷量と言ってですね、その因子が１１の質問の中でも特に影響力が強い

質問がこれだと。その因子負荷量が１に近づけば近づくほど、その因子が個別の質問に与える影響が

強いと、そういうふうに言えるのですね。質問の順番が入れかわっているのは、因子負荷量の大きさ

を見て、順番を変えているためでして、因子１というのは、網かけがしているように最初の４つの質

問が非常に強く影響を与える。因子分析は、その因子負荷量を見ながら分析する人が、この因子はど

ういう意味があるのかなということを解釈するのですね。因子１に人気と影響力と書いてあるのは、

これは回答者が、どれぐらい自分はクラスの中で人気があるかという、自分のほかの人に対する影響

力があると考えている因子がまずあって、それが先ほど言った発言の受け入れやすさとか、クラスメ

イトに顔やスタイルを褒められるという４つの質問の回答結果に影響を与えているということをアン

ケートの結果をもとに、コンピューターを使って推測をしたと、そういう意味です。真ん中の対人ス

トレスというのは、網かけがしてあるのが因子負荷量が高い項目で、なかでも私のことをわかってい

ないとか、クラスメイトにばかにされていると感じる、友達づきあいが面倒。これを見ると、何か友

人関係にストレスを感じているから、こういう回答傾向に丸を、そう思うにつける傾向があるという

ふうに解釈をして、対人ストレスというふうに名づけました。因子３は、下の網かけの別の質問項目

で、クラスメイトの意見にあわせる、中心的な人物である、一緒にいる友達は自分と同程度の成績、

ここは同じような仲間とグループを組んでいるとか、あるいは意見を合わせるとか、中心的な人がい

てその人の言うことは聞くみたいな、そういう姿勢をあらわしているというふうに解釈をして、同調

性というふうに名づけました。下が中学校で、大体特徴というところが、それから因子相関行列とい

うのがあるのですけれども、これは３つの因子がどれぐらい相互に関連しているのかという数値を出

していて、これは全体値が１に近づくとすごく、一方の因子を多く持つ人は、他方の因子も多くなる。

正の相関関係があるという言い方をしますけれども、これで小学校で見ると、因子２と３ですね。縦

と横を組み合わせた数字を見ていただくと、が相関行列なのですけれども、行で見ると因子２、列で

見ると因子３が交わるところに、０．３１７という数字があって、これはどこで見ても同じなので、

真ん中の列と一番下の行の０．３１７と同じ数字なのですけれども、これは因子２の対人ストレスを

多く持つ生徒は、因子３の同調性が強い傾向にあるという、そういう関係になります。これはゼロに

近くなるほど関連がないと。 

中学校は同じように３つの因子が出て、ただ因子の順序が違っていて、中学校は対人ストレスが因

子１になると。人気と影響力が因子２になり、協調性が因子３となって、因子の順番が変わるのは、

中学生のほうが対人ストレスを抱いているかどうかということが、全ての質問傾向に丸をつけるとい

う今、一番重要な軸になっているという、そういうことを意味していて、因子１のほうが１１の質問

項目に与える影響力が強いという、そういうふうに解釈することができます。 

ちょっとややこしい話はさておき、特徴というところをごらんいただけると、上の結果をどう解釈

するのかということがわかると思いますので。まず、先ほども申し上げましたように、３つの因子が

出たと、これは小学校と中学校で共通しております。それから中学校では、対人ストレスに関する因

子が第１因子として推計されたので、これは小学校と比べると中学校のほうが、対人ストレスを感じ

るかどうかということが、友達との関係をすごく大きく左右する。１１の質問項目の丸のつけ方を規

定しているというふうに解釈することができます。 

それから細かなところを見ると、一緒にいる友達は自分と同程度の成績という質問項目がありまし

て、これは小学校だと一番下の行、０．１６という第３因子の負荷量が強いというふうになっている
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わけなのですけれども、それが中学校だと第２因子、人気と影響力の一番下、下から３行目になりま

す。因子の解釈は大体、小・中同じなのですけれども、中学校のほうは何か人気があるとか、影響力

があると思うかどうかという心構えと、一緒にいる友達は自分と同程度の成績というふうに感じるか

どうかということで、関連性が一定程度あるので、中学校のほうが人気とか影響力を気にするときに

は、自分と同じような成績の友達と一緒になるような、そういう傾向があるのかなというふうにも解

釈ができます。ただ小学校でも実は安定化していないのですけれども、因子１の０．２０という一番

下の左側の列がほかより高いのは、そんなに大きくは変わらないのかもしれないという傾向です。ち

ょっと細かなところで申しわけないです。 

３つ目、因子間の相関を見ると、これは小学校の例を先ほど見ましたけれども、中学校も同じで対

人ストレスが高い傾向にある生徒ほど同調整が強いと、そういう関係があって、周りと一緒に意見を

合わせなければいけないということと、ストレスが小学校でも中学校でも密接に関連している状況が

伺えるということです。 

以降の分析では３つの心構えというか、態度というか、因子をやはり点数化して、こういう傾向性

を強く持つ児童・生徒はプラスに、持たない生徒はマイナス、平均値がゼロになるように標準化した

という言い方もあるのですが、そういう物差しで、３つの、学校生活、友人関係、それから家庭との

関係と大きく分けると、友人についてはそれがさらに３つに細かく分かれているという、そういう物

差しをつくったという話です。 

３ページ以降は、それぞれの尺度得点、先ほど言った平均がゼロで、その傾向性が強い人はプラス

に、弱い人はマイナスになるという、ちょっと見づらくて申しわけないのですが、３ページの上が、

これは全部４つの分類で、いじめ加害経験のみの人、いじめ被害経験のみの人、加害・被害両方の経

験がある人、それからそういう経験が全くないと答えた児童・生徒の４つのグループに分けて、今申

し上げた物差しの得点がどういうふうに平均値を示すのかということを図にしています。後で詳細は

ごらんいただければと思いますので、４ページに特徴というところがありますので、そこだけごらん

いただければと思います。 

小学校と中学校の傾向は、３ページの一番上のグラフのいじめ経験類型別肯定的学校を経験した子

どもと、これだけ小学校と中学校でちょっと傾向が違っていて、小学校は、いじめ被害経験だけがあ

るという児童は、学校生活に肯定的な傾向が小学校ではあるのですね。これが中学校になるとマイナ

スのほうになりますので、逆の結果が出ているということです。これ以外は小・中学校の違いはそん

なになかったということです。これは中学校のほうがいじめの被害が恐らく深刻になっている可能性

があって、ですから被害を受けている子どもは、学校生活を肯定的に捉えられないと、そういう傾向

が小学校よりも中学校のほうが強くなっているので、逆の傾向になっているのではないのかなという

ふうに解釈が可能です。 

それから２点目なのですけれども、小学校ではいじめ、これは同じことなのですが、一番グラフの

右側ですね。いじめられ経験がないという、そこの数値に着目して３ページから４ページをずっと見

ていくと、まず学校生活については肯定的です。それから家庭との関係も良好です。そして対人スト

レスは、これは低い傾向で、４ページの上の経験なしという一番左側のグラフが両方とも、小・中学

校ともマイナスになっていて、対人ストレスは低いですね。そういう傾向があります。同調性は経験

なしがちょっと低いのですけれども、そんなに大きな傾向はない。これはいじめたり、いじめられた

りすることに無縁な子どもたちというのは、学校生活が楽しいと感じる傾向があると。それからスト
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レスは当然低い、家族との関係も良好なので、学校でできることとしては当たり前のことなのですが、

学校生活を充実させて友人関係のストレスをなるべく感じないような環境をつくるということが、い

じめ経験にもいじめられ経験にも抑止につながるのかなというふうに思っているところです。 

それから３点目に、いじめ被害経験のみの児童・生徒は、当然なのかもしれませんが、人気と影響

力という尺度得点が低くて、これは３ページの一番下の４つあるグラフの一番下ですね。いじめ被害

経験のみという左から２番目の項目ですけれども、両方マイナスがすごく強くて、これはやはりいじ

め被害経験というのは自己肯定感を低くしているという解釈が成り立つのかなというふうに思います。

当然ながら対人ストレスは強い傾向がある、特に中学校でという。これは４ページの上の３つですね。 

最後に加害・被害経験ありという、どちらも経験があるという児童・生徒は対人ストレスが強い傾

向にあるのですね。これは加害経験のみとは逆の傾向になっていて、４ページの２つあるグラフの上

ですけれども、加害経験のみという一番左は両方ともマイナスなのに対して、加害被害経験ありの人

は両方ともプラスになっているわけです。つまりこれはいじめの加害者になった場合は、加害行為だ

けしている子どもと、それから自分もいじめられたことがあるちょっと流動的な子どもでは、やや違

う特徴があるということを指しているので、指導する際にはその点に留意する必要があるのかなとい

うふうに思います。 

ここまでは個人のレベルの話で済みません、５ページに入りますけれども、ただ、いじめ現象は、

集団を単位に生じる傾向がありますし、森田洋司という社会学者がやった国際比較の調査の結果なの

ですね。日本のいじめは諸外国と比べると、教室で起こることが多いというふうに言われていて、学

級ごとで見ないとあまり意味がないということで、以下の分析はごく基本的な分析なのですけれども、

今個人で出した点数を今回アンケート調査を全ての小・中学校でやっていますので、クラス単位で平

均点が出せるのですよね。それで学級ごとにいじめ経験なし児童の割合、加害経験あり児童の割合、

被害経験あり児童の割合、加害被害経験の両方がある児童の割合というのを学級ごとに出すことがで

きますし、先ほどの５つの物差しですね。学校生活の肯定・否定、家族との関係の良好・そうでない、

それから友人関係の３つの物差しもクラス別に平均点が出せますので、クラスを単位としたときに、

それぞれの数値はどういう関係があるのかということを示したのが５ページに並んでいる表です。こ

れは相関係数というのを出していて、１に近づくほど２つの点数の間に正の関連性がある。小学校を

例に取ると、いじめ経験なし児童の割合を学級別に見て、学校肯定尺度、これは０．２０というふう

になっていますけれども、これはいじめ経験なし児童の割合が多い学級ほど学校生活を肯定する、先

ほどの尺度得点の学級の平均値ですね。これが高くなる傾向にある。その傾向が強まれば強まるほど、

この０．２というのが０．８とか０．９とか１に近づいていく。逆の傾向ですね、一方が高くなると

他方は小さくなるという関係、これは中学校を例に取ると、いじめ経験なし児童の割合学級別という

ところと、家族関係尺度、これはマイナス０．３６というふうになっていますけれども、これはいじ

め経験なし児童の割合が高い学級ほど、家庭関係尺度の点数が小さくなっていく、マイナスになって

いくということなので。家族との関係が良好だと答えるほど、いじめ経験がないと答える割合が高く

なっているちょっと不思議な関係になっていますね。結果はそういうふうになっています。 

網かけをしているセルがあるのですけれども、ちょっと薄くなっていますが、小学校でいうと２行

目のいじめ加害経験あり児童の割合、学級別の友人関係因子３同調性、これはちょっと薄く網がかか

っていて０．２９ですね。それから中学校では３つあるのですが、いじめ加害経験あり児童の割合を

学級別で見たときに、友人関係因子１、因子２、因子３、これは全部１％水準でいうところなので、
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０．３０、０．３０、０．２８９、これは統計的に見て有意な相関があるということで、一般項目は

特に有意な関連はないので、参考値ということになっています。特徴はこれくらいにしますけれども、

５ページの下に書いてあるとおりで、肯定的学校経験尺度得点というのは、分析する前はいじめの経

験因子と相関があるのかなと思っていたのですけれども、あんまりないですね。若干の関連はありま

すけれども、有意な関係性にはない。特に中学校、小学校もそうですね。意外な結果なのですけれど

も、多分いじめ現象の背景には、学校生活一般よりも、やはり友人関係が効いているのかなというふ

うに理解することができます。小学校と比較すると、中学校では家族関係尺度というものを縦に見て

いただくと、網かけになっているセルが２つ出てきていて、経験なし比率と、加害被害経験あり児童

の割合というのが出て相関するようになるということ。特に加害被害経験との相関が顕著で０．４３、

一番強い相関になっていて、これは家族との関係が良好でない生徒の数が多い学級は、いじめ加害被

害経験両方あるよという割合が高くなっていて、多分いじめ経験なしが負の相関になっているのは、

加害経験があると経験なしというのは当然減るので、そっちの裏表の関係になっているというふうに

解釈することができるのかなというふうに思います。 

それから３点目に、中学校では、網かけがちょっと消えてしまっているのですけれども、友人関係

因子の１、２、３、これはともにいじめ加害経験あり児童の割合と正の相関関係があって、対人スト

レスなんかがそうですけれども、中学校では友人関係の面で、学級単位で醸成される雰囲気というの

でしょうか、そういうものがいじめ加害現象との関連が出てくるようになる。これは小学校では見ら

れないのですけれども、中学校では出てくるという、そういう解釈が成り立ちます。下の最後も同じ

ようなことなので省略します。 

６ページ以降はこれを図に、特に網かけをしたセルについて、この１つ１つの点は学級を表します。

学級の平均的な、小学校のさらに小さくなって申しわけないのですけれども、６ページに３つ図が並

んでいて、相関係数はマイナス０．２９という左上の図面ですが、これはいじめ加害経験率ですね。

友人関係因子３というのは同調性なのですが、いじめ加害経験率を学級単位で見たときに、縦軸のワ

イ軸が学級平均の経験率ですね。横軸が、エックス軸が同調性になっていて、これは同調性が高いク

ラスほどいじめ加害経験率が少なくなるという、そういう関係なのです。あとは同じような見方にな

っていて、縦の軸が経験率ですね、横の軸がそれぞれの変数ということになります。 

済みません、ちょっと長くなってしまって、かつ駆け足で申しわけないのですが、こんなところで

わたしの報告を締めくくらせていただきたいと思います。 

○小林委員長 それでは、ご質問・ご意見はいかがでしょうか。これについては、今後ももう少し集

計が継続されるのですか、それともこれでほぼ全体でしょうか。 

○山田委員 集計はやろうと思えばもうちょっとできますし、今の時点ではまだやれたけれどもやっ

ていない分析としては、これは加害被害経験があるなしで聞いているのですね。４月のときにお配り

した資料にはあるのですけれども、実は１週間に何度も被害に遭っていると。それから今までに１、

２回、これは今の学年になってどういう経験をしましたかと聞いて、いじめ研究では高頻度高被害加

害者という言い方をすることがあるのですけれども、しょっちゅう加害被害にさらされているという

児童生徒の割合は１割ぐらいでかなり減るのですけれども、特に手当が必要な子どもたちがどういう

動きをするかという分析はまだやっていないので、個人的にはそれはやはりやりたいなと思っていま

す。ここの４類型というのは、今までに１、２回というその学年も含めた裾野の広い形での被害加害

経験でありますので、もうちょっと焦点化して、特に深刻であることが予想される事例の背景には、
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どういう要因があるのかということについては分析する必要があるのかなと思っております。 

○小林委員長 これらの分析を継続して集計していくと。これ事務局にお尋ねしたいのですが、この

ように出していただく結果を、今後どのようにしていくか教えていただきたいのですが。 

○事務局 今いただいた内容、文言を子どもたちも含めて保護者の方がご理解しやすいような形で整

えさせていただいて、おおむね夏が明けた９月ぐらいにご提供できればなというふうに考えています。 

○山田委員 ちょっと言葉遣いが難しいと思いますし、小出しにしていますので、今までに報告した

ものに、もうちょっと説明を加えた報告書をつくって、調査に協力した方が読んでもわかりやすいよ

うに、私の方でも作成したいと思います。ちょっと事務局の皆様と相談して作業を進めていきたいと

思います。 

○小林委員長 それでは、せっかくこのようなアンケートをとっていただいていますし、かなりの労

力をかけていただいて分析をしていただいておりますので、また機会を見つけていただいて、ある程

度総体的なものをわかりやすく出していただければと思っておりますので、そのようにご承知いただ

ければと思います。ほかはよろしいですか。 

それでは、次の議事に移りたいと思います。議事３、いじめ事案の報告について。これは非公開と

なりますので、恐れ入りますが傍聴の方はご退出をお願いしたいと思います。 

 

 

――了―― 


