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 令和元年度 国立市教育委員会いじめ問題対策委員会（第３回） 

 

 

日 時：令和２年１月９日（木） 

場 所：市役所３階 教育委員室 

出席委員：小林委員長、山田副委員長、長谷川委員、岸委員、田島委員、小暮委員 

欠席委員：八巻委員、矢野委員 

事 務 局：三浦指導支援課長、荒西指導担当課長、武内指導主事、小島指導主事 

坂巻指導支援係長 

傍 聴 者：なし 

 

次 第 

1. 委員長あいさつ 

 

2. 議事 

（1）. 報告 1 「ふれあい月間」（令和元年度１１月）実施後の調査（不登校・いじめ）に関する

報告 

（2）. 協議 １ 管理職研修会（令和元年１０月２９日） 振り返り 

（3）. 協議 ２ 学校いじめ対策委員会への提言 

（4）. 報告 ２ いじめ事案の報告 

 

3. 事務連絡 

 

                                              

 １ 委員長あいさつ 

○事務局 こんばんは。国立市教育委員会いじめ問題対策委員会第３回を開会いたします。初めに、

小林委員長よりご挨拶。 

○小林委員長 皆さん、こんばんは。まずは年が新しくなりましたので、本年も皆さんどうぞよろし

くお願いを申し上げます。お世話になります。 

いじめ問題については、常に各学校で危機感を持って対応していく必要があるかと思っています。

新しい年の最初ですけれども、やはりそれなりに私たちも危機感を持ってこの国立市の子どもたちの

ために委員会を少しでも学校にとってプラスになるような形で、そして子どもたちにとって毎日充実

した生活が保障できるようにしていくために、またここでいろいろとそれぞれのお立場でご意見をい

ただきながら充実した会にしてまいりたいと思いますので、本年もどうかよろしくお願いいたします。

以上でございます。 

○事務局 ありがとうございました。 

それでは、本日、山田副委員長に来ていただきました。何回かご欠席されていましたけれども、今

回またお願いできるということでございます。お一言お願いいたします。 

○山田副委員長 委員の山田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私ごとになりますが、
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２０１８年、もう２年前の９月から在外研修ということで、１年間イギリスのオックスフォードで研

修をしてまいりました。昨年の９月に戻ってきて、委員会の日程の都合上、久しぶりに参加できたの

が本日ということでございます。 

向こうでは日本研究所に籍を置かせていただいて、教育以外の幅広い視点から日本社会を見直すと

いう貴重な機会をいただきました。直接いじめ対策に役立つことが学べたかというと自信はないので

すけれども、何らかの形でそこで得たものを還元できればと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、本日も報告が２つ、それから協議が２つという形でお

願いできればと思います。ここからは小林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。 

                                               

 ２ 議事 

○小林委員長 それでは、本日の議事進行の確認をさせていただきます。お手元に次第があろうかと

思いますので、御覧をいただきたいと思います。 

本日は大きく４点ございます。まず１点目は、報告１「『ふれあい月間』（令和元年度１１月）実

施後の調査」。これは不登校といじめに関する報告でございます。２番目は協議の１としまして、先

般１０月２９日に行いました「管理職研修」の振り返りを行ってまいります。３点目は協議の２とい

たしまして、「学校いじめ対策委員会への提言検討」でございます。そして４番目、報告２として「い

じめ事案の報告」でございます。 

 以上４点でございますが、それ以外にもまた何かありましたら、委員の方から忌憚なくご意見をい

ただければと思います。 

 それでは、まず会に先立ちまして、（４）のいじめ事案の報告につい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ますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○小林委員長 ご異議がないようですので、（４）の報告については非公開とさせていただきます。

なお、本委員会の質疑等の内容につきましては、これまで同様発言者を明記して、その発言要旨につ

いて記録し、国立市ホームページに掲載をいたしますので、ご承知おきください。 

 

                                               

 ２ 議事 （１） 報告１ 

○小林委員長 それでは、早速報告の１でございます。「『ふれあい月間』（令和元年度１１月）実

施後の調査（不登校・いじめ）に関する報告」につきまして、事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局 では、私からご報告をさせていただきます。資料１と資料２になっておりますので、そち

らを見ながら確認させていただきます。 

 「ふれあい月間」は、今年度２回行っております。６月と１１月で実施しております。前回６月の

ものをご報告させていただきましたが、今回は１１月です。４月１日から１１月３０日までのふれあ

い月間の調査結果について、国立市の現状についてご報告させていただきます。 

 資料１につきましては、（１）、（２）は１１月に行いました「ふれあい月間」での調査結果とな

ります。４月から１１月末までの間に、小・中学校合わせて１，１０５件のいじめ認知件数がありま
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した。資料２をご確認ください。資料２につきましては、６月と１１月の「ふれあい月間」の実施し

たものを比較できるようにまとめたものとなっております。 

 前回６月の調査からは５１９件増加しております。認知したいじめのうち、社会通念上いじめに当

たるものは、小・中学校合わせて３８件ございました。こちらも６月の調査から１８件増えておりま

す。小学生の場合、６月の調査傾向に比べ保護者からの訴えが少なくなり、本人からの訴えが１１件

増えたという傾向が見られました。６月と比べまして、教師を含む身近な大人との関係が強くなり、

相談しやすくなったことや、日頃から学校のほうでＳＯＳの出し方に関する教育というものを行って

おりますので、そういった教育の成果が少しずつ現れてきているのではないかと考えております。教

育委員会としましては、日頃からいじめについて考え、行動できるようにいじめ総合対策第１次に基

づきまして、いじめに関する授業の積極的な取組や学校だより、または保護者会などを通じて保護者

の理解と協力を得ながら解決が図れるよう学校体制を構築していけるよう、今後とも教育委員会とし

て支援していく次第でございます。 

 報告は以上となります。 

○小林委員長 ありがとうございます。ただいま資料１と２を用いて、事務局から説明がございまし

た。それでは、ご意見、ご質問等があれば、ぜひよろしくお願いしたいと思います。いかがでござい

ましょうか。 山田副委員長。 

○山田副委員長 個人的な意見になるのですけど、これまでの数値もそうなのですが、小学校と中学

校でかなり数字が違っているなという印象がありまして、これはもちろん児童・生徒の発達特性の違

いであるとか、あるいはいじめの定義が拡大して以降は、特に軽微なものが小学校の環境の中では起

きやすいし、言いやすいということだとみてもいいと思うのです。今後、もし可能であれば、例えば

小学校を低学年、中学年、高学年で内数でいいので分けて中学校と比べるとか、あるいはもっと細か

く見るのであれば学年別とかにするとか、もしかすると、学年ごとでかなり出方が違っている可能性

があるなという感じがしていて、小中だとすごくギャップがあるのですけど、もうちょっと細かく見

たときに、数値の出方の違いであるとか、変化を見るときに参考になるのかなという感じがいたしま

した。 

 これは集計に手間がかかったり、現場の先生方の負担が増すのであれば無理にとは申しませんが、

ちょっとあまりにも違い過ぎるので、並べて見たときに、この違いをどう読むのかが少し難しいなと

いう気がしましたので、可能な範囲でご検討いただければという個人的な意見でございます。 

○事務局 ありがとうございました。最終的に問題行動等調査で、学年別に数字として出てくるとこ

ろでございます。あとは実際の「ふれあい月間」での調査ということも実際には数字を上げてきてい

るところがあるので、どういう形でお伝えできるかというのは、また検討させていただきます。 

○小林委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

 どうぞ、田島委員。 

○田島委員 資料２の「（２）社会通念上のいじめの端緒」という、本人からの訴えが小学校で増え

た理由について、ＳＯＳの出し方教育がというお話でしたが、具体的にそのＳＯＳの出し方教育とい

うものはどんな教育をされているのか、分かれば教えてください。 

○事務局 基本的には大きくは端を発しているのは自殺防止というのが最初であって、それを基にＳ

ＯＳの出し方に関する教育をやっていきましょうという話が東京都のほうから来ておりました。ただ、

これは自殺に直結するものだけではなくて、様々な悩みとか、そういったものについてはしっかりと
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大人に相談していきましょうという教育ですので、基本的に様々な教育場面でそういった話ができる

ようにということは指導しております。 

 そして、その中で学校の中で学年、小学校なら小学校、中学校は中学校で、１単位時間必ずそれに

特化した授業をする形になっておりまして、小学校では主に高学年で、中学校では１年生や２年生の

段階で授業が行われております。 

これは基本的に悩みとか抱えたときに、まずは一番の解決やできることとしては、信頼できる大人

に相談すること。それも日頃からこの人なら相談できるという人を３人つくっておきましょうという

具体的な助言をしていくプログラムがございまして、それに基づいて各学校が授業を行っている状況

です。 

 これは学校の先生がやるだけではなくて、専門家として保健師さんと連携することが望ましいとさ

れておりますので、本市も希望する学校については、市長部局と連携して保健師さんを学校に派遣を

して、保健師さんの口から悩みとかそういったものの対処の仕方、それから最終的には信頼できる大

人に相談していくことが重要だということを伝える取組をしているところです。 

 以上です。 

○田島委員 １単位というのは、年間で何時間とか分かりますか。 

○事務局 授業自体そのものを特化したものは１時間ですね。 

○田島委員 １年で１時間。 

○事務局 学校の中で１時間なので。小学校だと小学校のどこかで１時間という。 

○田島委員 小学校のどこかで１時間。 

○事務局 ４年生でやっている学校もあるのですけれども、大体６年生とか５年生でやっているので

すが、その中で１回は経験しましょうという形でやっています。特化したものについては、その１時

間。ただ、そこはあくまでも本当に特化した授業なので、日頃から例えばスクールカウンセラーの全

員面接なんかをやっている機会のときに、こういう人もいるから、こういう人はぜひ相談をできる人

なのだよとか、そういった形で援助希求できるような指導というのは、教育活動全体を通してやって

いく形になっています。 

○田島委員 ありがとうございます。 

○小林委員長 この１時間というのが、教育課程上の位置づけというのはどういう時間にやっている

のですか。 

○事務局 これ各校ごとに様々なのですけれども、学級活動としての位置づけであるとか、あとは高

学年でやっている場合については、保健の精神の形ですか、発達段階のところでそれと付随して保健

の授業でやっているところがございます。 

○小林委員長 それも学校に任せられているということですかね。分かりました。 

 ほかにいかがでしょうか。これ調査はまた時間がたてばまた別の形で調査も行えますので、現在、

この段階においていろいろと、今、各委員が出されたことはそれぞれ大事なことで、大事な視点だと

思いますので、学校にいい意味で還元して、学校がどういう対応をしていくか、どのように工夫して

いくかということはすごく大事なことだと思います。 

 ほかによろしいですか。いずれにしても、先ほどは、小中の数値の大きな違いをどう見るかとか、

学年別をどのように見ていくかとか、これは従来この文科省の細かいことも集計に挙げなさいという

前は、中１がやはり一番多かったのですが、細かいことを挙げ出すと、やはり小学校低学年、２年、
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３年というところがかなり多くなってきているというのが全国的な傾向だと思いますし、恐らく本市

もそういった形になっているのかなと思うのです。そういったことも全体と比較しながら、本市の１

つの特長というか、そういったところを突破口にまたいろいろと指導の工夫をしていくことも大事か

なとは思っております。 

 それでは、よろしいでしょうか。では、この報告については、以上ということで、次に移りたいと

思います。 

 

                                               

 ２ 議事 （２） 協議 １  

○小林委員長 それでは、続いて２番目、協議の１です。「管理職研修の振り返り」ということで、

これにつきまして、まず事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 １０月２９日に管理職研修会ということで、小林福太郎先生にご指導いただきました。各

校から校長または副校長が参加をし、学校の中でのいじめ対策を進めていく上で管理職としての視点

を聞かせていただき、学校の組織について改めて考えていただく機会といたしました。実際今回、田

島委員、小暮委員、それから長谷川委員、矢野委員に参加していただいております。 

今回、今年度については、学校の組織に対して何か提言をという形で進めていただいておりました

ので、今回、直接的に小林先生からご指導をいただいたわけですけれども、改めてその後研修で伝え

たかったことであるとか、その研修の状況も見ていただいたことを踏まえた上で、実際に学校の組織

やこの管理職にどのような助言や提言をしていくことができるかということを今後考えていただく上

でも振り返りをしていただきたいと思いまして、時間を設けさせていただいております。ご意見をお

願いいたします。 

○小林委員長 それでは、今、説明の中にもございましたが、資料３を用意していただきました。今

回は私が担当をさせていただきましたので、まずここでご協議いただく前に、私から当日お越しいた

だいた先生もいらっしゃいますが、初めて内容に触れることもあると思いますので、ごく簡略にどん

なことをやったのかということをお話しさせていただきたいと思います。 

 １ページめくっていただきまして、初めはいじめ問題を捉える際に、改めていじめの定義はどうな

っているのかということで、いじめの定議については、問題行動調査の際に文部科学省からこういっ

た定義で調査を進めてくださいという依頼があるわけですが、この依頼の仕方が大分変ってきている

と。一口に言えば、いじめに対してかつてはいじめと認めるには結構ハードルが高かったという実態

がございました。しかし、今現在は一定の人間関係のあるものが心理的、物理的な交流を受けること

から、精神的な苦痛を感じているものということで、かつては申告とか、一方的にとか、継続的とか、

そういう言葉があったわけですが、そうではなくて、もう何かことがあれば、当然それがいじめの問

題として取り上げて、しっかりと解消、解決を図っていかなければいけないのだという認識に立たな

ければいけないということから、その対応策としては、いじめの未然防止も含めて、現在いじめ防止

対策推進法というのが施行されているわけですけれども、学校の教育指導にかかわって、こういう法

的なものが整理されたというのは極めて異例のことであります。それだけいじめ問題が大きな社会問

題の１つとして取り上げられているという１つの証というか、残念な状況ではあるわけですけれども、

そういう中で当然この推進法については、学校、そして教育委員会、全てのものが十分認識している

とは思いますけれども、改めて大きなポイントについて、ここでお示しして復習をしたという状況で
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ございます。 

 このページのちょうど右下にはいじめの問題の実態で、その問題行動調査で直近の結果では、平成

３０年度は５４万件を超える認知件数があったということで、これは割り返して見ると、１校当たり

約１５件弱の認知があると。しかしながら認知していないという学校は約２割弱あるということを考

えたときに、確かに認知がないということはいいことなのかもしれませんが、果たして本当にそうな

のかという部分ですね。こういったところをもう１回改めていじめに対する認識というか、捉え方と

いうか、私たち、いわゆる大人がどうそれを見ていくかということをしっかりと検討していく必要が

あるのではないかということと、先ほど話題にもありましたが、いじめの学年別の認知件数なども挙

げてございます。 

 １つめくりまして、実はいじめ問題に関しては、平成８年に児童・生徒の問題行動等に関する調査

研究会議という、こういったところで、いじめ問題に関する総合的な取組ということで報告がござい

ました。現在のある意味ではいじめ防止、さらにはいじめ問題の対応の大きなバックボーンになって

いるものといえます。特にこの１番から５番までのことは、どれも重要なことばかりで、改めてこれ

について振り返ってみました。 

 それから、私は特に今回はいじめ問題の本質を考えるときに、人権教育とのかかわりを取り上げて

研修を進めました。要するに、本委員会でもこれは前からいわゆるいじめる側に果たして問題がある

のかないのかということに関しては大きく取り上げて、やはりいじめというのはいかなる場合も絶対

許されるべき行為ではないと。それは本人に問題があるからいじめられるというのは、それはある意

味では論理のすり替えみたいなものがあって、だからいじめを許していいということではないという

ことを改めて具体的な例を挙げて、それは人権感覚の欠如から起こることなのだと。いずれにしても、

どのような状況でも、いじめというものは絶対いけないのだということを改めてここで強調したとこ

ろであります。 

 その後、実際に学校の中で押さえるべきこと。真面目というものを大事にして、しっかりと指導し

ていきましょうとか、それから教師の見方が場合によっては偏ることもあるし、また専門的に極めて

重要な部分もあるのですけど、常に点検し、検討していく必要もあるでしょうということを述べまし

た。 

そうした延長上で、いじめの調査の在り方について、次のところで国立教育政策研究所が出してい

るいじめアンケートに関しても、このアンケートはいじめの発見が主の目的ではなくて、こういうア

ンケートをとることによって、子どもたちにも、また教師集団にもいじめ問題に対しての意識を高め

ていく。未然防止を果たしていく。そういう大切な視点もあるのだということを改めてここでお話を

させていただきました。 

 さらに、丁寧な親身な指導の必要性であるとか、学校が組織的に対応していくことが重要であると。

ただ、何よりいじめに関しては、未然防止が重要なのだということもお話をさせていただきました。 

 なお、最後は、５番のところは、人権感覚というかなり少し大きな課題になってくるのですけれど

も、これをしっかりと発揮していくためには、正しい認識を知るということ。ある意味ではいじめ問

題に特化していうならば、いじめる側にも問題があるというのはやはり正しい認識ではないのだとい

うことを、やはり人権上の課題というのは全て正しい認識をしていないから偏見を持ち、そして差別

が起こるのだということをお話しさせていただきました。常に人権感覚はそのときそのときは重要だ

と思っていても、時間や状況の変化、時間の経過によって薄らいでいく。摩耗してしまうものである
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からこそ、こうした研修がやはり重要なのだということで、最後お話をさせていただきました。 

 おかげさまで、先生方は非常に熱心に聞いていただきましたので、それなりに話はできたのかなと

思いましたが、どこまで浸透していたかどうかも含めて、今日はこのときお忙しい中ご参加いただい

た委員の先生方もいらっしゃいますので、忌憚なくご意見やご質問などいただきまして、今後の生か

し方について少しまとめていければなと思っております。 

 私からは以上ですので、どうぞ委員の方からこのことに関していろいろご意見やご質問をいただけ

ればありがたいと思います。もしあまりないようでしたら、当日ご参加いただいた委員の方々から感

想でも結構ですので、またちょっとお話をいただければありがたいなと思いますが、いかがでしょう

か。 

 では、田島委員。 

○田島委員 皆さん、先生方、熱心にメモをとりながら聞いていらしたなという印象です。お２人ぐ

らいの先生が、終わりましてから、具体的な、今、我が校ではこういうことがあってというお話をさ

れて、どうしたらいいかという、その時間が少し短かったというか取れなかったので、具体的に例を

挙げて、みんなで考える時間みたいなのがあってもよかったかなと思いました。 

 以上です。 

○小林委員長 なるほどね。ありがとうございます。やはりいじめの問題というのは、様々実態が違

いますので、そういうケースによって対応はどうなのかとか、そういうことを通して、ケースから協

議をして、お互いに学び合うという、そういう研修の仕方もあると思いますので、今後においては、

そういったような研修の方法も１つ考えてもいいのかなと思います。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 小暮委員、お願いします。 

○小暮委員 先生のお話に修復的対話というのがたしか挙がっていたと思うのですが、杉並区のたし

か小学校ではもう取り入れていて、日常的な活動の中に組み込んでいる。それによってそれぞれを尊

重し合うということや、何かあったときの今度修復が可能といったことに有効だと前に研修を受けた

ことがありまして、ぜひまた何かの機会のときには、小林先生があそこに踏み込んでお話があったら、

きっと先生方のお役に立つだろうなという印象を受けました。 

 あと、２点目なのですけれども、質疑応答のところで出ていたご様子からすると、学校がどこまで

何をやるのですかというところが何点か出ていたと思います。学校以外のところでのトラブルを学校

はどこまで踏み込むかとか、ＳＮＳもどこまで踏み込んだらいいのだろうかとか、そういったところ

については、多分具体的な事例とかは、やはりあるとより分かりやすいのかなという印象を受けてい

ます。生徒さんの利益になるのであれば、一定程度学校側の活動や保護者の支援やそういったことも

通常するとはなっていますけれども、その場合も、ではどこまでやるのかというのは、本当に私も現

場にいて悩みどころですので、ぜひまたそういったところも次回あったらと思いました。ありがとう

ございました。 

○小林委員長 確かにその範疇というか、守備範囲をどう見ていくかというのは、非常に悩ましい問

題で、ある意味で学校における人間関係に起因したものとなれば全て入るのでしょうけれども、なか

なかその学校の中ではなくて、外で様々なことが起こり、また学校に起因しているとはいうものの、

外での人間関係で起こるということも当然あるわけですからね。 

○長谷川委員 まず非常に私自身が研修の内容に納得感というか、感銘を覚えたところがありまして、



８ 

 

人権感覚の大事さというのを小林先生かなり重視して、重点を置いて話していただいていたと思うの

ですが、仕事柄取り扱う立場でも、やはり同業者ではないほかのお立場の方が人権というお話をする

ことで、また自分の中で気づくこととか、考える機会になったなというところが非常に有意義だと個

人的にまず感じて。 

今回、いじめ問題対策の管理職の方向けの研修会ということで、これまでもいじめ問題の対策とし

てあるべきものとしては個人だけではなく、学校内できちんとチームを組んでとか、そういう複数名

での対応ということがあったと思うのですけれども、多分それができたら次は学校内だけではなく、

外とか、いろいろな立場の方のいろいろな意見を取り入れてよりよくどう対応方法が確立できるかと

考えるきっかけになるのは、まさにこういう研修というのはなるのではないのかと思って、なので１

回だけではもったいないなということで、継続的にそういった学校の現場の先生の何かためになるも

のを提供できるといいのではないかと思いましたし、やはりあの場で出た現場でのご苦労とか、悩み

どころ、ポイントというのを受けて、では外の立場とか、それ以外の立場で何かアイデアが出せるか

というのを、循環するみたいな流れができるといいなと思いました。本当に先生、お疲れさまでした。 

○小林委員長 今の長谷川委員が言われたように、またちょっと違う専門性というのでしょうかね、

そういうところからいろいろ学校に対して支援するというか、新しい見方を提供していくというのも

今後また研修の中では１つ考えていくべきことなのかもしれないですね。そういう点では、各学校で

例えば心理職の方々の今、カウンセラーという形で配置していただいておりますので、そういった方々

からいろいろと教えをいただくのは日常的にあると思うのですけれども、またそういった心理職の方

からもお話しいただくとか、またそういった法的な部分で弁護士の先生からもとか、また同じ学校と

いっても大学の専門性がまた様々な意味で広く深いそういった様々な分野の先生方にお話をいただく

とか、そういったいろいろな工夫が今後必要になってくるのかなと、今、お話を伺って感じました。 

 ほかにどうぞ。自由にもし感想とか、ご意見とかあれば。特にこれからの研修でこういったことが

期待されているのではないかとか、そういうことも含めて、それ以外のことでも結構ですので、何か

あればどうぞ。 

 岸委員、お願いします。 

○岸委員 小林先生の研修をぜひとも聞きたかったのですけど、仕事の都合で申しわけありませんで

した。このパワーポイントのレジメから、それと今の先生のお話から、終わりのほうの第５章の部分、

「人権感覚を醸成していく取り組み」。これがやはり一番のベースだと思うのですよね。行動レベルに

現れたのがいじめという形で現れるけど、一番基本は、人権感覚をみんな持つということ。もう皆さ

んご案内のとおり、国立はダイバーシティということで条例もつくったわけです。そこがまず出発で、

みんながそういう感覚を持てば行動として現れるいじめとか、あるいはもっと違う形の差別というと

ころがなくなると思うのです。その根本のところがなかなか分かっていなくて、現象のところだけど

うしようと考えているのでは根本的な解決にはならないと思うのですね。そういう意味では小林先生

が人権感覚に触れていただいて、例としてハンセン病の多摩全生園の話なんかもお話しなさっていた

だいて、今、大きく取り上げられていますけど、ああいう実例を出していただいて、人権ということ

がどういうことかということをよく理解されたのではないかという感じがいたしました。ありがとう

ございました。 

○小林委員長 もう今の岸委員が言われたように、私も本当にそういうふうにやはり現場その他いろ

いろなところでこの問題に接したときに、やはり根っこは人をどれだけ大事にできるかという、そう
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いう気持ちがどれだけ膨らんでいるかということに尽きるかなとは本当に思いますけれどもね。 

 これは事務局のほうにもう一度お返ししますが、ここら辺のところは今のような幾つかの意見を出

させていただきましたけれども、それをまた場合によっては集約していただくということで、今日の

ところはそういう形で進めてよろしいでしょうかね。 

 ほかによろしいですか。恐らく今回ここでおしまいというよりも、これからまたいろいろ研修がど

んどん進んでいくと思いますので、ぜひ今日だけではなくて、いろいろな場面でまたこういう研修が

必要であるとか、そういったことも含めて、ぜひ出していただければありがたいと思います。 

 それでは、次に進みたいと思います。 

 

                                               

 ２ 議事 （３） 協議 ２ 

○小林委員長 次は、協議２ですけど、「学校いじめ対策委員会への提言の検討」ということでござ

います。それでは、事務局からまず説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、協議の２でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、今年度については

特にこれまで子どもやそれから保護者、教員へという形でいろいろなご示唆をいただいてまいりまし

たけれども、特に学校の組織、管理職も含めて、その組織に対して様々こういったところが必要なの

ではないかというところをご提言するような形ができれば望ましいかなという形でスタートしており

ます。その一貫としての小林先生のご指導であったわけですけれども、実際に今年度あと１回計画し

ておりますので、その１回の前には一応事務局案という形で形にしたものをお示しできればと思いま

すので、本日はもう本当に様々な立場から忌憚なく、こういった視点が必要なのではないかとか、こ

ういったことを学校に今、伝えるべきではないかなというところをご意見としてどんどん出していた

だいて、そういったことを形にすることを事務局のほうでさせていただきたいと思いますので、そう

いったところを小林先生にご助役いただければと思います。よろしくお願いします。 

○小林委員長 ことしも何回かこのこういった会議を重ねて、いろいろ協議をしてまいりました。そ

れから先ほども管理職研修会のいろいろ、そういった状況なども今、ここで話をいたしましたけれど

も、今度は、私どもの委員会としてどのように各学校に提言をしていくかということなのですが、中

身もそうですが、どういう形で発信していくのか。いろいろな検討材料があろうかと思いますので、

あまり変な言い方ですが、まとまりがなくてもどんどん思いついたこと、それから希望していること、

こうあったらいいよねということをぜひどんどん自由に出していただいて、そういう中でだんだん意

見が高まっていくと思いますので、学校に対してどのようにさらに投げかけていくかという視点を押

さえていただいて、いろいろご発言、ご意見をいただければありがたいと思いますけども、いかがで

しょうか。 

○長谷川委員 思いつきで申し上げるのですけど。あえて現場のニーズに答えるという観点で思いつ

いたのが、やはりいろいろな場で管理職の方にかかわらず、先生とお話しすると、いじめ問題の悩み

どころとしては、いじめ自体が起きないようにどうしたらいいかとか、起きたときどうしたらいいか。

生徒さんとの関係よりは、やはりその生徒さんの親御さんとの関係がうまくいかないとか、どう対応

したらいいのだろうと困惑されていることが多いと思うのですよね。 

やはりいじめ問題の捉え方としては、どうしても人権とか、人権感覚みたいなことが何か大上段に

出てしまうと思うのですけど、あえて保護者の方とのロールプレイングというか、こういういじめが
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起きて、こういう親御さんがこういう経緯で学校にやってきましたと、窓口の先生、じゃあ、ちょっ

と対応してみてくださいということで、模擬の何かこういうのをやって、それを例えば学校内でやる

のなら、ほかの先生方からの評価であったり、ブラッシュアップにつながる言葉であったり、あとは

外部の方がそれぞれ専門的な見地からこうしたらどうでしょうかみたいなことをするような場があっ

たら、非常にニーズが高い関わりができるのではないかなというのがあって。生徒さんに対する関わ

り方の考えが大事だというのとは全然別論ではあるのですけど、そういう実際に困っているところに

対しての何か提言だったり、ノウハウみたいなものをお伝えできるといいのではないかと思いました。 

○小林委員長 今のお話ですと、保護者対応に関してという。 

○長谷川委員 はい。例えば我々が保護者役になって、強面な感じから、親御さんのほうがショック

を受けてしまっているケースまで、その生徒さんというよりは親御さんが傷ついてショックを受けて

というときに、先生なりその担当の方としてどういう対応をすべきかとか、面接技法になるのかもし

れませんけれども。そういうのとむしろセットのほうが、じゃあ、そういう対応をしながら生徒さん

にどういう関わりをするべきかというのも、先生方も進めやすいのかなという気がしていたりします。 

○田島委員 私も同じように保護者の対応をするのに苦労されているのだろうと思うのですね、先生

方は。保護者の方も人権ということをやはり学ぶ機会があるといいなと思いますし、あと先生方はや

はり保護者の方と一緒に子どものためにタッグを組んで解決していきましょうという仲間みたいな、

保護者や家庭対学校ではなくて、子どもを中心にして保護者と学校が連携して一緒に解決していきま

せんかというようなもっていき方というのはいいかなと思います。 

○長谷川委員 まさに今のお話と関連してというか、そのまま思いついたことなのですけど、多分タ

ッグを組むという発想自体が実は持ちにくいところが多いのかなと思っていて、どうしてもお子さん

がそういうことを学校で受けたということで被害者的な立場になって、本来加害者がいるはずなので

すけど、どうしても学校が間に入る関係で、学校に矛先を向けられているみたいなことで、何かタッ

グを組むというよりは、どこに矛が向いているのかというだけになってしまっていることも多いと思

うのですよね。なので、解決方法をみんなで考えることを学校さんだけではなく、そういう関連する

であろう学校なり、地域の方に対して発信ができると、トラブルの芽が１つ消せるのかなというのが、

今、お話をお伺いして非常に強く思ったところです。 

よく我々の業務だと高齢者の方の後見業務というのがあって、ただ実際弁護士が、じゃあ、後見で

何ができるかといったら、基本は財産管理で、やはり日々の生活の介護とか、身の回りの身上看護と

いうものについては、医療が必要な方だったり、いわゆる介護サービスを受けられる方だったりとい

うことで、それぞれ係る人がいて、今、やはり大事だといわれているのが、それぞれがそれぞれのこ

とをしているだけではなくて、チームでその方がよりよい生を全うできるようにどういう関わりをし

ましょうかと、みんなで相談して力を合わせてやるということだと思うのですけど、もしかしたらそ

のいじめ問題に対する対応というのも、それぞれがそれぞれでできることをやるだけだとなかなか手

の届かないところもあって、学校さんとか、それぞれの保護者さんとか、スクールカウンセラーの方

とか、もしかしたら弁護士とか外部のお医者さんとか。何かそういった形でタッグを組んで初めてう

まく、起きてしまったことは取り返せないにしても今後うまくいく方向に進めるという発想であった

り、実際の取組ができるといいなと思いました。 

○田島委員 やはり信頼できる大人の中に地域の近所のおばちゃんがいたら、すごく子どもにとって

は心強いかなと。今、そういうことがなかなかできにくい環境になっていますけれども、ぜひそうい
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う形で地域も貢献できればありがたいなと民生児童委員としては思っております。 

○小林委員長 今のお話では、もちろん学校の教員そのものの指導も大切だけれども、やはり保護者、

地域との連携を絡めた何か発信をしていくということなのでしょうかね。形はその発信する場合の形

態はなかなか悩ましいところもあるのですけれども。今のことに関連しても結構ですし、それ以外の

ことでも結構ですので、どうぞ、お出しいただければと思います。 

 どうぞ、岸委員。 

○岸委員 多少思いつき的なところもあるのですけど、今のお話とも関連するのですけれども、少な

くとも学校という組織に対しては、対応の仕方というのは、仕組みは一応形の上では出来上がってい

ると思うのですよね。各学校でもいじめ対策の先生がいたりとか、あるいは各学年で主任が、いじめ

の対応をする先生がいたりとかということで、組織としては一応成り立っていると思うのですけれど

も、いじめの起こる背景は、学校だけではないですよね。実は保護者や家庭がどういう価値観や、先

ほど小林先生のお話にもありましたけど、どういう人権感覚を持っているかも大変強く影響してくる

と思うのですね。そういう意味では今のお話のように、ＰＴＡの部分のＰの部分をどう巻き込むかと。

１人でも人権について理解できる人が増えてくれば、学校の先生も逆に対応しやすくなるし、保護者

の理解がないとどうしても学校は先鋭化してしまうし、学校の先生だけが悩んでしまっている形にな

らざるを得なくなってしまうと思うのですね。 

だけど、保護者というと非常に集団が大きくなって、では、どういう具体的な方法があるかという

と、ちょっといい案が見つかりませんけど。少なくともＰＴＡの会議とか、そういうところで人権に

ついての話をする場を、教育委員会のほうでもバックアップして組織立てていくかですね。 

保護者を巻き込んで考えていくというのが、市全体の子どもたちの人権と、あるいはさっきのダイ

バーシティではないですけれども、そういうことを考えたときには、保護者の人権に対する考え方み

たいなのが少しずつ変わっていかないと、なかなかゼロにはなってこないと思うのですね。でも、そ

れは非常に時間もかかるでしょうし、具体的にどうやったらいいかというところではなかなか案が出

てきませんけど、できることはＰＴＡ総会でその話をしてしまうとか、あるいは学校の中で一般的に

ＰＴＡの役員を呼んでＰＴＡを巻き込んでしまうという方法ではできるのかなという気もしますけど。 

○小林委員長 方向性としては、確かに保護者や地域との関わりに関して、どういう形かはまだ検討

の余地があると思いますけれども、そういうテーマ性を１つ柱にしていくということも、今、お話を

伺って非常に。これまであまりそこら辺は文言としてはあったと思うのですけど、中心的にはあまり

扱かってなかったと思いますので。 

○小暮委員 予防的にという点で、先ほど挙げておられたＳＯＳを出す練習というのは、自殺予防は

もちろんですけれども、こういったいじめなどのときも重要なスキルだと思うのですが、もしＳＳＴ

（ソーシャルスキルトレーニング）とかもやってらっしゃるかもしれませんけれども、学校の中のプ

ログラムに入れられるのであれば、あるといじめの発端を予防できるかなと思います。というのは、

私ども高校なのですけれども、ちょっとしたささいな言葉かけとか、態度とか、本当にまだ１０代、

そういったところは幼くて、結果的に仲たがいやいじめといったことも、本当にささやかなところか

らスタートすることもあって、キャッチできるものは教員が介入して、間に入って、うまくつなげた

りもするのですけれども、小学生などは特に低学年がいじめの認知もとても高いということを伺いま

すと、小さなときにそういったＳＳＴの練習とか、ロールプレイも含めてやっておかれることで、い

じめにつながるような発端のところを予防できるかなと思いました。 
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 あとは、保護者の方のというところで言えば、結構相談室では、「死ね」とか「殺す」とか子どもた

ちが言うと、私たちはすごくどきっとしてしまうのですけど、あの子たち自身はそんな重たい意味で

使っていないことのほうがほとんどなのですが、そのとき例えば保護者が同席している面談のときな

どに、保護者は「あんたが死になさいよ」と子どもに言ったりする場面もあって、やはりおっしゃっ

ておられた家庭の感覚がもしかすると、お子さんにも、そういう小さな言葉遣いにも反映していると

なれば、人権感覚はましてやと思いますので、保護者の方にも、もしＳＳＴがいいのか、親業みたい

なものがいいのか分かりませんが、そういった研修の場があると、いろいろなものをタイアップの中

で有効に働くのかなとちょっと思いました。 

○小林委員長 やはり保護者との関係というのは、非常に重要な側面がありますよね。できるだけい

ろいろなことをここで出していただいたほうが、事務局としてもまとめる際には選択肢が増えていい

かなと思います。 

○長谷川委員 感想めいたものであれなのですけど、今のお話を聞いて、高校生のときに救急救命士

の研修を受けに行って、そのとき一番覚えているのが、まず人形なのですけど、肩をたたいて、「大丈

夫ですか」と言って、だめという設定なのですけど、「誰か救急を呼んでください」と大きな声で言う

のですよね。その後、呼んだ体でマッサージしたり、人工呼吸したりするのですけど、何か全体を通

して一番ハードルの高いのが、大きな声を出す、誰かに助けを求めるというところで、高校生にもな

っていたし、別に自分のことではなく、誰か倒れている、助けてくれというだけでも、結構勇気が要

るというか、恥ずかしさみたいなのも感じたなと今、思い出して、やはりそういうのって練習であっ

たり、何かそういうのが。するのだと誰かに行ってもらうだけでも、結構変わるのではないのかなと

今、思ったので、本当にそういうのがあると、お子さん自身が非常にいいことになると思いました。 

 ついでになのですけど、全然別であえて思いついたのが、認知件数を増やすというか、精度を高め

るということで、何かできないかなというのでちょっと考えたのが、いろいろ統計というか、数字を

拝見して、個人的には結構アンケートとか、無記名のアンケートというのが、認知する際には比較的

強力な方法になっているのではないのかなと思ったのですけど、よくよく考えると、私、どういうア

ンケートをとっているのかあまり知らないし、記名か無記名かは分かるのですけど、聞き方とか、回

答するときのお子さんにとっての周りの状況、環境とか、回答時間とか、何かそういうところでもし

大きな差が出るようなことがあるとすると、そういう知見であったり、ノウハウみたいなものを提供

できると、現場の先生も多分アンケートの実施も回収も集計も大変な業務だと思うので、より１回で

うまく引き出せるものを引き出すことは意味のあることなのではないかなと思ったので、認知件数な

り、率みたいなのを向上するために何か委員会としてできないかなと思ったことを申し上げたいと思

います。 

○小林委員長 ありがとうございます。今のご意見に対してでも結構ですし、新たなものでも結構で

すので、どうぞ。 

 山田副委員長。 

○山田副委員長 ほかの委員の皆さんのお話を聞いて、改めて思ったことなのですけれども、そもそ

も学校での組織的な対応をする中で、どういう困りごとに直面していたりとか、個々の学校がその中

でどういうふうにうまくいったり、もうちょっと改善する余地があったりするのかということ自体を、

私自身は少なくとも知らなくて、委員の発言の中から保護者との対応で困っていらっしゃるのだとか、

ＳＮＳみたいなどこまで学校の範囲で対応できることなのか困っているのだと改めて分かって、自分
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の不勉強を恥じるばかりなのですけれども。提言を検討するときに、連絡協議会がありますので、そ

こでそういう機能を果たしているかもしれないのですが、何か提言、こちら側から一方的に提言する

というよりは、本当に今、国立市のそれぞれの学校がどういうことで困っていたりとか、あるいは実

際差し障りのない範囲でどういう対応の仕方をやってうまくいったとか、あるいは逆にここを今度は

改善しなければいけないのかということを集約して形にしていくみたいな。先ほどロールプレイとい

う話がありましたけど、事例集みたいな、そういうものを作るようにこちらからもお願いして、でき

たものをみんなで共有していくみたいな、そういうやり取りがあっても、一方的に提言というよりも

今、どんなことに率直に困っておられるのかみたいなことも聞いた上で、もしかすると、それは先ほ

どの質問集の活用の仕方みたいに、それぞれが委員の専門性の観点からアドバイスできることもある

かもしれませんし、むしろ答えは実はほかの学校のやり方のほうが参考になるみたいなこともあるよ

うな気もしますので、ちょっと提言するときに、こちら側から何か呼びかけるということだけではな

くて、実際そのいじめ対策委員会において活動する中で、どんなことに今、困っていたり、手応えを

感じているのかということを聞いてみるステップがあっても。私、途中から参加なので、これまでの

議論の経緯をちゃんと踏まえていないのですけれども、年度ももうわずかになっていますので、今年

度ではちょっと難しいかもしれませんけれども、そういうことがあってもいいのかなということを今

までのやり取りを聞く中で思いついた、思いつきでもよいということなので、申し上げた次第です。

ありがとうございます。 

○田島委員 アンケートのとり方というのは、先ほどおっしゃっていましたけど、私もどういうふう

にとっているのか分からないのですが、研修なんか行きますと、アンケート用紙を書いて、その場で

回収ということになると思うのですが、家に持ち帰って、じっくり書いて、封筒で出してくださいと

言ったら、内容がもっと出てくるかなとちょっと思いました。名前もできれば書いてもらって、時間

の猶予を与えて、そうやってみるのもいいかなと。 

○小林委員長 どんどんそうやって出していただいたほうがイメージが少しずつ広がっていくと思

いますので。これは昨年たしかリーフレットという形で示したと思うのですが、ことしは想定として

今、事務局で考えている形式ですね、今、中身については伺っていますけど、どんな形式を想定して

いるのかちょっとお知らせいただければありがたいと思います。 

○事務局 一応、これが確実にということではないのですけれども、本来の研修とか、年度当初に必

ずそういったことを取り上げますので、そういったところでこういった形で組織的にやっていこうと

いうことが分かるような、例えばＡ４、１枚とか、裏表で何かこういうことがポイントですよという

ことをお知らせしていくようなものが１つ案としては考えられるかなと思います。内容によってもっ

とボリューミーだということであれば、またちょっと。この間、Ａ３の表裏の形でつくりましたけれ

ども、その量によっても数によっても考えていければなと思っています。いずれにしても紙面で表現

するのがよろしいかなと思っております。 

○小林委員長 今、先ほど来ずっと中身について、当然それが一番大事なことなのですけど。いわゆ

る提言の形ですね。形態ですけれども、これについてもしご意見があれば、こんな形にするとより効

果的なのではないかとか。一定の事務局としては案を持っていらっしゃると思うのですけれども、も

し委員の方々からこういったことがというのがあれば、こういうアイデアもあるのではないかという

のがあれば、どうぞ、お出しいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○長谷川委員 効果のほどは全く定かではないのですけど、議事録は公開されているのですよね。国



１４ 

 

立市のインターネットを使った何かの発信というのは、そういう提言というか、これまでのそういう

委員会からのメッセージを出すときは、特に使っていたのでしたか。 

○事務局 そうですね。山田副委員長に作っていただいたたしか調査結果については保護者向けに出

して、詳しいものについては、ホームページに載せさせていただきますという形でアドレスとかもお

知らせして、一般的に統計の数値なども見られるようなということを取組としてはやったことはある

のです。それ以外は今のところでは、リーフレットを１回やりました。 

○事務局 １回目のリーフレットはアップしたのですけど、それ以降２９、３０と作っていただいた

ものについては確かに公開していないので、そこは検討というか、公開する方向で考えたいと思いま

す。 

○長谷川委員 紙面の制約であるとか、枚数の制約というところからは解放されるのかなと思いつつ、

じゃあ実際先生方がパソコンでページを開いて何か見るかと言われると、ちょっとなかなかあれなの

ですけど。 

○事務局 どうしても我々も１つの成果物ではないのですけれども、まとめたいというところに事務

局側は立っているので、ただ、お話をいただいているような次年度の研修に生かせそうなご意見もた

くさんいただいているので、それは多分紙面に落としてしまうと動かなくなってしまうので、それは

もったいないなという思いをしながら、今、いろいろな話を伺っていました。 

 なので、必ず年度の終わりのところで一定の提言という形を紙面構成、紙面に落とすことが本当に

いいのかということもまた検討させていただければなと。何か物を作るための作業に入っていってし

まうと、せっかくお話しいただいているところがフィックスされていってしまうような感じでもった

いないという思いが今、しています。 

○田島委員 ずっと紙でしたので、ＤＶＤとかはだめですか。映像で訴える。紙は何かもういいかな

みたいな。たくさんの中に埋もれてしまう。ＤＶＤも作るのが大変で、１回見ておしまいということ

になるかもしれませんが、ちょっとインパクトは違うかな。 

○長谷川委員 ユーチューブではだめなのですか。子どもに声が届くかどうか。 

○田島委員 子どもも見られていいかもしれないですよね。こんなことをこんな大人の人が一生懸命

考えてくれているのだみたいな。じゃあ、長谷川先生に相談してみようとか。 

○小林委員長 こういう事例の場合はこうだとかね。 

○田島委員 小林先生という先生がいるのだわとか。一橋に行ったら山田先生に会えるかなとか。 

○小林委員長 確かにもうそういう時代というか、ユーチューブを使うとかね。ユーチューブが全て

ではないでしょうけれども、そういうことも少し検討していく必要はあるかもしれないですね。 

○田島委員 この前、管理職の先生方にも初めて顔を合わせたという感じですよね。いた方だけ。だ

けど、こういう人がいて、こういう会があるのは知っているけど、こういう面々でこんなふうにこの

夜の時間を使ってやってくれているのだみたいな。 

○小林委員長 でも、実態を知っていただくというのは、大事なことだと思いますよね。 

○田島委員 実態を知っていただいて、身近に感じていただいて、気軽に先生もよかったら相談して

くださいみたいな。 

○小林委員長 そういう働きかけというか、やはり、今、どういうことが一番見ていただけるのか、

そういう発想というのはこれから必要かもしれないですね。 

○事務局 いきなり動画までは難しいかもしれないですけど、例えば同じリーフレットであっても、
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リーフレットのような作りでやっていっても、例えばそれをパワーポイントで作って、強調したいと

ころはしっかり出すとか、動きが入ってくるとか、それを教員がスライドショーで見ていくだけでも、

普通に紙を見るよりはまた違う見方もできるのかなと思います。 

○長谷川委員 弁護士会の研修生のものも、今まではまさに研修会場で授業みたいに受けるところか

らのそういう動画専用のサイトを作って、時間なり場所を問わず見られるようにするというので、受

けやすくなったというのが流れみたいになっていて。現場の先生方だと、多分紙ではいと渡されても

なかなか日々お忙しい中、じっくり読むということが難しいと思うのですけど、そういうプレゼン的

なものであったり、音声だけ入っているもの、示しながら音声だけ入っているものであっても、ざっ

と１０分でも１５分でも見てもらえればある程度つかんでもらえるものがあるといいのですかね。何

か気楽に言っていますけど。 

○山田副委員長 よろしいでしょうか。思いつきを出す場ということなので。リーフレットを作って

配付するというときに、何か個人的に少し引っかかるのは、情報を伝達されるだけだと、すぐに忘れ

てしまったり、あるいは読まずに置くということも可能なので、やり方次第。何か紙媒体で配付する

にしても何か使えるような工夫というか。 

例えば、こういうチェックポイントみたいなのを設けてそれを使うとか、あるいはこういう観点か

ら少し学校の取組を振り返ってみようみたいなことをやるとか、あるいは先ほどの動画ではないです

けど、ウエブサイトでも情報を入手できるようにしていて、必要な実践事例集とか、そういう役立つ

リンクみたいなものは紙で書いても誰も入力しないと思いますけれども、紙と合わせて電子ファイル

を入手できるようにすれば、関心のある人はその情報に飛んで、さらに生かしていくこともできるよ

うな気もしますので、ちょっと具体的にどうかと言われると、すぐに案は思いつかないのですけど、

一方的に読んで終わりだけだと、なかなかメッセージが届かないのかなという印象がどうしてもあり

まして、何か使えたり、生かしたりできるような、そういう工夫は紙であったとしてもできるような

気もしますし、もうちょっとそういうことを考えてもいいのかなと個人的には思います。 

 言うのは簡単で、なかなか難しいことなので、やや無責任な物言いになってしまいますけれども、

ちょっとそういうことを思ったので発言させていただきました。 

○事務局 もともとが今回は学校のいじめ対策委員会への提言ということなので、今、お話を伺って

いる中で、学校の委員会が受けて、あるいは全体の教員研修とかの場で、実際に使えるようなワーク

的な内容も含めた形で、それを使って活用してくださいということがメッセージ性を持つと捉えるの

はいかがなのですかね。 

○小林委員長 確かにそれで全て伝えられるというのは難しいので、そうやって必要に応じて、こう

いうことがあるのですよという１つのガイダンス機能的なそういうものを仕掛けとして何か伝えられ

れば。そうすると学校はそれぞれその実態や状況に応じて必要なものと結びつけば、みんな同じもの

を見るというのではなくて、そういう幾つかの選択肢が必要ですけど、でも、過去のリーフレットな

んかも当然またそういうラインアップに入れていくこともいろいろ工夫ができると思うのですけれど

もね。 

○小暮委員 今、リーフレットをチェックできるとか、自分たちを見直したりという機能が電子機能

という点では、６月のいじめ対策に取り組むためにということで、すごく皆様がご苦労されてつくり

直してくださった改訂版のほうの挙がっている項目というのは、例えばこういうふうに自分たちはで

きているかなとか、自分たちの先生方の中にもこういった間違った捉え方がないですかといったよう
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なところの問題提起がたくさんあって、とてもよくつくられているなと思うので、例えば、一度こう

いった出したもので、今度は確認チェックみたいなシートに変換して、自分たちはどうかなという振

り返りをしていただくというのはどうでしょうか。クエスチョン形式でもいいと思いますし。これ、

生かすというのはありかなと。新しく何かをつくり直すというよりは、前のフォーマットや投げかけ

方を変えて、生かしていくのはあるかなと思うのですけど。ちょっとＤＶＤとかをおいてね。でも、

楽しそう。 

 でも、そうやって離れていても心配している人たちが、検討してくれている人たちがいるよという

のを知っていただくのは、先生方はもちろんですけれども、子どもたちにとっても重要なことだとは

思いますので、皆様のご様子とかを知っていただくのは重要だなとは思いますけれども、もしそうい

った新しいチェックリーフレットみたいなものを作るのであれば、ただ予算とか、そういった問題も

あるかとは思うのですが。 

○小林委員長 様々なアイデアが出てきましたので、逆にまとまりづらいのかもしれませんが。 

○岸委員 今の先生のお話をさらに進めるとすれば、例えば国立市の教育委員会のホームページにｅ

ラーニングのページを作って、いじめに対して先生方が共通認識をしている最低限の項目で、「はい」

とか「いいえ」で答えるようにして、間違っていたら先に進めないのがｅラーニングですけど、先生

方は暇を見て、あとは年度末とか、年度末とかは忙しいでしょうけど、例えば３カ月ぐらいの間にそ

れにアクセスして、みんなで自己チェックをするとかね。一番安上がりなことで紙は要らないし。ど

の先生がやったかはすぐチェックできてしまうわけですけど。そのぐらい先行してもいいのかなとい

う感じもしますけどね。 

ちょっと話が違いますけど、私、ボーイスカウトもやっていまして、ボーイスカウト、毎年リーダ

ーも子どもたちも登録し直すのですね。リーダーは現場の隊長や副長のほかに、団を維持する団委員

という方がいるのですけど、そういう人たちも、あるいは育成会も。そういう登録する人たちみんな

は、そのｅラーニングをしないと登録できないのですよ。そういうことで、今、「セイフ・フロム・ハ

ーム」という言葉がありますけど、子どもたちの基本的な人権を守っていく。子どもたちの野外教育

をしたとき、どういう姿勢が大事かという共通認識をもつこととなります。ボーイスカウトは今、日

本全国は１３万人くらいになってしまいましたけど、リーダーも５万人くらいいるのですけど、全部

共通認識を持とうということで、ｅラーニングは必ず登録する前にやるというのは義務づけられてい

ます。 

学校の先生もそのぐらいのことでしたら、そんなに時間もかからないし。ただ別の問題が起こって

くるかもしれませんけど、いきなりそこまで踏み込むのは難しいというお考えもおありでしょうが。

でも、そのぐらいの取組を先進的にやられてもいいのかなという感じもしますけどね。 

○小林委員長 そうですよね。そういう視点も大事ですよね。 

○山田副委員長 やはり関連してよろしいでしょうか。チェック方式にと最初に申し上げたのは私な

のですけれども、ただ私自身ちょっと思うのは、使えるような情報提示をというのは先ほどと変わら

ないのですけど、それはやはり現場が実情に応じてという前提があってのことでして、どうなのでし

ょうか、意見は分かれると、本当に重要できちんと身につけなければいけないことについては、それ

は先ほど岸委員が言われたようなｅラーニングでも導入して全員やるというやり方もあれなのですけ

ど、必要だと思うのですけど、それはやはりいろいろないじめ以外にもいろいろな課題が現場にはあ

りますし、いろいろな研修や免許の更新制なんかもあったりしますので、そこはやはり学校の裁量だ
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ったり、先生方の専門性にお任せして、必要なときには使えるみたいなイメージのほうが今の段階で

は個人的にはいいのかなとも思います。なかなかこれ判断が難しい問題だと思いますけれども。やは

り先生方の多忙化が非常に社会問題化していて、何でも一律にやると、やはりそれなりの時間と手間

がかかるので、そこは優先順位の判断であるとか、活用の仕方は基本的に学校の先生方のご判断に委

ねたほうがいいのかなと個人的には思いました。以上です。 

○長谷川委員 思いつきです。国立市はスクールバディサポート制度があるではないですか。実際、

成瀬弁護士ですかね、講演みたいなことをされたり、集まりがあると思うのですけど、多分そういう

のに参加している生徒さんたちが、実際に自分であったり、自分の周りでいじめに関して起きている

ものを我々大人も何か共有するようなものが既にあるのなら申しわけないのですけど、何か今まで伺

っていたスクールバディの企画というのは、どっちかというとどう対応したらいいかを学ぶ場みたい

な印象があって、では、皆さんがどうするかは別にして、実際目の当たりにしている現実が何なのか

というのを、何かせっかくそういう場があるのだったら、聞けるといいのかなと。それを聞いた上で

実際の先生があとは同じクラスとかの時間、ここにいても「ええ、そうなのだ」と思うのがあればめ

っけものですし、対応をとるときに、実際今のというか、子どもってこういうことを気にするのだな

とか、こういうところでトラブルになりやすいのだなみたいなのも、まさに国立市の学校の中で何が

起きているかを知るチャンスではないのかなと思うので、何かその生徒さんと学校の橋渡しみたいな

関わりができるというか、それがあるといいのではないかなみたいなのを含めて、何か発信できると

いいのかなと思いました。 

○小林委員長 ありがとうございます。中身もそうなのですが、発信についてはいろいろと今、ご意

見もいただきました。すぐできることと少し検討しなければいけないこととか、様々制約があるもの

とか、いろいろあろうかと思いますので、ちょっとまとまりがないのですけれども、一応そういった

意見を今日述べさせていただいて、また事務局のほうで少し斟酌していただければと思います。全て

今日言ったことが網羅されてということは難しいかもしれませんけれども、今後、今日出た意見はも

っと先々も含めて生かされればなと思っておりますので、一応この議題については以上とさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

                                               

 ２ 議事 （４） 報告 ２ 

 それでは、続いて４点目ですが、「いじめ事案の経過報告」は非公開ということで冒頭お願いをいた

しました。本日傍聴の方はいらっしゃいませんので、このまま続けさせていただきたいと思います。 

 【非公開議事】 

○小林委員長 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、この件に関しては、以上で終了させていただきたいと思います。 

以上で、本日予定されていた議事に関しては終了ということでございますが、そのほかに何か委員

の方々からございますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、本日はありがとうございました。 

 

――了―― 


