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国立市教育委員会いじめ問題対策委員会（第４回） 記録 

 

日 時：平成３１年１月２３日(水)午後７時００分～午後８時４５分 

場  所：市役所３階 教育委員室 

出席委員：小林委員長、長谷川委員、岸委員、八巻委員、田島委員、矢野委員 

欠席委員：山田副委員長、伊佐委員 

事 務 局：三浦教育指導支援課長、荒西指導担当課長、植木指導主事、武内指導主事 

坂巻指導支援係長 

傍 聴 者：なし 

 

次 第 

 

1. 委員長挨拶 

 

2. 議事 

  （1） 報告 

    ① 「ふれあい月間」（平成３０年度第２回）実施後の調査（不登校・いじめ）に関する報告 

について 

    ② 教員研修について 

 

  （2） 協議 教員への提言について 

 

  （3） 報告 いじめ事案について 

  

3. 事務連絡 

 

 

 

配布資料 

・「ふれあい月間」（平成３０年度第２回）実施後の調査（不登校・いじめ）に関する報告 

・いじめ防止等の対策の取り組み状況について （区市町村教育委員会等シート） 

・「ふれあい（いじめ防止強化）月間」（平成３０年度第１回）実施後の「いじめの対応状況把握のた

めの調査」に関する報告 

・平成３０年度国立市教委職員研修会資料 「子どもをいじめから守る」 
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 1 委員長あいさつ 

○【事務局】 皆さん、こんばんは。国立市教育委員会いじめ問題対策委員会、開催といたします。

初めに小林委員長よりご挨拶いただきます。 

○【小林委員長】 それでは、改めまして皆さん、こんばんは。寒い中、また夜間にもかかわらずい

じめ問題対策委員会にご参集いただきまして、ありがとうございます。早いもので、年が明けてもう

１月も下旬を迎えております。各学校ではまとめの時期ということで、さらに新年度の準備も含めて

大変慌ただしい状況かと思います。また中学校は受験本番のシーズンになってきますので、そういう

中で子どもたちが充実した日々を送れるように、その中でも特にいじめ問題などは起きては、あって

はならないことであると思います。きょうもいろいろと案件が出ておりますけれども、私ども、でき

るだけ真摯に向き合ってその対応、さらには今後のあり方について具体的なお話ができればと思って

おりますので、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した。それでは、早速ですが、議事を委員長の進行でお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○【小林委員長】 それでは初めに、本日の議事進行の確認をさせていただきます。お手元に会の次

第がございますので、これをごらんいただければと思います。まず１つ目は協議の１、「『ふれあい月

間』（平成３０年度）実施後の調査（不登校・いじめ）に関する報告について」です。協議の２は「教

員研修について」。協議の３は「教員への提言について」。そして４番目は報告「いじめの事案につい

て」。以上でございます。 

 なお、４番目に申し上げましたいじめの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。 

（「はい」の声あり） 

○【小林委員長】 ご異議ないようなので非公開といたします。 

                                               

 2 議事（1）報告 ① 

○【小林委員長】 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、その

発言趣旨について記録し、国立市のホームページに掲載いたしますので、ご承知おきいただければと

思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速進行させていただきます。議事の報告１番「『ふれあい月間』（平成３０年度）実施

後の調査（不登校・いじめ）に関する報告について」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】 配付資料ですが、クリップどめでＡ４判１枚とＡ３判１枚、Ａ４判１枚、３種類とじ

込んでおります。１枚目のほうは、今回第２回目の「ふれあい月間」の報告。経年の数字も入ってお

ります。それから、２枚目のＡ３の資料は、東京都のほうに提出いたしましたシートになります。そ

れから３枚目は、１回目の「ふれあい月間」調査の報告も参考となっております。 

「ふれあい月間」の確認ですが、各学校がいじめ、自殺、暴力行為等の問題行動、不登校等につい

ての取り組み状況を総点検するとともに、早期発見・早期対応、未然防止等につながる具体的な取り

組みを推進することを目的として、６月と１１月の年２回実施しております。今回の対象期間は、平

成３０年４月１日から平成３０年１１月３０日までの８カ月間で、第１回はいじめの調査でしたが、

第２回はいじめの調査と、それから不登校の調査がございました。 
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いじめ問題対策委員会なので主にいじめのことについての委員会ではありますが、不登校について

も資料がありますので、簡単に触れさせていただきます。１３日以上欠席している不登校傾向の小学

生は２４人、中学生は５７人です。このうち、昨年度から継続して欠席している小学生は５人、中学

生は３４人います。小学校では今年度から新たに不登校傾向となっている児童が多いことがわかりま

す。また、不登校傾向にある児童・生徒のうち、適応指導教室に入級している小学生は６人、中学生

は３３人です。不登校の数は決して少ない数ではございませんので、今年度から家庭と子ども支援員

という事業になりますが、全校に支援員を配置し、朝、児童・生徒の自宅を訪問して一緒に登校した

り、登校後、教室に入れない児童・生徒に対しては別室での学習支援を行ったりしております。個に

応じた学習機会を充実させるために、来年度はさらに支援を拡大する予定です。 

次にいじめになります。認知したいじめの件数は、小学校が８６８件、中学校が１１１件です。第

１回目の報告後の７月１日以降では小学校が３８０件、中学校が６３件のいじめを認知しています。

この報告資料にはございませんが、この件数のうち、教育委員会のほうに報告の上がった、いわゆる

社会通念上いじめと認知されるものは小学校が３１件、中学校が５件ございました。 

それから、Ａ３判の２枚目の資料になりますが、こちらの東京都が作成したシートの狙いは、ＰＤ

ＣＡサイクルに従って学校が取り組み状況を振り返り、次年度のいじめ防止基本方針の改定へとつな

げていくものでございます。６月の時点で、こちら左側の大きい項目で言うと３つ、小さい項目で言

うと１８のチェックリストの項目がございますが、６月の時点では１００％になっていないところも

あったのですが、１１月の振り返りで、１１月の確認では全校１００％になっております。また次年

度の重点事項として取り上げているものとして、学校数が多いのが⑥の「いじめの問題を一人で抱え

込むことがないようにするために、教職員が児童・生徒の気になる様子を把握した場合に、『学校いじ

め対策委員会』へ報告することを徹底した」ということ。それから⑬の「どのような行為がいじめに

該当するか、児童・生徒が理解を深める取組をしている」というのを重点目標としている学校が多く

ございます。 

それから、３枚目の資料は、６月の「ふれあい月間」の調査の結果となっております。６月３０日

現在までの状況でございまして、小学校が４８８件、中学校が４８件の認知件数ということになりま

す。ほかの２６年から２９年度までの数字については、同じくこの６月３０日までの「ふれあい月間」

の段階での調査を比較してという形で表にしてございますので、平成３０年度はかなり多くの認知を

したという状況でございます。 

 そのほか、（２）、それから裏のページの（３）というような形で、それぞれのいじめの対応であっ

たりとか、それからいじめの端緒というようなところで示してございますけれども、こちらについて

は全ての数、膨大な数になりますので、こちらはちょっと把握しきれない部分でございますので、そ

のうち学校からしっかりと詳細を報告してもらっている、本市で言う「社会通念上のいじめ」に当た

るもの、これについてある程度分類をし、ここに示させていただいているといった状況でございます。

以上です。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。それでは、これより委員の方々からご質問やご意見をい

ただきたいと思うのですが、ちょっとその前に今、報告いただいた内容につきまして、前にもこれに

ついてはここで話題にはなっていると思うのですが、１枚目のいじめの認知件数ですが、平成２８年

から２９年にかけて非常に大きく推移しております。このあたりの経緯というか状況を、これにつき

ましてもし事務局から補足説明があればお願いしたいと思いますけれども、事務局からよろしいでし
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ょうか。 

○【事務局】 こちらについては、既にいじめの認知のあり方というのは、その前の年度、この年度

以前からもしっかりとした定義はなされていたのですけれども、その認知についてしっかりとした法

令上の定義に従って、しっかりと定義するようにという形で都教委、それから文部科学省等がかなり

周知徹底を図るような状況がございまして、本市においてもリーフレット等を使いながら法令上の「軽

微ないじめ」と「社会通念上のいじめ」というのをはっきりと分けながら、軽微ないじめも認知して

いくといったことを大きく方針を学校に伝えたところ、軽微なものも認知されるようになり、数的に

はかなりの数のいじめの件数が上がってきているという状況になってございます。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。これはもう十分ご案内かと思うのですが、この数字の上

がり方は、本市の固有の実態というよりも、全国的な傾向であるということで、今、お話のとおり軽

微ないじめ、場合によっては深刻ないじめには結びつかない、そういう非常に初期段階のものも含め

て、しっかりと把握して報告するようにということがありまして、全国的に見ると数が非常に高くな

っているという実態でございますので、一応念のためその辺のところは確認をしておきたいと思いま

す。 

 それではどうぞ、委員の方々からご自由にご質問、ご意見をお願いしたいと思います。いかがでご

ざいましょうか。長谷川委員。 

○【長谷川委員】 「ふれあい月間」に関する報告の１の不登校という前提でお伺いしたいのが、こ

の不登校の理由というのは、いじめに限らず何かほかの理由も含まれての数字ということなのでしょ

うか。 

○【小林委員長】 はい、事務局。 

○【事務局】 今回、不登校全体の調査でございましたので、これは特にいじめが原因ということで

はなくて、さまざまな事由の不登校も全部込みの調査の報告になります。報告書自体がこういう形に

なっていたので、不登校もあわせて参考までにご案内をいたしました。よろしくお願いいたします。 

○【小林委員長】 そうするとここにある不登校に関しては、必ずしもいじめとは結びつかないもの

も入っているということで、そういうふうに認識してよろしいですね。はい八巻委員どうぞ。 

○【八巻委員】 逆にこの中でいじめと不登校がつながっているケースというのは、数的には把握さ

れているのでしょうか。せっかく並べたので、原因というのは１つだけではないと思いますが、後で

事案に出てくるようないじめが大きな要因になっている不登校というのがこの中にどれぐらいあるの

かというのは、データとしては知っておきたいなと思いますが、いかがですか。 

○【小林委員長】 はい、事務局。 

○【事務局】 委員のおっしゃるとおりですが、それだけが理由ではないのですが、この中でいじめ

も原因の１つであると報告を受けているものは１件入っております。 

○【八巻委員】 １件とはどの、小学校、中学校。 

○【事務局】 中学校です。 

○【八巻委員】 中学校。１件だけ。 

○【事務局】 はい。 

○【小林委員長】 ほかにいかがでございましょうか。矢野委員どうぞ。 

○【矢野委員】 ６月の調査結果と１１月３０日までの調査結果を見まして、後半部分も前半と同じ

くらい社会通念上のいじめというのが起こっているように思うのですが、それについてはまだまとめ
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られていないということでしょうか。ここには反映されていませんよね。この１１月の件については。 

○【事務局】 はい。 

○【矢野委員】 その約半分以上ある、半分あるその理由に関しては把握されてはいらっしゃるので

すか。 

○【小林委員長】 事務局どうぞ。 

○【事務局】 今、お示ししていただいたのが６月３０日現在の４８８件と中学校が４８件で、ごめ

んなさい、ご質問の内容が１１月の「ふれあい月間」の件について。そういうことですね、済みませ

ん。 

 今、１２月の段階で出てきたものなので、ここまで社会通念上のいじめのところでは整理し切れて

ない部分があるので、この形としては出し切れていないところがあるのですけれども。 

○【矢野委員】 わかりました。それで、ちょっと気になったのですけれども、６月３０日までのま

とめの中で、小学校が１６件、社会通念上のいじめと認知されるものがあったということなのですが、

その中で教職員の発見が４件、本人の訴え、それから保護者の訴えということで、教職員の発見が私

としてはちょっと少ないように感じるのですけれども、このあたりはどのようにお考えなのでしょう

か。 

○【小林委員長】 はい、事務局どうぞ。 

○【事務局】 実は軽微ないじめについてはほとんど教職員の発見という形になってございます。そ

ういった形で日々しっかりと子どもたちの様子というのは把握しているところなのですけれども、こ

の社会通念上のいじめという判断をする上で、保護者が「これはいじめである、いじめを受けていま

す」という意思表示をしたら、もうその時点で社会通念上のいじめという形になりますので、それま

で軽微ないじめとして学校が捉えていたものが保護者の訴えにより社会通念上のいじめと認知したと

いうケースがやはり何件か、件数としては傾向があるといった状況がございます。 

 また、本人からの訴えも、本人から訴えてきているということ自体がかなり社会通念上のいじめと

認知する上での大きな要因にはなりますので、その中で教職員が、これは社会通念上のいじめである

と認知するものについては、この時点では４件だったといったことでございます。 

○【矢野委員】 ありがとうございます。 

○【小林委員長】 はい、岸委員どうぞ。 

 

○【岸委員】 １枚目の件数とか、それから３枚目の実施後の報告書の件数とか、市全体としての小

学校と中学校のトータルの件数が示させれていますが、これ、学校間で差とかはあるのでしょうか。 

○【小林委員長】 はい、事務局。 

○【事務局】 学校間での差については、以前に比べて本当にほとんど認知していないという学校は、

今はないような状況ではございますけれども、やはり小学校でいいますと、一番低い数でいうと３９

件。一番多い学校ですと１０６件といった差はございます。中学校は一番認知数が少ないのは１１件。

一番高いのは２１件といった状況でございます。 

○【小林委員長】 そうしますと、ちょっと確認いたしますと、文科省の問題行動調査などでは、「本

校にはいじめはない」と答える、そういう学校は一定数あるのですが、本市にはそれはないというこ

とでよろしいですね。 

 ほかにいかがでございましょうか。それではこの東京都教育委員会からの「いじめ防止等の対策の
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取組状況について」ということで、Ａ３判の資料が示されておりますけれども、これについては実施

率という点で６月には少し率が、いわゆる１００％に満たない項目が幾つかありますが、１１月の段

階では全部それが改善されているということですが、特に本市として何かこの部分については力を入

れたという、教育委員会としてですね、そういうもし項目があれば教えていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。はい、事務局。 

○【事務局】 年度当初、教員や保護者等に、どのようなものがいじめと定義されるのかということ

を周知徹底することを、まず重点的に学校のほうには伝えてまいりました。何が重大事案に当たるの

か、何がいじめに当たるのか。それから委員会ではどのような取り組みをしているのかということを

まず理解してもらうということを、学校のほうには徹底いたしました。 

○【小林委員長】 はい。 

○【事務局】 さらに申し上げますと、東京都にとっては当たり前のことではあるのですけれども、

③の「年に３回のいじめに対する研修を計画し、取り組んでいる」ということについても、これにつ

いてはしっかりと、特に「ふれあい月間」中等で校内で研修するとともに、確実に１回はある程度の

形で今回八巻先生にも教員研修というような形でやっていただき、その内容については学校で伝達す

るようにという形でシェアしておりますので、このあたりも力を入れて取り組ませていただいている

ところかなと思います。また、⑩のアンケートも、これも東京都で当たり前になっておりますけれど

も、年に３回必ず実施という形で取り組んでおりますので、ここでしっかりと社会通念上のいじめ等

も認知されるケースが非常に多くございますので、このあたりも今後も力を入れてやっていきたいな

と考えてございます。 

○【小林委員長】 この表の中で、ちょうど１７番の地域との連携・協力体制の構築というのが６月

の段階で最も数字としては落ち込んでいるような状況であるわけですけれども、このあたり特にこの

委員会、委員の方々もそうしたお立場で、この委員会にご参加をこうしていただいているわけですが、

このあたりは委員の方々からすると何かご意見があれば、こういう点があればもっといいとか、何か

そういうものがもしおありになるようでしたら、せっかくの機会ですからお話しいただければと思う

のですけれども、いかがでございましょうか。はい、事務局。 

○【事務局】 補足でよろしいですか。こちら１７番なのですけれども、実施しているかどうかとい

うことで６月の段階でございましたので、学校によっては、ここの学校運営協議会の委員という、本

市で言う学校協議委員会に当たる、に準ずるようなところだと思うのですけれども、それがまだちょ

っと６月の段階で第１回が開かれていないであるとか、それからさまざまに関係機関との連携の会議

等がそれまで開かれていないというような状況で、伝える場がなかったというような学校が何校かあ

ったかと思いますので、それ以降はしっかりとお伝えさせていただいているところかなと。 

○【小林委員長】 このあたりは相対的なものであって、何をもってこれが充足しているかどうかと

いうのはさまざま、いろいろ捉え方があると思いますので、一応私たちの立場でもこういうような数

値が出ているということはやはり認識して、今後の何かいろいろな立場での取り組みの中で、いい意

味で生かしていただければありがたいなと思っております。 

 ほかによろしいでしょうか。長谷川委員。 

○【長谷川委員】 ちょっと見方を教えていただきたいのですけれども、実施校率のパーセンテージ

というには、これ学校ごとの自己評価なのですか。それとも第三者評価みたいなもので実施できてい

るかどうかというのは決まるのですか。 
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○【小林委員長】はい、事務局。 

○【事務局】 学校の自己評価になります。 

○【長谷川委員】 例えば、今、話が出た１７番もそうだと思うのですけど、どういう組織と連携を

取るのかとか、取れているかということも学校自身で考えて行動しているというところで、実施をし

ていますという形の数字になってくるのですかね。何か実施に当たって、「これどうしたらいいのでし

ょうか」とか、「この項目やってみたいのだけど、例えばほかの学校ではどういう取り組み、何か例が

あったら教えてください」とか、そういうやりとりが教育委員会さんとあったりは、特になく、学校

単体で全部完結している感じですか。 

○【小林委員長】はい、事務局。 

○【事務局】 東京都教育委員会のほうから、これらの項目について事例を含めた大変詳しい資料も

出ておりますので、そちらを学校とともに参考にしながら進めてまいりました。 

○【長谷川委員】 特に何かこういった１８のチェックリストの具体的な取り組み内容で、どうした

らいいのだみたいな話はなく、それぞれの学校さんの判断で一応ことしは実施できたという判断をさ

れているということなのですかね。 

○【事務局】 これまで資料自体は、東京都の資料はあったのですが、改めてこのチェックリストを

東京都がつくったことによって、学校のほうで改めてこの項目について確認をして、取り組むという

ことができましたので、この項目について学校で振り返りすること自体が、いじめ防止の取り組みの

向上になったのではないかなと考えております。 

○【長谷川委員】 ありがとうございます。 

○【小林委員長】 今のご質問に関連して、この表の中の該当ページがあるわけですが、これもとも

と東京都教育委員会がこうした資料をつくって、そこに該当するということで、この項目がつくられ

たということですので、ここに戻るというか、ここに示されたことを各学校が実施しているかどうか

ということになろうかと思います。先ほど私も気になって事前に確認したのですが、この該当ページ

ということに関しては、私どもも東京都の教育委員会のホームページを見ると、これが全部見ること

ができるということでございますので、参考にしていただければと思います。 

 それからもう１つ、今の長谷川委員のご質問には非常に重大な意味があって、それぞれ各学校では

いい取り組みをしているケースがあるのですが、それがお互いにいい意味で情報交換できているかど

うか、そういうことも非常に重要なことだと思うのですね。ですから、その辺のところの情報交換だ

とか、そういった部分というのはどうなのでしょうか。どういう場でとか、何かそういうものを意識

されてやっていらっしゃるのでしょうか、事務局どうですか。 

○【事務局】 各校のいじめ担当の教員が集まる会というのが年に２回ございまして、公立小中学校

いじめ問題対策連絡会と銘打ってございます。今回は、その１回は八巻委員のご講義に充てたわけな

のですけれども、その中でこちらからお伝えしたい、周知したい内容等を周知いたしますし、各校で

の情報交換の場というところは設けることができておりますので、そこのところが大事だというご意

見をいただけるようでしたら、情報交換というところもぜひしっかりと準備させていきたいと考えま

す。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。そうしたいじめに特化した情報交換の場も実際に計画を

して、実施していただいているということで。あとは恐らく毎月経常的に行っていると思いますけれ

ども、生活指導主任の連絡会であるとか、校長会であるとか、いろいろな場面で情報をいい意味で互
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いにしっかりと共有できるように、今後も進めていただければなと思います。 

 それでは、この件についてはほかによろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

                                              

 2 議事（1）報告 ② 

○【小林委員長】 それでは、次の議事に移らせていただきたいと思います。議事の報告の２番目「教

員研修について」ということでございます。それでは、初めに事務局のほうから説明をお願いいたし

ます。 

○【事務局】 それでは、９月に実施いたしました教員研修についてご説明いたします。本研修は、

各校のいじめ対策の担当教員が参加する、先ほど申し上げました、公立小中学校いじめ問題対策連絡

会と、あとは初任者研修の同時開催という形で実施し、合計２５名の教員が受講いたしました。講師

は八巻委員に務めていただきました。大変ご多用のところありがとうございます。委員の皆さんも研

修の様子を見ていただいておりますけれども、改めて当日の配付資料を机上に置かせていただいてお

ります。内容といたしまして、アドラー心理学をもとに、いじめの状況を変えるには子どもと教師が

ともに勇気を高めていくことが必要であること。それから、いじめの原因や悪者探しをするよりも、

その問題を「多様な人間関係の問題」と考えて、問題にかかわる人が共同体感覚の相互育成をつくっ

ていこうとすることが大切であることなどをご教示いただいております。 

 本研修を改めて振り返っていただき、本市で広めていきたい考え方等についてご意見いただければ

と存じます。よろしくお願いいたします。 

○【小林委員長】 この教員研修については、本委員会の委員であります八巻先生に大変お力を発揮

いただきました。本当に改めてこの場で御礼を申し上げたいと思います。 

 それでは、実際に実施してみて、八巻委員のほうからもし感触とか、何かございましたらお話しい

ただければと思うのですが、いかがでございましょうか。 

○【八巻委員】 そうですね。でも総論的な話に、この時間ですからならざるを得なくて、本当に少

し駆け足気味になってしまったなという反省もありますし、私も教員研修は経験あるのですけれども、

しみ入るというか、こちらの話が伝わるというか、入っていくという感覚は、講演者としてはすごく

わかるのですね。正直申し上げてどうかなという感覚が、もちろん２時間という枠ですし、新任研修

も兼ねていたのだというのがちょっとうっかりしていて、若い人が来るならもうちょっとというのを。

もちろん完全にはできないと思いますし、あと、そういうしみ入るにはやはりワークショップとかそ

ういう形のほうが。先生方ってやはりそういう演習的なものがすごくお好きですし、そこから学んで

いく先生はとても多いと思うので、こういう２時間だけの、ちょっとだけワークは入れましたけれど

も、それだけだとまだまだだなと。ただ逆に私のスキル不足もありましたので、その点はちょっと反

省するところがあるのですが。 

 どういう形がいいのかということはわかりませんけれども、やはり何かもうちょっと学校単位でで

きればよかったかなとか、あと欲を言えば少しワークもたっぷり入れた、少し長い時間の、何時間と

いうわけではありませんけれども、少し体験的に感じられるような形が取れればいいかなと思いなが

らも、先生方はお忙しいので、そこら辺のジレンマは感じながらやらせていただきました。ただ、参

加された方は皆さん熱心に聞いてくださったなとは思いますので、少しでもお役に立てればよかった

かなと思っています。 
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○【小林委員長】 ありがとうございます。というのも、私は当日残念ながら本部の、本務校の都合

でどうしても、ぜひ参加したかったのですけれども、かなえられず失礼してしまったのですが、ご参

加いただいた委員の方もいらっしゃると思いますので、もしお話しいただければありがたいと思いま

すが、いかがでございましょうか。はい、岸委員。 

○【岸委員】 今、八巻先生ご自身もおっしゃっていましたけど、学校単位でやっていただけると、

すごく各先生方に徹底できるのではないかと思うのですね。とても話の内容は中身が深くて、それか

ら対人関係の基本的なことの講義でしたので、そういう意味では先生もおっしゃるように、ワークシ

ョップを通して、そういう体験をたくさんすることで、姿勢とか感じ方とかが認識できるのだと思う

のですね。そういう意味では、もっと代表の方というよりはもうちょっとフランクな人たちが集まっ

ていただいて研修していただくと、中身が生きてくるのではないかと思うのですね。 

 全体的な感想はそうなのですけれども、人間の悩みって、先生の講義の中にありましたけれども、

全て対人関係から始まるということで、アドラー心理学の説明をさせていただいて、特に印象に残っ

ているのは、このページでもありますけれども、「勇気」という点、「勇気づけ」という言葉が、非常

に私も新鮮に感じましたけれども、先生がおっしゃるように、人々が真に幸福になることが「勇気づ

け」だというお話もされましたけど、さらに進んで人間関係で、「ポジティブ循環」、これも確かあり

ましたね。３枚目の後ろと、ページ数でいうと６枚目とか７ページ目にありますけど、ポジティブな

人間関係とネガティブな人間関係があるけれども、ネガティブな人間関係もリフレーミングすること

でポジティブに変えていくのだ。このことが私もすごく感じました。こういう関係が学校の中、ある

いは子どもたちの中でつくれれば、随分私たちは生きやすくなるし、自分も勇気をもらえるし、相手

も勇気づけられるのではないかと、大変いいお話を聞くことができました。ありがとうございました。 

○【小林委員長】はい、田島委員。 

○【田島委員】 私も「嫌われる勇気」を、あの後すぐに、読みました、実は、父親が娘に与えた本

だったのですが、私も読んでいませんでした。読んでみて、もっと早く読めばよかったなと思いまし

た。先生方で読んだことのある方はほとんどいなかったのですよね。せっかく八巻先生のお話を聞く

のには、先に読んでから聞いた方がよかったと思いましたので、先生方は、お時間もないとは思いま

すが、先に読んだ上でワークすると違うのかなという印象を持ちました。八巻先生は、２時間ではと

ても語りつくせなかった部分があるだろうと思いましたけど、すごく参考になりましたし、よかった

と思います。 

○【小林委員長】はい、どうぞ長谷川委員。 

○【長谷川委員】 私も講義に参加させていただいて、非常に私は楽しく時間を過ごさせていただき

ました。学校の先生方と一緒のワークであるとか、いろいろな関わりで話していてちょっと感じたこ

ととしては、やはりあの限られた時間で体系に反しないで、でもとっかかりはきちんと伝えていただ

くというところで、やはり時間が足りなかったのかなという印象を持ちました。例えば「勇気」とか

「勇気づけ」というところで、それに関するワークの際に、先生方、それぞれ受けとめが実はちょっ

と違うのではないかなというところもあって、やはりきちんと一致する時間があった上でワークがで

きると、なおよかったのかなというのが１つと、あと先生方と話していて感じたのが、やはり学校の

先生って学級運営であったり、学校の問題に対するプロなのだなというところで、皆さんこういった

アプローチ以外の考え方を持っている先生もいらっしゃって、ちょっとそういったところでワークシ

ョップの際に少し捉え方が違うということもあったと思うのですね。なので、もし今度ワークショッ
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プをふんだんに入れたものをやるとしたら、先生方がイメージしやすい学級運営での具体的なトラブ

ル、例えば、Ａ君がＢ君にこういうことをしたときに先生だったらどうするか、どう考えるべきかと

か、そういった先生方にとって身近な、具体的なテーマ、設例でワークショップができると、それこ

そ学校単位でやったときにはいろいろな話が出てくると思いました、というところです。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。私は市内の先生とか、管理職の先生から非常に、教員間

からこれについては大変参考になったと、そういう話も伺いまして、私は貴重な機会を逸してしまっ

たなと反省しております。 

 今、お話いろいろとこうした内容をさらに学校ごとにとかですね、恐らく中学校と小学校では受け

とめ方がまた違ってくると思いますし、そういう点では今後この教員研修をさらに充実させるために、

今のここで出たさまざまなご意見等をぜひ今後に生かしていただければなと思います。 

 ちょっと確認ですが、この研修について参加対象はどういうふうにしたのか、事務局から教えてい

ただければ。 

○【事務局】 こちらについては、一応悉皆というところでは各校のいじめ問題の対策担当の教員が、

これが悉皆という形。あとは初任者研修としての位置づけですね。初任者は悉皆。それからあと、希

望する教員ということで何名かプラスで入っているという状況でございました。 

○【小林委員長】 それでは、この件につきましてはよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

                                               

 2 議事 （2）協議  

○【小林委員長】 それでは、先に進めさせていただきたいと思います。議事の（２）協議「教員へ

の提言について」ということでございます。では、このことにつきまして、まず事務局からご説明を

お願いいたします。 

○【事務局】 それでは議事の（２）協議「教員への提言について」、ご説明させていただきます。 

 このいじめ問題対策委員会、いろいろなご協議をしていただく中で、最終的に学校へのフィードバ

ックというところをこれまでもしてきていただいておりまして、始まった当初は、子どもに対して、

それから昨年度については、家庭に対してという形で啓発リーフレットなども一昨年、昨年という形

で作成していただいております。年度当初にお伝えをしているとおり、今年度は教員をテーマにとい

う形で取り組んでいこうということで教員研修などもしていただきました。最終的には、そんな大々

的なものではないにしても、ポイント、ポイントを絞ってということで、国立市の教員に対して、い

じめに対する対応についてはこういったところを視点にするとよろしいのではないかというような、

いわゆる提言というような形でまとめていただいて、それを私どものほうでしっかりと形にし、各校

の啓発に努めていこうと考えてございますので、きょうはさまざまに思っていらっしゃることとか、

前回の教員研修であるとか、さまざまな調査、それから見ていただいている現状なども加味して、ご

意見をざっくばらんに出していただき、それをもとに最終回の２月の会のときに私ども形にして一度

ご提示しますので、それをブラッシュアップしていただく形で提言をまとめたいと考えてございます

ので、どうぞご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○【小林委員長】 今、事務局からお話がありましたように、この委員会として教員にメッセージを

というようなことでございますので、きょうここで、急ですので何かまとめるということはできない

と思いますが、それぞれの委員のお立場として、いじめ問題の抑止というか、防止に関して、または
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その解決に当たって、委員としてはこういうことを大事にしてもらいたいというようなことを中心に、

もしここでいろいろ出していただければ、それらを取りまとめてまた次回事務局からご提案をいただ

いてというような、そんな流れということでございますので、もしこの件に関してはできるだけお１

人ずつ何か、急ですのできょうご意見いただいても、また次回「こういうこともやはり大事だった」

とか、「いや、このことはちょっと」とか、いろいろあってもいいと思いますので、まずは現時点の中

で思っていらっしゃることをいろいろ自由に出していただければと思います。 

 では、長谷川委員、お願いします。 

○【長谷川委員】 ２点とりあえずちょっと話してみたいと思うのですが、１点目が教員の方に向け

てということであるとすると、いじめ問題に気づけない、気づかないことが多分一番まずいというか、

気づいた上でどうそれを解決していくかということが大事というのが一番根っこにあるのではないの

かなと思っていて、先ほど数字を出していただいているところからも明らかなとおり、この数年間で

気づく、気づかなくてはいけないみたいなところは非常に徹底されているなと思っています。それだ

けで十分かどうかはあるのかもしれませんけれども、８００件以上出ているものについて、ではそれ

をどうクラスとか学級、学校の中で問題解決していったのかというところが、今後問われてくるのだ

ろうなと。件数が上がった先の話としてどう解決していったのかというところは問われていくのかな

と思っていて、やはり解決って、マニュアルみたいに１つの方法とか、決まった方法だけで終わるこ

とではなく、生徒さんのパーソナリティとか、クラス、学級の環境とかいろいろな影響がある中でそ

の一番前線にいる先生なり、バックできちんと支える先生たちが、その状況なり人に応じた解決をし

ていると思います。今後はそれを共有であったり、もしくは何かブラッシュアップするような形で、

問題が起きることは前提として、起きるものなのだというぐらいに思っていただいて、起きたときに

どうするのかというところを整備していけるといいのではないかなと思っています。 

 もう１点が、ちょっとこれは雑談めいたものになって恐縮なのですけど、この前、他市の小学校の

いじめ予防授業をするに当たって打ち合わせに行って、帰り際に教頭先生とちょっと雑談していたら、

いじめ予防授業のことではなくて、いじめ問題も含めて、保護者の方とどう接していいかわからない

と。特にいじめのときであれば、被害者の親御さん、もしくは加害者の親御さんとうまく話し合いが

できていないと。それがむしろ学校の先生にとっては、一番このいじめ問題がやっかいだなと思うと

きの原因になっているのではないかと思うのですがというお話で、どう交渉なり、話し合いをしたら

いいのでしょうかということで、１時間ぐらいその後お話があったのですね。恐らくほかの先生、ほ

かの学校にとっても保護者の方との関係というのが非常に悩ましいと。それがもしかしたらいじめ問

題にかかわらず、学校の問題で、先生方が苦労されている、疲弊する原因なっているのかもなという

ところがあって、そういうときに弁護士として思うのは、学校の中でそういった問題があったとして

も、学校がそれを解決するために主体的に動くのは非常にいいことだと思うのですけど、やはり話し

合いというときには最低限のルールがあると。それができないのであれば、話し合いができないと相

手に言わなくてはいけない場面もあるのではないかということを申し上げたら、かなり「えっ、そん

なこともいいんですか」と。「目からうろこでした」というようなことをおっしゃっていただいたので

すね。 

 私が申し上げた今の内容って、かなり弁護士としては当たり前の話で、加害者、被害者という関係

であっても、まず学校が加害者でないということがあったり、もしくは加害者であっても何か面談に

応じなくてはいけないとか、何かこれ、被害者側の言うことを全部聞かなくてはいけないかというと、
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そういうわけではなくて、話し合いというのはお互いがきちんと自分の認識を示し合って、解決に向

けてお互い何か譲歩し合うことがあれば、それが解決になるということなので、話し合いということ

自体できなければ、少し時間を置くとか、「ちょっとこういうことされると話し合いができないので、

こうふうにしてもらえないか」という要望を出すことは、むしろ話し合いを前に進めようという態度

なのではないかということを申し上げただけでも、そういう反応があるのは非常に驚きでした。なの

で、もしかしたらいじめとか、問題自体の対応だけではなくて、解決に向けた方法とか、やり方とい

うところでも、一般的な注意事項ぐらいのことになるかもしれませんけどお伝えできれば、今後学校

の先生方がそういった問題に対応されるときに、もう少しやりやすい部分が出てくるのかなと思いま

した。 

 なので、１点目についてはどう解決するかというところの共有であったり、ブラッシュアップの必

要性、２点目はそれ以外のコミュニケーションの方法とか、その周辺の方法についても何かお伝えで

きればなと感じたということになります。 

 済みません、長くなって。以上です。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。ほかにいかがですか。はい、矢野委員。 

○【矢野委員】 八巻先生のお話を伺う会に参加させていただいたのですけれども、あのときに、と

にかく心理学、アドラーの名前ぐらいしか知らなかったもので、具体的なアドラー心理学って、要は

みんな劣等感を持っている。劣等感の行き先がマイナスの方向に向かった場合に、人は自分の優越性

を満たしたいから、見下す相手が必要だということでいじめが起こるのだと。それに対して、先ほど

のネガティブ、ポジティブ、そのポジティブな人間関係づくりというところで、その勇気が必要で、

そして勇気というものをつくった中で、共同体感覚ですか、これが必要ではないか。それが要はいじ

めを減らすことにつながるのではないかというお話だったのですけれども、今、長谷川委員もおっし

ゃっていた、いじめがあって、それを解決する方法。例えば成功事例を通して、それを具体的に皆さ

んにお知らせする。なかなか会う機会が少ないということであれば文書にして、そういう成功事例な

どをお示しする。それから、共同体感覚というのは、どのような具体的なところで得ることができる

のかというのも少し掘り下げて、具体的にお示しできればなとも思うのです。 

 私、はたから見て、はたというか、二中のいろいろな行事に参加させていただいていて、とても盛

り上がるのが合唱コンと体育祭。それがとても盛り上がっていて、子どもたちの反応も、あれがとて

もクラスがまとまったという感想につながっていっているのを何年も経験していまして、例えばその

具体例の１つがそういう何か全員で取り組むような活動が取り入れられるかなという気もいたします

し、小学校はなかなか盛り上がりが、いまいちつくれないというか、そんな感じもしていますし、そ

ういう成功につながる事例を挙げてお示しするというのがいいように思うのです。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか。八巻委員。 

○【八巻委員】 今の話を受けてなのかもしれませんけれども、私もやはりこの研修会を通して、あ

とアドラーの考え方も考えながらも、キーワードになるのはやはり横の関係というか、極端なことを

言うともちろん、児童・生徒同士も横、対等な、上も下もないような関係を目指す、そういうのをつ

くり出すような教育の仕方というのはとても必要なのですが、そのときに先生方同士もやはり横の関

係をつくっていかなくてはいけないと思うのですね。それがモデルになる。結局子どもたちは見てい

るので、そうすると、共同体感覚まで言うとアドラー寄りなので強くは言えないのですが、具体的に

そういうふうに横の関係先生方はどうやっていけばいいのかと。これはちょっと時代に逆行している
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のかもしれないですけれども、先ほど長谷川委員からも「話し合い」という言葉があったのですけど、

実はアドラー心理学の先に、今、現代精神医療の世界でキーワードになっているのが「対話」なので

すね。「ダイアログ」なのです。もうちょっと先生方が形式的な会議ではなくて、ざっくばらんに横の

関係で話し合えること、もちろんいじめのこともそうですし、教育、教科指導でもいいし、何かそう

いう時間をつくって、先生方が横の関係で話し合えるということが、何か間接的かもしれないですけ

れど、それがいじめの世界を変える力になると思うのですね。いじめは縦関係なので、先生方が横の

関係をつくって、広めていくという感じは大事。ただ、いろいろな事務作業があって、授業の予習も

あってというのもあるのですけど、恐らくもうちょっと話し合える、あともっと言えばフリーに話し

合えるというか、何かそういうゆとり、余裕も横の関係を生み出すし、何か究極いじめ予防にもなる

のかな、いじめの何かを変えていく力になるのかなと。先生方同士が横のコミュニケーションをして

いく、何かいろいろなアイデアがあると思うので、そういうのを広げられればいいなというのはすご

く感じる。それが対話をしていくということだと思うのです。そこは何か提言に盛り込めたらいいな。

それもちょっと提言プラス具体的にこんなことやってみたらどうですかとか、もし入れられたらとて

もいいなと。それが結局は概念的には共同体感覚につながるような感じがするのですが、みんなで学

校を盛り上げていこうとか、生徒の教育を盛り上げていこうという気運はそれで高まっていくような

気がするので、もうちょっとその原点、横の関係で対話をする先生方、それが結果的に生徒への対話

にもつながるし、何かそこら辺は、ちょっとまとまりがなくて済みませんけど、それはキーワードに

してもいいのかなとはちょっと感じました。 

 済みません、長くなりました。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。はい、岸委員どうぞ。 

○【岸委員】 毎年報告とか、あるいは国立市内でも重大な案件が起こったりしていますけれども、

校長会とか先ほどのいじめ担当教員の集まりとかあると思うのですが、それがどういう形でフィード

バック、各学校にフィードバックされて、さらに学校の中で「特別な問題とか、ほかの学校の問題で

はないよね、日常茶飯的な自分の学校でも起こり得る問題だよね」という認識のところまでフィード

バックできるようなことがまず必要なのだと思うのですよね。「うちのクラスはないよね、いじめって

特別なことだよね。ちょっと日常と違うのだよ」という感覚でいるとやはりそれは発生してきてしま

うし、発生したときに、「自分には関係ない、うちの学校には関係ない」と見ていると、多分当事者、

そのクラスや学校はどんどん追い込まれる形になります。結果として追い込まれて行ってしまうわけ

ですよね。そうすると出口がなくてドロドロして解決が長引いてしまうし、いじめられる側、いじめ

る側も傷ついていってしまう。だけど、もっと日常茶飯事に起こり得る問題で、それがみんなが一緒

に考えなくてはいけないと思うような、こういう数値がフィードバックできればいいのではないかと

思うのですが、どう認知していくかで、どう、共通の認識を拡げるとか一番悩むところですけど、何

かそういうのができないかなという感じがします。 

○【八巻委員】 一方的に報告してそれを聞くという構図が。 

○【岸委員】 単に数値が多かった、少なかったとか、こうだったよねでは。そういうときに、やは

り八巻先生がおっしゃっているように、成功事例を一緒に報告していくというのがとても大事だと思

います。だめなところ、では、そこを気をつければいいのだと理解できればいいと思います。それが

できないと結局それは防衛、ディフェンスでしかないわけですから、それではやはり起こり得てしま

うわけですが、むしろポジティブに捉えて、こういうふうにやればなくなるし、こういうふうにやれ
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ば軽減できるのだよというの取り組みが、むしろ、まさに「勇気」ですよね。 

○【小林委員長】 いろいろご意見出ましたが、どうぞご自由に、もしあれば、田島委員。 

○【田島委員】 済みません。考えを上手にまとめて言葉にするのが難しいのですけど、ずっと引っ

かかっているのが、いじめられる側にも問題があるという考え方がどうしても、教員も保護者も子ど

もも拭い去れていないのが現状ではないかということです。重大案件に発展するもとは、やはり軽微

なものだろうと思うのですが、例えば、ばい菌扱いされてしまって、結果不登校になってしまって重

大案件になってしまう。でも、では、なぜばい菌扱いされてしまったのか、自分に何か問題はなかっ

たのかという、そういう指導を教員がするのは普通ではないかなと思うのですね。でも「それはいじ

めなんだよ」となると、いじめられる側には何の問題もなくて、いじめる側がとにかくいけないと、、

そういうふうに小学校から教えてくるのですけれども、教員は、学級経営をしていく中で、いじめる

側の言い分も聞いてあげなくては。いじめられる側には本当に何か改善すべき点が、生活指導上ない

のかというところ、両方を見て、双方の意見を聞いて、双方に指導してというのが先生だと思います。

頭の中では、とにかくだめなのだということは言われている、でも実際の学級経営の中ではそれだけ

ではうまくいかない問題、そこに保護者がまた絡んできて、保護者の対応というのも「うちの子だけ

が悪いのですか」と。「言われるほうに問題は何もないと先生はおっしゃるのですか」となると思うの

ですね。そこのところをどういうふうに支土井していくかを悩んでいらっしゃるのではないかと思う

のです。そこを考えてあげられたらいいかなと。今のままでは、どうしてもどこかにそれが拭い去れ

ないのではないかなと思います。 

○【小林委員長】 実は私も、今、田島委員が言われたことをぜひお話したかった点です。この委員

会が以前から、いじめられる側に問題があるのかどうかということで、それについては、そうではな

いのだと。いじめられる側に問題があるのではなくて、いじめは絶対許されないのだと、そのことに

関して、やはり私自身も教員自身がそれをどこまでしっかりと真摯に受けとめ、かつ人権問題として

それを捉えているかどうか、正しく理解できているかどうかという部分が、やはり私はまだ十分では

ないかな。そういう状況の中で両方から聞き取っても、きちんとした指導はできないし、場合によっ

てはいじめを再生産してしまう可能性もあると思うのですね。やはりいじめはどの学校にも、どの子

にも起こる可能性があるという前提のもとで、一方ではしっかりとであるからこそ、いわゆる予防的

な、未然防止的な心の教育であるとか、道徳や体験活動ですね。道徳が心を耕し、かつ、さっき矢野

委員が言われたように学校行事など体験活動で、しっかりとそういった心を耕していくことが必要で

すが、一方で起きてしまったときにどうするかといったときの教員の人権感覚ですね。その辺がしっ

かりと交通整理できているかどうかということだと思うのですね。ですから、このあたりは、何かい

じめられる側の１つの課題を、ある意味で理由づけにしていじめているところがあるわけですので、

そのあたりのところをしっかりと教員がよく理解した上でないと、「こういう問題は昔からあったの

だ」とか、「お前はもう少しうまくやればいいんだ」とか、そういう感覚が少しでもあったのでは、絶

対にこの問題は少なくとも解消には向かわないということだと思いますね。ですから、結局できる限

り起こさないように。でも起きたときにどう対応するかということですね。ですから、ぜひ幾つか提

言の中の１つには、本委員会はこれまでもたびたび提案してきたものをもう一度しっかり訴えていた

だきたいなというのが私の考えですし、あとはそれぞれ委員の方々からも大変貴重なご意見がありま

したので、ぜひそういうものを盛り込みながら、もう１つわかりやすく、シンプルに提言できればい

いのかなとは思っております。 
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 ほかに何か、もしもう少しお話しておきたいということがあれば、どうぞ遠慮なく。この件は今、

きょうここへいらして、ではこういうことをご意見いただきましょうということですので、もし今後

また次回の委員会までの間にこんなこともということがありましたら、もしそれぞれ委員のほうで事

務局のほうにお伝えをするようなことがあっても私はいいと思うのですが、いかがでしょうか。事務

局のほうはそういった準備というか体制を整えていただけますでしょうか。 

○【事務局】 はい、ぜひよろしくお願いいたします。 

○【小林委員長】 それでは、これは次回に向けてということですので、一応継続するということで、

ここではちょっとまとまりがつかないと思いますのでご了解いただきまして、先に進めさせていただ

きたいと思います。 

 

                                              

 2 議事（3）報告 ③  

○【小林委員長】それでは、次に（3）報告 ③「いじめの事案について」です。次のいじめ事案の

経過報告、これは非公開となりますけれども、本日は傍聴者の方はいらっしゃいませんので、このま

ま継続して非公開の扱いということで、進めさせていただきたいと思います。 

  

【非公開議事】 

                                                

○【小林委員長】 これで本日予定されていた議事については終了でございます。本日はまことにあ

りがとうございました。それではお戻しいたします。 

                                               

 3 事務連絡  

○【事務局】 小林委員長、ありがとうございました。私どももいじめの対策についてはやっている

ところなのですが、この会は本当に多様な視点から、私どもの気がつかないご教示をいただいており

ます。大変有意義な会にしていただいて、本当にありがとうございます。 

 次回は第５回ということで、今年度最後の会で、皆様の、一応お願いしていた任期の最後の会とい

う形になります。２月２５日の月曜日の７時からということでお願いをいたします。次回は私どもの

ほうである程度まとめさせていただいた提言の内容をお示しさせていただきたいと思いますので、そ

れについてご意見をいただき、最終的には４月にまた学校のほうにご提示ができるようなことを準備

させていただきたいと思います。 

 先ほど委員長もお話ししていただいたとおり、やはりこういったところも大事ではないかというこ

とを後でお感じになられるところがありましたら、ぜひこちらのほうに情報をお寄せいただき、全て

盛り込むことはちょっと難しいかと思うのですけれども、その中でこちらのほうで検討させていただ

いて、改めてお示しさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、平成３０年度が終わりますと、一応皆さんにお願いしていた任期が終了となるところになり

ます。事務局といたしましては、基本的には皆さんすばらしい意見を言っていただいておりますので、

このままぜひ継続していただけないかなと考えているところでございます。ただ、ご事情等があって

続けることが難しいという方がいらっしゃいましたら、個別にちょっとお話をお伺いさせていただい

て、後任の方とかの人選等を考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ぜ
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ひ、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、いじめ問題対策委員会、終了いたします。遅くまでどうもありがと

うございました。 

――了―― 


