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国立市教育委員会いじめ問題対策委員会（第２回） 記録 

 

日 時：平成３０年８月２４日(金)午後７時００分～午後８時００分 

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、八巻委員、田島委員、矢野委員 

欠席委員：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 「『平成２９年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』 

の結果について」 

       

  

  （2） 協議 「教員研修について」 

 

3. 事務連絡 

 

 

 

 

 

配布資料 

・平成２９年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査について 

・文部科学省 平成２９年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の課題に関する調査 

・いじめ対応に関する研修（案） 
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 1 委員長あいさつ 

○【事務局】 それでは、改めまして、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

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。ご多用の中、ご参集いただきまし

てありがとうございます。ことしの夏はことのほか猛暑ということで、プールなどもなかなか実施が

厳しい状況でございました。そうこう言っているうちにもう２学期がすぐ目の前にやってきておりま

す。こういう長期のいわゆる休み明けに関しては、いろいろと課題が噴出することもございます。私

どもはいじめ問題対策委員会という立場で、きょうここでまたお集まりいただいて議論を深めていた

だくわけでございますけれども、どうぞいつもと同じように忌憚なくご意見を頂戴いたしまして、中

身の濃い会にしたいと思いますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。 

                                               

 2 議事 （1）報告 

○【事務局】 それでは、早速でございますけれども、議事のほう、小林委員長司会で進行していた

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】 それでは、本日の議事進行の確認をさせていただきます。本日は報告１点、協議

１点でございます。報告につきましては、「『平成２９年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上

の諸課題に関する調査』の結果について」でございます。２点目、協議については、「教員研修につい

て」ということでございます。 

 なお、本委員会の質疑等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、ご承知おきをいただければと思います。 

 それでは、初めに報告でございます。「『平成２９年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の

諸課題に関する調査』の結果について」事務局からご報告をお願いいたします。 

○【事務局】 表記の調査のうち、いじめに関する調査の結果についてご報告をさせていただきます。

今回は、調査から抜粋した表が１枚のものと、それから調査自体のものも昨年度ご要望がございまし

たので本日は配付しております。配付の表裏１枚の資料に沿って、まずお話をさせていただきます。 

 まず、「認知件数の経年変化」ですが、昨年度も平成２８年度途中からいじめの認知について、法律

上いじめに該当するものは軽微なものを含めて、全て数を上げることになったことをお話ししました

が、昨年度もそのように実施しましたので、特に小学校のほうで認知件数が大幅に増加をしておりま

す。ちなみにこの法律上いじめに該当するものの中で、さらに社会通念上もいじめに該当するという

ものは平成２９年度ですが、小学校２２件、中学校が４件となっております。 

それから平成２９年度に上がっているいじめの認知件数の中で既に年度中に解消しているものと、

解消に向け取り組み中であるものについては、別の問題行動調査の資料の７ページをごらんいただき

たいのですけれども、こちらの資料７ページの３番「いじめの現在の状況」というところになります

が、解消しているものが９７２件中９３２件。解消に向けて取り組み中のものが４０件。それから中

学校のほうが１０６件中９８件が解消しているもの。８件が解消に向け取り組み中ということになっ

ております。 

それから、この平成２９年度のこの小学校９７２件、中学校１０６件のいじめの認知件数の年間を

通しての推移という話も昨年度ありましたので、６月と１１月のふれあい月間調査の結果を合わせて

載せたものが（２）の「認知件数年間推移」となります。こちらごらんいただくとおわかりのように
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６月の調査から１１月の調査で大幅に小学校のほうで数が増加しております。 

それから裏面をごらんいただいて、こちら（３）は「学年別の認知件数」となっております。中学

校に比べて小学校は認知件数が多いことや小学校の３、４年生で認知件数が多くなっていることがご

らんいただけると思います。 

それから昨年度は中学校１年生のほうが２年生よりも数が多かったのですが、今年度は中学校２年

生のほうが認知件数が多かったという結果になっております。 

それから（４）はこの認知したいじめの「主な態様」。こちら複数回答になっておりますが、小学

校、中学校ともに「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」というところが多

くなっておりまして、法律上はいじめに該当する軽微なものも多くはこちらに含まれております。続

いて、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする」。それからごらんいた

だくとおわかりのように態様となっております。 

それから（５）の「重大事態」については、先ほど課長から話がありましたように、後ほど話させ

ていただくことが１件。ごめんなさい。それはまた別の件でした、済みません。こちらは昨年度別の

件で１件上がったものについてご報告をしております。済みません。間違いました。 

報告は以上になります。 

○【小林委員長】 ありがとうございます。それでは、今、事務局からこの配付資料をもとにして、

説明がございましたけれども、委員の皆様からご質問、ご意見等をここで出していただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 どうぞ、矢野委員。 

○【矢野委員】 幾つかあるのですけれども、まず１つ目が（２）のこのグラフ。「認知件数年間推

移」のグラフなのですけれども、これは平成２９年度中の６月、１１月、３月だと思うのですけれど

も、もうこの年は当初からこの法的にいじめの定義が変わって、６月の調査も既に始められたと思う

のですけれども、ここで１１月になって突然ふえたのは何か理由があるのでしょうか。 

それから、まとめていいですか。もう１つが、こちらの資料の７ページですか、先ほどご説明いた

だいた「解消に向けて取り組み中」が小中合わせて４８件とありますけれども、これは期間的には長

期に、要はいじめ解消のための取り組みが行われているものなのか、それとも調査の直前にこういう

ものが発生したのか。要は取り組み状況が難しい問題なのかどうかというところが伺えればと思いま

して。 

 以上です。 

○【小林委員長】 それでは、今、矢野委員から２点ご質問いただきましたが、これにつきまして。

それでは、事務局からお願いいたします。 

○【事務局】 １点目のいじめの認知の件数ですね。１１月にぐっと上がっている状況についてなの

ですけれども、この法令上の軽微ないじめを認知していきましょうというアナウンスは４月当初にい

たしました。ただ、最初の６月の調査の段階でこの軽微ないじめというのがしっかり認知できている

ものだろうかという形で確認をしていったところ、やはり学校によってはなかなかそういったところ、

話はしているのだけれども、浸透していないというところが明らかになりましたので、さまざまない

じめ問題の学校の連絡協議会であるとか、校長会等で再度繰り返しこの軽微ないじめについてさまざ

まに情報提供等したところ、１１月のところでぐっと各認知件数として上がってきたといった状況が

ございます。 
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 それから２点目の解消についてなのですけれども、こちらはさまざまなものが含まれておりまして、

特にこのいじめを解消と認めるものは東京都の指針でもおおむね３カ月程度。しっかりと確認したの

ちに解消として認めることという形の指針を示されておりますので、今、もう大丈夫なのだけれども、

継続して観察中というものもあれば、起こったすぐ手前のところで、まだ解消していないもの。それ

から本当に注意深く継続して見なければならないもの等、さまざまな顕著なものが含まれている状況

でございます。 

 以上です。 

○【小林委員長】 よろしいでしょうか、今のお答。質問に関してのお答を事務局からいただきまし

た。山田委員。 

○【山田委員】 矢野委員の２点目の質問と若干かかわることなのですけれども、６ページから始ま

るホチキスどめの資料７ページの「解消に向けて取組中」は小学校４０件で中学校８件ということな

のですが、この最初の１枚紙の表の「社会通念上のいじめの認知件数」がグラフの下にあって、これ

小学校２２件で中学校４件になっていて、これよりも多いのがちょっと不思議な感じがややするとい

うか、社会通念上のいじめではないものが、「解消に向けて取組中」というのは、どういうケースがそ

こに含まれているのかなというのが気になったものですから、もし何かご存じのことがあれば、この

数字の違いはどう理解していいのかなということについてご教授いただければと思います。 

○【小林委員長】はい、事務局お願いします。 

○【事務局】 ちょうどＡ４の表裏のものの（２）の「認知件数年間推移」の図をごらんいただけれ

ば、１１月の認知数と３月の認知数で、例えば小学校であれば１１月から３月まで８８件増加をして

います。中学校であれば３３件増加をしております。先ほど来から説明しておりますとおり、発生し

て解消が見られてから３カ月間は経過を見るようにというのがありますので、この１１月の調査以降

発生したもので、１月、２月、３月に起きたものは、年度末までに３カ月の猶予がありませんので、

そこについては年度末の状況では、もう観察するというところに入ってきますので、このような数字

になっています。 

○【山田委員】 大変よくわかりました。ありがとうございます。 

 あと、ちょっと別な数字なのですけれども、これ雑感というか、感想的なコメントになってしまう

のですが、ホチキスどめの９ページですね。この「いじめ発見のきっかけ」というところで、小学校

と中学校、数字がかなり違うので比較は難しいと思うのですが、小学校だと結構担任が発見したもの

が含まれているのに対して、中学校だと１件のみでほとんどがアンケート調査等で見つかったと。下

のほうまで含めると本人からの訴えという形になっているのですけれども、このあたりの数字はどう

いうふうに。やはり枠年進行とともになかなか見つけにくいものになってきているということなのか、

どういった背景があるのかちょっと。かなり違っているなという印象なので、もしこのあたり事務局

としてこう数字を解釈しているということがあれば、教えていただければと思います。 

○【小林委員長】はい、事務局お願いします。 

○【事務局】 小学校は基本学級担任制なので、１日の中で学級担任が直接かかわっている専科以外

の時間というのがほぼ８割くらい。中学校は逆に学級担任なので、ここが。学級担任が例えば国語と

か、数学のようにある程度の時間数を持っていれば、時数は多いと思うのですけれども、週１回しか

ないような授業の場合には、朝、給食、帰りぐらいにしかもう会わないという状況があるので、なか

なか直接発見に至る機会がないと。それぞれの校種の特性なのかなとは思っています。ただ、ご指摘
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いただいているように担任や担任以外の教員が発見している件数が少ないというのは、この辺の発達

の段階によってなかなかすぐに見えないような状態でのいじめが起きているところを物語っているの

かなと思います。 

○【山田委員】 はい、わかりました。ありがとうございます。 

○【小林委員長】 それでは、長谷川委員、お願いします。 

○【長谷川委員】 ちょっと見落としがあったら申しわけないのですけど、小学校と中学校でいじめ

の（１）の「認知件数」にかなり差があるなと思ったのですけど、国立市内の小学生数と中学生数は

大体どのくらいなのでしょうか。 

○【事務局】 大体１学年５００人なので、３，０００と１，５００ぐらいですね。 

○【長谷川委員】 多分国立市内だと、多分５００を学年でやっているのだと思う。 

○【小林委員長】 ほかにいかがでしょうか。八巻委員。 

○【八巻委員】 これ、グラフを見ていると、やはり小学校の伸びが物すごくて、中学校が横ばいか

なと思うのですけど、よく見たら２８年と２９年で倍増ですよね。これマス目の問題であって、ちょ

っとこれは誤解を生むかなという感じがするのと、ちょっと気になったのは、中学校の伸びもやはり

いじめの定義によって伸びた部分があると思うのですけど、よく見たら平成２４年も多いですよね、

これ。１１７件。これは何なのでしょうかね。この平成２４年の多さというのは何があったのか。ち

ょっと参考までに教えていただければありがたいのですが。 

○【小林委員長】はい、事務局どうぞ。 

○【事務局】 このときは、法律の整備とかの話ではないのですが、大津のほうで事件があったため

にきちんといじめについて認知するようにということがあって、今までの見方からきちんと見るよう

になって、数がふえていったということです。 

○【八巻委員】 きちっと見ると１１７件なのですね。その後はきちっと見ていないということで、

定義が変わるとまたそれに近づくってどうなのだろう。 

 ここら辺のちょっと定義が変わって、大津事件の影響と同じぐらいになったと考えていいのか。ち

ょっとこれ現象。２５件から４６件に上がっていますけど、中学校のいじめ件数の認知の仕方のばら

つきがちょっと違和感を感じましたね。 

○【長谷川委員】 そうですね。９件からですからね。 

○【八巻委員】 そうなのです。ちょっと異常な。 

○【小林委員長】はい、どうぞ田島委員。 

○【田島委員】 そうなると逆に平成２６年の小学校の１０というのが気になるのですけど、これは

何で１０なのでしょうか。おわかりになれば教えてください。 

○【小林委員長】はい、事務局どうぞ。 

○【事務局】 このあたりがこのいじめの認知、非常に難しいところでございまして、大きな事件が

あると関心が高くなって、いじめの認知件数がぐんと上がると。経年で推移していくと、どんどん数

が少なくなっていくところですね。これもその学校の認知の感度はどうなのかと指摘される大きな要

因になっています。これ国立市だけではなくて、全国的にこのようになってしまっているので、そこ

でこの２８年、２７年から２８年のところで文部科学省、それから東京都教育委員会、本腰入れても

う一度見直していくという指導が入った状況でございまして、こちらは正式にこの数がというよりか

は学校のいじめの認知の仕方についての課題が数字になって出ているという教育委員会としての認識
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でございます。 

○【小林委員長】はい、岸委員どうぞ。 

○【岸委員】 （３）の「学年別の認知件数」ですけれども、これ平成２９年度を見たものですけれ

ども、ほかの年度と比べて、このばらつきというのはどうなのでしょうか。 

○【事務局】 もう一度お願いします。済みません。 

○【岸委員】 （３）の「学年別の認知件数」ですけれども、これは平成２９年度の単年のものと思

うのですけれども、ほかの年度と比べて、やはり同じような傾向かどうか。 

○【事務局】 基本的に当時社会通念上のいじめだけをとってみると、やはり小学校では高学年が多

くなり、中学校でいうと、中１が多くなるといったケースが全国的にもそのような傾向でございまし

た。平成２８年度軽微ないじめについても認知していこうというサジェスションを始めたところ、昨

年度についてはやはり小学校３年生あたりが一番数は多くなってきておりまして、やはり人間関係ト

ラブルとか、多感でちょっと手が出てしまったりとか、嫌なこととかを思い切って言ってしまうとい

う年代で言えば３年生が多い傾向に、軽微ないじめも含めますと、なってくるのかなと、そういう認

識でございます。 

○【小林委員長】はい、どうぞ矢野委員。 

○【矢野委員】 同じく（３）のグラフを見て思ったのですけれども、これは国立市全体の数だと思

うのですが、学校間で何か特徴があるのでしょうか。具体的にこの学校が多い少ないということでは

なくて、そのばらつきがあるかないかについて教えていただければと思います。 

○【小林委員長】 これはいかがでしょうか。学校間でのばらつきというのは。事務局どうぞ。 

○【事務局】 あるかないかという話で言えば、あります。数的にも一番少ない学校と一番多い学校

を比較すれば、倍ぐらいの差があります。そこの部分についても特定の子どもが複数の子に対してい

じめを行っているケースが多いので、そのようなお子さんがいる学校については、加害は１人なので

すけれども、被害の数がふえることによって件数がやはりふえますので、学校によっての差が生じて

いるところがあります。 

○【矢野委員】 その多い学校については、何か特別な指導というか、教育委員会から学校に対して

何かお話とかされているのですか。 

○【事務局】 我々が指導する以前にもう学校が報告を上げてくる段階で課題として感じて取り組み

を進めていますので、その取り組みの状況を聞いた上で、さらに必要であれば助言はしていますけれ

ども、今までの傾向的に、逆にそういう、今、お話したようなお子さんがいる場合については学校か

ら事前に逆に相談という形で、対応に困っているのだけれどもという話があるので、それに対しては

我々のほうで補足等について助言をしているところです。 

○【小林委員長】 私からちょっと。この（３）番の「学年別認知件数」で、先ほどもご説明があり

ましたけれども、この国立市の場合で中１が非常に少なくなっていて、全国的に見ると中１は多いと

いうのは、ただ軽微ないじめを入れてから３、４年生が全国的にはトップを占めるようになってきた。

それまではもう中１が不動の位置にいたのですけれども、本市でこの中１が少なくなっているという

のは、何か市としての取り組みだとか、そういうようなことでの何か考察みたいのはございますでし

ょうか。事務局どうぞ。 

○【事務局】 今、学年別の数字で見ると、中１のところが３２件ということで少なく見えておるの

ですが、３２件という実数があるので、この３２という数字だけで見れば、決して少ないとは思って
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いません。その中２のところの逆に５８というところが突出しているところかなと思いますし、この

あたりについては昨年この中２の子どもたちが中１のときにも数はかなり多かった。割とそういう傾

向のある学年の子たちなので、そのまま持ち上がって同じような数値の状況が出ていると思っていま

すので、中１が少ないという認識よりは、今、この当時の中２、今の中３の学年のところの課題解消

が十分に図られていないという認識でいます。 

○【小林委員長】 これは一概に数字が他学年に比べると低いから、楽観視はできないよという、そ

ういうことですね。逆に２年でこうやってふえているという部分が、１つ今後どう市として指導をし

ていくか、どういう取り組みをしていくかということも１つのポイントかなと思います。長谷川委員

どうぞ。 

○【長谷川委員】 半ば、雑感めいたもので恐縮ですなのですけど、９ページの「いじめの発見のき

っかけ」を見て、アンケート調査など学校の取り組みにより発覚した割合がかなり多いなという印象

を受けていまして、小学校でいうと、学校の教職員等が発見したうちのほぼ４０％ぐらい。中学校に

関してはほぼこのアンケートが問題の掘り起こしに役に立っている、一躍かっているなという印象が

あるのですが、このアンケート調査等はもう学校の裁量というか、ヒントとか、アンケートの内容と

か、やり方というのは学校がそれぞれ工夫されてしている状況ということなのですか。 

○【事務局】 年に３回以上実施するようにということは共通してやっています。 

○【長谷川委員】 各学校ともその３回ぐらいは少なくともされていて、こういう結果になっている

ということなのですね。ありがとうございます。 

○【小林委員長】 ほかにいかがでしょうか。大分いろいろと出てまいりました。 

この認知件数に関してはいろいろな捉え方があって、逆に多いということで、一定の評価をする向

きもあります。そのかわりその解消しているものがしっかりと充足できているかどうかということで

すね。認知し、そしてかつしっかりと指導が進んでいるという点で評価する。そういう点では解消に

向けて取り組み中というのが、いろいろな経緯もあろうかと思いますが、小学校で４０件というと、

１校平均約５件ですね。これが多いのか少ないのかということはいろいろまた議論があるかと思いま

す。中学校の場合には大体１校当たり２件から３件、平均的にですね。多少の偏りはあるかもしれま

せんが。ここら辺のところを今後どのように見ていくか。もちろんその中身の重さにもよるかとは思

います。 

 ほかに何かありますか。気がついた点とか、ぜひ明らかにしたいようなところはありますでしょう

か。 

 １点、よろしいですか。４番の「主な態様」のところで、パソコンや携帯電話で誹謗中傷や嫌なこ

とをされる。いわゆるネットいじめ的なものですね。この数値が４と３ということで、これが多いの

か少ないのかという部分なのですが、数字だけ単純に見ると、ほかと比べると数は少なくなっていま

すが、これに関しての何か市教委としての一定の見解というか、そういうものがもしあるようであれ

ば、ちょっと教えていただきたいと思うのですが、私はもっとこれが多いのではないかなと予測を立

ててしまうのですけれども、いかがなものでしょうか。 

○【事務局】このパソコンや携帯電話というか、特にＳＮＳの関係のものというのは、学校としても

見えていない部分も多々あるのではないかなと思います。かなり明るみになって問題になっていく形

になっているのは、このような数字に上がっていますけれども、実数としてはもっとあるのではない

かと。外目に出てくるのは上の部分の態様として出てきていますけれども、その中にはそういったＳ
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ＮＳ関係での嫌がらせ等も陰でわからないところで行われているところは、想像の範囲ですけれども、

あるのではないかなと思います。 

○【小林委員長】はいどうぞ山田委員。 

○【山田委員】 済みません。ホチキスどめの１０ページの「いじめられた児童生徒の相談の状況」

なのですけれども、中学校の「誰にも相談してない」という一番下の表なのですが、中学校１１４件

の認知件数中３２件あって、これが結構高い数値だなと感じがいたしますので、ちょっと注意深く見

ていく必要があるのかもしれません。年度は違うのですけど、２８年度の全国のやつだと、これは小

学校で６．２％、中学校で６．８％なのですけど、小学校は全国よりもかなり低いのですが、中学校

は何かすごく高い感じがするので、ちょっと気をつけたほうがいいかもしれないなと思いました。雑

感です。 

○【小林委員長】 今、山田委員が言われたように、この中での数値で多い少ないというのはもちろ

んここであるのですが、全国平均と比べてどうかという部分はある程度参考になるかもしれないです

ね。そういう中で特に突出したものがどうなのかとか、そういうものも今後ちょっとマークして、私

たちが把握できればよりよいかもしれないですね。実数としてはそう多くないのだけど、全国平均と

比べると結構多いのだ、大きいとかね。実際かなりの数値があるのだけれども、全国平均も同じよう

な傾向があってということもある。それで安心はもちろんできないですけれども。 

○【山田委員】 自治体レベルはちょっと数が小さくなると、変動が大きくなってしまいますから、

単純に全国平均と比べるかどうか、比べることだけがベストかどうかわからないですけど、でも、比

較してみるといろいろわかることもあるかなという印象です。 

○【小林委員長】 今、中身についてのいろいろなご質問やご意見を承っておりますけれども、こう

いうものを通して何かいじめ問題の対策というか概要というか、そういうことを含めてもしご意見等

があれば、どうぞお出しいただければと思います。長谷川委員。 

○【長谷川委員】 先ほどいじめが発覚したアンケートが目につきますということとの関連なのです

けど、いじめ予防事業を弁護士会で行うに当たって、事前に学校さんとの打ち合わせでその授業を行

うクラスとか学年でのいじめの有無とか、あるとしたらどういった内容ですかということはお伺いす

るようにしているのですが、先生方から特にそういう問題はありませんと言われる授業のアンケート

で、実際、今、いじめられていてということを書いてくれる子も結構そんなに珍しくないぐらいでい

るのですよね。自分で言うのも変なのですけど、本当にその時間だけ外部のよくわからない大人が来

て、その授業のアンケートで書いてくれるのだなというのが率直な印象で。なのでアンケートは結構

力があるのだなというか、やはり匿名か記名制かとか、いろいろやり方によるとは思うのですけど、

やはり現に困っている人とか、その困っている人の周りにいる人の情報提供というのが、端緒として

はすごく力を持つのだなということを思った次第です。 

 回数を重ねればいいかという問題ではないのは前提なのですけど、何となくそういう現場からの情

報収集みたいなものができると認知の問題も随分改善するのではないかなと思いました。 

○【小林委員長】 これは前のときにも伺ったことがあるかもしれませんが、アンケートの調査につ

いては、国立市内の小中学校は原則年何回やっているかというのは押さえていらっしゃいますか。 

○【事務局】 年３回です。 

○【小林委員長】 ３回。学校によって独自で多くやっているという学校はありますでしょうか。回

数は承知されていないですか。 
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○【事務局】 ４回以上。１５ページに内訳がございまして、実施、（１）の①の頻度について。 

○【小林委員長】 なるほどね。４回以上というのがある。わかりました。 

これは前にもお話をしたかもしれないですが、アンケートについては文科省というか、国立研究所

とかいろいろな中で、このアンケートはいじめの発見を主にするというよりも、アンケートをするこ

とによって教員も改めて指導を、糸口というか深めていくというか、子どもの中ではいじめはいけな

いのだという警鐘にもなる。要は指導の効果が見込まれるということで、もちろんその発見も大きな

目的なのですけれども、指導の一貫として進めていくのだという考え方も結構ありますので、もちろ

ん少なくとも全体でやるものについては、最低限クリアしてやっていただくことは必要ですけれども、

学校の実態に応じて適宜こういった回数などもいろいろと工夫されていいのかなと感じました。 

はい、岸委員。 

○【岸委員】 先ほどの（３）の表に戻ってきていますけれども、小学校３年生くらいから多くなる。

これは全国的にそういう傾向だというお話がありましたけれども、実際に小学校の低学年のお子さん

たちと野外活動を通してですけれども、接していますと、１、２年生というのは非常に素直なのです

ね。ところが３年生ぐらいになると自我が発達して自己主張が出てくるという特性があるかと思うの

ですけど、逆にものごとをやわらく捉えられる１、２年生のうちにいじめに対する教育をむしろ基本

的なところをしっかり入れるほうが大事かなという感じがするのですが。 

○【小林委員長】 今、大変貴重なご意見をいただきましたけど、いかがでしょうか。はい、事務局

どうぞ。 

○【事務局】 よろしいですか。やはりその多い学年に重点的にというよりかは、やはり発達段階に

応じていじめの場合は主に思いやりということであるとか、他社への気持ちみたいなところはしっか

りと育んでいかなければならない。そのベースになるものについては日常的な学習の中であったりと

か、道徳の教育の中で実施していくという方策になるかと思います。知識的なものをいじめというの

は何だというところを入れるタイミングというところで、今のところこの学年でこう指導していこう

というものは確立されておりません。その辺は学校によってどのタイミングでどういう指導をするの

かという計画をしているところなのですけれども、そのあたりも今後研究していく必要はあるのかな

と認識しているところでございます。 

○【小林委員長】はい、事務局。 

○【事務局】 小学校３年生は初めてクラス替えをするのですね。１、２年生である程度の人間関係

ができてきて、そこで３年生になって初めてクラス替えで、今まで一緒にともに生活していった子と

違う子に遭遇して、「あっ、この子なんだ」みたいな感じのところが出てくるのと、あとちょうど学習

でも抽象概念が出てくるので、１、２年生のときに素直に思ったものを素直に話していくことが主だ

ったところから若干隠すという、ほかのものに置きかえながら表現をしていくという要素が入ってく

るのですけれども、そこにうまく合わないと、そのまま話す、そのまま全部思いを言ってしまうと、

その子が「なんだ」という感じになるところとか。実は昨年も小学校６９件だったのですけれども、

そのうち２８件が小学校３年生なのですね。６９分の２８になので、３年生の比率は国立においても

昨年も高かったので、そういう単純な比率で見ると、ことしの傾向的にはほかも伸びているせいもあ

るのでしょうけれども、３年が突出していないなというのを逆に設けるところも若干あるところです。 

○【小林委員長】 先ほど岸委員が言われたように、１、２年生の素直な段階のときにしっかりと指

導していく。私は、非常にそれは大事なことだと思いますね。やはり何か課題があるからやるという
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よりも、人間としての生き方としてしっかりといいこと、悪いことを考えさせたりとかいう場面を道

徳の時間を初めいろいろな時間の中でしっかりと行っていくことが次の新たな課題を生み出さない大

きなポイントになるかなとは思います。 

 それでは、この件につきましては、まだほかにもいろいろあるかと思いますが、また機会がありま

したら、戻って議論してもと思っておりますので、今日はひとまず次の議事に移らせていただきたい

と思います。 

                                               

 2 議事 （2）協議 

○【小林委員長】 続いて、協議事項として「教員研修について」でございます。それでは、事務局

から説明をお願いいたします。 

○【事務局】 それでは、「教員研修について」説明させていただきます。第１回の本委員会でご確

認いただいたとおり、９月２０日木曜日午後２時４５分から２時間程度いじめ対策にかかわる教員研

修を開催いたします。本委員会の意見踏まえまして、八巻委員に講師としてご指導いただきます。 

本研修は初任者研修及び国立市立小中学校いじめ問題対策連絡会を兼ねておりまして、教員に対し

直接サジェスションを与えることのできる貴重な機会になりますので、ぜひこの当委員会でのご意見

等、メッセージ等を八巻委員にもちょっと反映させていただきながら、実りが多い研修会にしていた

だきたいと思いますので、どうぞご意見等よろしくお願いいたします。 

○【小林委員長】 それでは講師の八巻委員に現時点での研修内容の案をご提案いただきたいと思い

ます。八巻委員、よろしくお願いいたします。 

○【八巻委員】 本当に簡単なレジメというか、見出しのようなものをピックアップして書いたもの

ですけれども、今まで私もいろいろ要請があって、さまざまな県の教育委員会とか、市の教育委員会

とかでいじめの講演会をする機会がありまして、それがベースになっています。やはりついついいじ

めはなぜ起こるのかというところがどうしてもメーンテーマになりがちなのですが、それを初めに言

っていて、それ以上にやはり何が予防のために必要なのかという流れをつくりたいと思ってこういう

プログラムを考えました。 

 １つずつはちょっとご説明する時間がないので簡単にお話すると、やはりいじめは人間関係の問題

なので、よりよい人間関係をつくっていくために何が必要であるかというところがだんだんメーンテ

ーマになってきます。その中で私の専門であるアドラー心理学というのが、それをきちっと考え方を

提供しているので、それの簡単なご紹介と、あとよりよい人間関係をつくっていくための必要な要素

としての勇気とか勇気づけとか共同体感覚ということをご提案して、教員に体験していただく。ただ

２時間ですので、２時間ずっと聞き続けるのは非常に苦痛ですし、ただ１時間で休憩を入れるのも中

途半端な時間なので、中にワークを入れながら、少しこういう勇気とか勇気づけとか共同体感覚につ

いて体験していただきながら、そういう考え方というのを先生方にも体験いただくというプログラム

になっています。 

 簡単ですが、こういう流れでやっていきたいと思います。委員の先生方の意見もちょっと反映でき

ればと思いますので、とりあえずいろいろなところで試したプログラムではあるのですが、もう少し

こういうのを入れたほうがいいとか、こういうことをぜひ入れてほしいというのがあればご意見いた

だければなと思っています。 

 簡単ですが、以上です。 
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○【小林委員長】 ありがとうございます。今、八巻委員からこのプリントをもとにしてご説明をい

ただきましたけれども、ご質問だとかまたご要望だとかあれば承りたいと思います。よろしくお願い

いたします。はい、長谷川委員。 

○【長谷川委員】 以前、弁護士会で八巻先生に講師をお願いして、研修を開いていただいたことが

あって、そのときに非常にワークが参考になったというか、アドラー心理学というのは、済みません、

私はもう先生のお話を伺うまであまりよくわかっていなかったというところで、実際のワークで具体

的にどうその考えなり認識を生かすのかというのを実体験できたというので、非常に実は好評でして、

学校の先生にとってもやはりそういう実体験というか、実際に具体的なワーク作業を通じて、理解を

深めるということは間違いないと思うので楽しみにしています。ぜひその部分を取り入れていただけ

ればと思っております。 

○【小林委員長】 何かご質問もよろしいかと思いますので、もしあればどうぞ。 

○【八巻委員】 済みません。見出しだけなので全然わからないと思うのですけれども、もしこれだ

けは聞いておきたいというのがありましたら。 

○【小林委員長】はい、矢野委員どうぞ。 

○【矢野委員】 ごめんなさい。わからないので教えていただきたいのですけれども、１０番目の「勇

気づけ」から「共同体感覚」へ。ここの「共同体感覚」というのをもう少し具体的に教えていただき

たいのですが。 

○【八巻委員】 簡単に言うと、みんな仲間だと思う意識のことを「共同体感覚」というのですね。

ですから先生方が先生方同士も仲間と思うような意識を持つこと自体が、子どもにすごく影響を与え

ると思うのですね。そういうお互いに「勇気づけ」というかかわり方をすると、みんな仲間意識が強

くなっていくので、先生方も仲間感覚でいろいろ教育活動を取り組めると。その行為なり振る舞い自

体が子どもたちにもいじめをなくす共同体感覚を育むという力になっていくという考え方なのですね。 

これはアドラー心理学というか、１つの仮説なのですけれども、やはり先生方というか大人の中に

もいじめの心理がありますよね。その大人のいじめの心理が子どもにも影響を。もうテレビを見てい

てもそうですし、そういう部分をやはり大人からまずみずからそういう意識があることを自覚して、

それとは反するような共同体感覚というのを自分の中に広げていくこと自体が子どものいじめの予防

にもつながっていく。そう考えて、先生方の共同体感覚を広げていくというのが最後のまとめみたい

なものです。そうすることによって子どもへの影響が出てくるのですよと考えています。 

○【田島委員】 そうすると、その「勇気づけ」というのは、先生自身のための勇気づけということ

でいいですか。 

○【八巻委員】 先生自身というか、先生方の勇気づけでもあるし、もちろんそれが子どもへの勇気

づけにもなっているのです。みんなどの人間関係でも勇気づけというコミュニケーションすることが

共同体感覚を育むことになるので。 

○【田島委員】 必ずしも子どもに対するということだけではないということですよね。 

○【八巻委員】 ついつい勇気づけというと、先生が子どもに対してやるというのでは結構大きな理

解なのですけれども、実は先生同士。何なら家庭でもとかという話をするので。 

○【田島委員】 ありがとうございます。すごく大事なことだと思います。 

○【八巻委員】 そうですね。それができると、自然にその振る舞いが共同体感覚を育むことになる

ので、それは教育にも物すごく影響が出てくるだろうなと思います。 
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 実はちょっと本題ではないのですが、このプログラムはもっと拡張したバージョンは前もちらっと

お伝えしたのですけど、岩手県での取り組みなのですけれども、岩手県の総合教育センターではこれ

を１日がかりの研修でやるのです。１０時から１７時くらいまで。それが２日間のプログラムなので

すね。２日間のプログラムをこれから６年かけて学校の代表した教員だから、いじめとか教育相談担

当とか、小中高の全教員に受けさせるプログラムが今、稼働していて、ことし１年目が始まったので

す。これは、だからアドラー心理学というのをベースにして、いじめをやはり予防していく教員の考

え方とか振る舞い方というのがベースになっていますけど、２日目のほうはもっと具体的な、それこ

そさっきちょっと言おうかと思ったのですが、具体的にではどうすればいいのかという、具体的な考

え方でアドラー心理学で有名な考え方なのですが、クラス会議という考え方。クラス会議というまさ

に教室の中で共同体を育むような会議の仕方というのがアドラー心理学では解放されていて、そのク

ラス会議の専門家が上越教育大学の赤坂先生という方がいらして、その方が２日目ワークショップを

やりながら、クラス会議の提案をするという形で理論編と実践編みたいな形で２日間のプログラムを

岩手県全体でやるという取り組みを始めています。ことし第１回でとてもやはり実践と理論があるの

ですごく。あと変な言い方ですけど、命令されていくので、最初はこんな顔になっているのですが、

２日間終わるとやはり目つきが変わったそうです。自分から志望していく形ではなくて、学校側、校

長からの命令で行くので、そういう方で大体なかなか複雑な気持ちだったので、でもやはりよかった

みたいです。参考までにそういう考え方もあるので。ただ、アドラーの発想はその子のいじめ対応に

は貢献できるかなと思って、直前で出させてもらいました。 

○【田島委員】 ちなみに今回のワークはどういった内容とかわかりますか。 

○【八巻委員】 簡単なやつは、例えばアドラー心理学のいじめの心理というのを聞いてみてどう思

いましたかというのを近くの方とわいわい話し合ったり。 

○【田島委員】 隣の方と。 

○【八巻委員】 そうですね。「八巻の言っていること超わからないね」と言い合うのもとても学び

になるので、そういうワークとか、「勇気づけ」のちょっとした体験をしてもらうワークとか。そうで

すね。４つ、５つ入ります。 

○【田島委員】 私たちは見るだけですか。見学。 

○【八巻委員】 参加されるのですか。いわゆる参加されるのだったら、ワークに入っていただいて

結構です。全員参加で。ぜひ、のけ者なしで。 

○【小林委員長】 今、お話を伺っていると、もうとりあえずぜひと。これ、周知の仕方はどういう

ふうに、事務局のほうで。全体。 

○【事務局】初任者研修は悉皆研修になっています。それからいじめ問題の学校のいじめ問題対策連

絡会のメンバーというのは、学校のいじめ対策の担当者。これも１１人。これも悉皆で来ていただき

ます。あとは学校長が必要と認める者という形で学校の中から数名ずつ出していただくという形でや

っていきたいと考えてございます。 

○【事務局】 大体２５から３０くらいが想定かなと。 

○【事務局】 ３０人くらいですかね。 

○【八巻委員】 ちなみに去年の年末にこれと同じプログラムを北区の教員研修というか、北区は年

に１回全教員が集まるものがあって、北区の大きなホールに、あのときは、１，２００人の方が来て、

こういう感じの方が来たのですけど、ワークやるとやはりちょっと目つきが。よかったです。１，２
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００人をワークさせるというのは、こっちもわくわくします。 

○【岸委員】 多分先生のお話も出てくるのだと思うのですけれども、いじめることで脳内物質のド

ーパミンが分泌されて、快楽を求めているという部分があると言われますよね。それを強調したり中

へ移ることで、快楽ドーパミンに変えていくという。そういう知らず知らずのうちに子どもたちがそ

ういうやり方で逆に快楽を求められれば一番いいのだと思うのですけどね。 

○【八巻委員】 そこはやはり脳科学的な言い方なので、アドラー心理学的な説明の仕方がこのいじ

めの心理のところについてお話できるかなと思うのですね。確かにそういう悪魔の誘いがあるのです

よね。それをどう天使のほうに持っていくかというのは、やはり先生方が鍵を握っているのかなと思

うので、今回こうやって教員研修させていただくのはすごくありがたいなと思います。 

○【事務局】 会場についてよろしいですか。 

○【小林委員長】はい事務局どうぞ。 

○【事務局】会場は市役所の隣に国立市民総合体育館がございまして、そこの２階に会議室がござい

ます。そこを会場として実施いたしますので、またご案内いたします。 

○【小林委員長】 今、お話。参加の人数で初任者、それからいじめ対策にかかわる先生方。だから

もうちょっとたくさんいらっしゃるといいなと。もったいないような感じもしますね。 

何か。例えば委員のお立場でこのようなこともぜひということがあれば、もし無理のない範囲でそ

ういうことが可能であればとも思いますので、いかがでしょうか。田島委員。 

○【田島委員】 よろしいですか。実際子どもたちと日々かかわっている先生方が困っていることと

いうか、対応の仕方で難しいとか、課題に感じていることは聞いてみたいかなと思います。どういう

ことが現場で先生として困っていらっしゃるのかなというのは、ちょっと知りたいかなと思いました。 

○【小林委員長】 そうすると、それはむしろ参加された先生から少し情報提供をいただくとなるの

でしょうかね。 

○【田島委員】 ちょっとこの時間では難しいかもしれませんけど。 

○【小林委員長】 そうですね。無理のない範囲でそういうことはしたいですけれども。 

○【事務局】 アンケートの中にそういった項目を入れるということは可能かもしれません。 

○【小林委員長】 そうですね。私たちがそれを把握できれば。 

○【田島委員】 と申しますのは、以前学校に訪問させていただいたときに、ある先生がもっともっ

と子どもとかかわる放課後とか時間があると、ざっくばらんに話やおしゃべりの中で引き出せるもの

があると思っているのだけれども、非常に時間がないということをおっしゃっていて、ああこういう

時間もそうなのかなと、奪ってしまっている時間なのかなとちょっと思ったことがありまして、そう

いう私たちにはわからない現場の生の声というか、そういうのが聞いておいたほうがいいような気が

いたしました。 

○【小林委員長】 ほかにいかがでございましょうか。よろしいですか。それでは、八巻先生につき

ましては、大変私どもの委員会として代表してこうしてやっていただくわけでございますけれども、

どうかよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、そのほか何か委員の方々から何かございますでしょうか。よろしいですか。 

以上で本日予定されていた議事は終了でございます。ありがとうございました。では、一旦お戻し

いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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 3 事務連絡 

○【事務局】 委員の皆様、ありがとうございました。問題行動等調査、１年に１回の調査で大きな

調査でございますので、我々もさまざまに分析するところでございますけれども、新たな視点をいた

だきましたので、これを踏まえて、９月の校長会でも学校に示していきたいと存じます。 

 それから、研修のほうも本当に我々初任者に対して１時間だけちょっと研修するという経験もこれ

からあったのですけれども、直接的にいじめということを全面に出して、しっかり研修していくとい

うのは初めての試みになりますので、ぜひ実りある研修にしていきたいと思いますので、八巻先生を

中心に、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、国立市教育委員会いじめ問題対策委員会を終了いたします。どうも

ありがとうございました。 

 事務連絡を差し上げます。まず次回第３回ですけれども、先ほど申し上げたとおり、９月２０日の

木曜日午後２時４５分から４時４５分まで国立市民総合体育館２階の会議室での開催でございます。

本日の内容についてご確認いただきましたので、開催通知をこれから発出いたしますのでご確認くだ

さい。それから本日の会議録でございますけれども、またまとまりましたらご郵送等でお示しをさせ

ていただきますので、またご確認のほうをよろしくお願いいたします。 

それからこの研修会の後の会が、第４回ということで、１月２４日を予定していたところなのです

が、ちょっと委員長のご都合が悪くなってしまったということがありますので、今から４つ日程を申

し上げますので、ちょっと挙手をしていいただき、人数が多いところで決定させていただきたいと思

いますので、ご協力いただければと思います。４日間申し上げます。１つ目が１月９日の水曜日。こ

ちらちょっと難しいという方、挙手をいただけますでしょうか。難しい方が２名ですね。それから続

きまして、１月２３日の水曜日。山田委員。それから続きまして、１月２９日の火曜日。それから１

月３１日の木曜日。ここは八巻先生、いらっしゃいます。ということでございますが、そうしますと、

１日繰り上げて１月２３日の水曜日ということでかえさせていただいてもよろしいでしょうか。その

ように変更させていただきますので、よろしくお願いいたします。第４回は１月２３日水曜日１９時

から、また場所はこちらのほうでということになります。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

――了―― 


