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第Ⅰ章　いじめ防止支援プロジェクト（ＢＰプロジェクト）

平成27年度BPプロジェクト（いじめ防止支援プロジェクト）実施要項

平成27年３月30日　
１．趣　旨
　深刻の度を増すいじめ問題の克服のため，国は，平成25年９月28日から新たに「いじめ防止対策推進法」
を施行し，学校，教育委員会等の学校関係者に一層の努力を促しているが，社会全体としても，今までにな
い学校関係者への支援を行うことが求められている。
　そのような中，教育大学は，いじめ問題に適切に対応できる教員を送り出すだけでなく，その専門的な知
見を生かして，これまでより一歩進んだ支援を行うことが，その社会的使命であると考える。
　これまでも個々の大学教員レベルでは，教育委員会等からの要請に応じて，会議の委員や個別ケースのア
ドバイスなどが行われていた。しかし，今後は大学として，より組織的に，さらには学内外のネットワーク
を駆使して支援していく必要が高まってきている。
　そこで，いじめ問題に関して特色ある取組を行っている４大学（宮城教育大学，上越教育大学，鳴門教育
大学及び福岡教育大学）が，協働参加型のプロジェクトである「BPプロジェクト（いじめ防止支援プロ
ジェクト）」を立ち上げ，関係機関・組織の協力を得て，教育委員会や学校の教育力向上のための，各種支
援事業，教育研究事業，研修事業等を実施することとした。
　なお，本事業は，いじめ防止対策推進法第３条及び第18条の趣旨に合致するものであり，平成27年度文部
科学省特別経費（プロジェクト分）の新規事業として認められ，実施するプロジェクトである。
　この取組が，全国に広がり，いじめ問題の改善の一助になればと願うものである。

　※BP（Bullying Prevention：いじめ防止）

２．構成大学
　宮城教育大学
　上越教育大学
　鳴門教育大学（世話機関　事務局：いじめ防止支援機構（BP-CORE））
　福岡教育大学

３．協力団体
　国立教育政策研究所
　日本生徒指導学会

４．事　業
　プロジェクトは，個々の大学の特色を生かし，次のような事業を連携・協力して行う。
　なお，平成28年度以降に行う事業も含む。

（1）支援事業
　①　教育委員会のいじめ防止対策支援（法に基づいた教育委員会会議への参画等）
　②　教育委員会の研修支援（講師の派遣，研修内容のアドバイス等）
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　③　学校へのいじめ予防に関する教育支援（予防に効果的な授業等の紹介）
　④　重大事態など個別ケース相談支援
　⑤ 　子供の自己信頼心や社会性向上教育支援（いじめの背景にある現代的な子供の特性に対応した効果的

な教育の紹介）
（2）教育・研究事業
　①　いじめ問題に強い教員養成システム開発（大学・大学院の授業改善）
　② 　いじめ関係研修プログラム開発（教育委員会等が行う効果的な教員研修プログラムのコンテンツを収

集し，提供する）
　③ 　いじめ予防・対処・研修関連情報をWebで全国に発信（学校が行う効果的な予防的教育の事例，事

件が発生した際の教育や対処の事例等を収集し，Web等で広く提供する）
　④ 　シンポジウムの開催（教育研究の成果は，下記(3）の研修内容も含め，シンポジウムを年１回開催し

共有する。）
（3）研修事業
　① 　教育委員会研修担当者・教員等への研修（いじめ問題関係の教育委員会研修担当者や学校教員等を対

象とした研修会）を年１回，全国４か所（宮城，新潟，徳島，福岡を予定）で開催。

５．実施組織
　本プロジェクトの実施に当たっては，次の会議を開催する。会議には協力団体に同席を依頼することがあ
る。

（1）学長会議
　・本事業の実施要項等，重要事項について決定，合意等を行う。

（2）代表者会議
　・本事業の実施計画の立案を行う。
　・本事業の費用配分について協議を行い決定する。

各大学の担当理事，局長，部課長及びセンター長等
議長：鳴門教育大学担当理事（いじめ防止支援機構長）

（3）協議会
　　・本事業の個別事業について企画・立案及び実施を行う。
　　・必要に応じて専門部会を置くことができる。

各大学の企画担当代表教職員２～３名
議長：開催大学

６．スケジュール（案）
（1）平成26年度
　２月　実施に向けての具体的な準備のための打合せ
　３月　実施に向けての具体的な準備のための打合せ

（2）平成27年度
　４月　プロジェクト発足　第１回学長会議・代表者会議・協議会
　（夏まで）１～２回の協議会
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　夏～秋　各４地区で教育委員会研修担当者・教員等を対象とした研修会を実施
　研修会に合わせて適宜，協議会を開催
　年度末　シンポジウムを開催（東京）

７．予　算（案）
（1）平成26年度予算については，各大学の年度予算で対応。
（2） 平成27年度予算については，特別運営費交付金（特別経費「プロジェクト分」）の予算額を踏まえ各大

学で調整後，決定する。

８．事　務
　本事業の主たる事務は，鳴門教育大学いじめ防止支援機構（BP-CORE）が行う。
　なお，各地区で行われる研修会等の事務については，各大学が持ち回りで行う。

　参　考
○いじめ防止対策推進法（抄）

（基本理念）
第 ３条　いじめの防止等のための対策は，いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み，児

童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう，学校の内外を問わずいじめが行われ
なくなるようにすることを旨として行われなければならない。

２ 　いじめの防止等のための対策は，全ての児童等がいじめを行わず，及び他の児童等に対して行われ
るいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため，いじめが児童等の心身に及ぼす
影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。

３ 　いじめの防止等のための対策は，いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要
であることを認識しつつ，国，地方公共団体，学校，地域住民，家庭その他の関係者の連携の下，い
じめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

　（いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上）
第 18条　国及び地方公共団体は，いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援，いじめを行った

児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識
に基づき適切に行われるよう，教員の養成及び研修の充実を通じた教員の資質の向上，生徒指導に係
る体制等の充実のための教諭，養護教諭その他の教員の配置，心理，福祉等に関する専門的知識を有
する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保，いじめへの対処に関し助言を行う
ために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとする。

２ 　学校の設置者及びその設置する学校は，当該学校の教職員に対し，いじめの防止等のための対策に
関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に
行わなければならない。
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（いじめ防止支援プロジェクト）
いじめ問題に関して特色ある取組を行っている４大学（宮城教育大学，上越教育大学，鳴門教育大学，福岡教育

大学）は，文部科学省の特別プロジェクトとして協働参加型のネットワークによる「ＢＰプロジェクト※(いじめ防
止支援プロジェクト)」を立ち上げ，関係機関・組織の協力を得て，教育委員会や学校の教育力向上のための，各種
支援事業，教育研究事業，研修事業等を実施します。

※ＢＰ（Bullying Prevention：いじめ防止）

＜主な事業＞＊４大学協働or主幹大学
1.  教育・研究事業
①いじめ予防教育の開発と普及
②教員研修プログラム開発（教委用）
③特別支援教育といじめに関する研究
④スクールカウンセラーの活用と育成
⑤いじめに関する事例等の分析
⑥いじめに強い教員養成システム開発

2. 支援事業
○教育委員会・学校への各種支援

3.  研修事業 （全国4か所）
○教育委員会研修担当者向け研修会

4. 情報提供
①いじめ防止情報をWebで全国に発信
②成果報告会・シンポジウムの開催

（いじめ防止支援プロジェクト）

いじめ根絶アクション
プログラム

いじめ等予防対策支援
プロジェクト

宮教版いじめ防止等支援
プロジェクト

いじめ防止支援機構（ＢＰ－ＣＯＲＥ）
・予防教育科学センター
・生徒指導支援センター

協力団体
国立教育政策研究所
日本生徒指導学会

ＢＰプロジェクト

http://www.naruto-u.ac.jp/research/bpproject/

いじめ減少，いじめへの適切な対処

平成27年度特別経費
（プロジェクト分）

研修会開催
（徳島）

研修会開催
（福岡）

研修会開催
（宮城）研修会開催

（新潟）

シンポジウム（東京）

成果を全国に
発信！

宮城県教委，
仙台市教委等

徳島県教委，
鳴門市教委等

福岡県教委，
福岡県市町村教委
連絡協議会等

新潟県教委，
上越市教委等

－
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第Ⅱ章　上越教育大学いじめ等予防対策支援プロジェクト

１　上越教育大学いじめ等予防対策支援プロジェクトについて

上越教育大学副学長　林　泰成　
１．プロジェクトの概要
　いじめに対する対応は，学校現場でも喫緊の課題となっている。本学でも重要な教育課題であると認識し
ている。また，平成25年にはいじめ防止対策推進法も施行され，こうした問題への対応を進める社会的気運
も高まっている。そうした中で，４大学が国立教育政策研究所や日本生徒指導学会と協力しながら取り組む
ＢＰプロジェクトは，大きな意義のある事業であるとの判断から，本学もその一翼を担わせていただくこと
とした。
　ＢＰプロジェクトに参画するにあたり，上越教育大学は「いじめ等予防対策支援プロジェクト」という名
称で取り組むこととした。このＢＰプロジェクトは，予算措置としては単年度であるが，本学では５年間を
１つのくくりとして４つのサブテーマを設定している。
　１つめは，「教員研修プログラムの開発」である。我々の取組が，最終的には，現職教員の教育活動に役
立ち，また，新任教員の職能発達を支えるものとなるように，免許更新講習や生徒指導担当者講習会等にお
いて実施可能な研修プログラムの開発を行い，実施した上で評価することを計画している。今年度は，一部
の更新講習において，いじめ問題と対処法等について言及を行ったが，いじめをテーマとした選択講習の開
設にまではいたっていない。
　２つめは，「大学授業のカリキュラム開発」である。これから教員になろうとするものにとって，いじめ
予防は難しく，したがって重要な学習内容となるはずである。そこで，教員養成のための大学授業のカリ
キュラム開発を行い，具体的な授業プログラムの開発を試みる。このサブテーマに関しては，平成28年度よ
り，大学院修士課程において，「いじめ等先端課題研究特論」という授業科目を開設し，本プロジェクトの
成果を，院生向けに講義することを27年度中に決定している。
　３つめは，「社会貢献としての研究成果の公開」である。県教委や市教委等関係諸機関と連携しながら毎
年度フォーラムを開催する。その際に，リーフレットを作成・配布して研究成果を社会に公開することでい
じめ問題に対する認識を深める契機とする。平成27年度に実施した「いじめ等予防対策支援プロジェクト
フォーラム」については，この後の頁で紹介する。
　４つめは，「研究と実践からなる小冊子（成果報告書を兼ねる）の発行」である。このプロジェクトを通
して，いじめの発生予防や，その対処法等に関する理論的な研究を行ったうえで，学校現場で利用できる実
践的なトレーニング方法や授業方法などの提案を行う小冊子を作成する。新潟県教育委員会では，平成12年
３月に，２分冊の『いじめ防止学習プログラム』を作成し，それを自校化することを県内の公立諸学校に要
請した。現在も，一部の学校ではその取り組みが続いていると聞いているが，プログラムの開発後15年が経
過していることもあり，その後の研究や実践の成果も踏まえて，新しい知見を盛り込んだ小冊子の作成を，
５年後に完成させる予定である。
　なお，こうした取り組みを進めるにあたっては，新潟県および新潟市の教育委員会をはじめ，大学が位置
する上越市の教育委員会，上越市に隣接する糸魚川市，妙高市，柏崎市の教育委員会にも，連携協力の依頼
を行っている。

２．実施体制
　本学では，カリキュラム開発がプロジェクトの大きな柱の一つになっているので，「カリキュラム企画運
営会議」のもとに「いじめ等予防対策支援プロジェクト実施専門部会」を設置し，そのメンバーを中心にし
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て，本事業に取り組んでいる。その専門部会のメンバーは以下のとおりである。

氏　名 職名・所属等 専　門

林　　泰成 副学長，大学院学校教育研究科教授
カリキュラム企画運営会議議長 道徳教育，こころの教育

安藤　知子 大学院学校教育研究科　教授
学校教育専攻 学校臨床研究コース

学校経営学（学校組織論，
学年・学級経営論）

稲垣　応顕 大学院学校教育研究科　教授
学校教育専攻 学校臨床研究コース

臨床教育学（生徒指導，教
育カウンセリング）

高橋　知己 大学院学校教育研究科　准教授
学校教育専攻 学校臨床研究コース

臨床教育学（特別活動論，
学校心理学）

山田　智之 大学院学校教育研究科　准教授
学校教育専攻 学校臨床研究コース

臨床教育学（生徒指導，
キャリア教育学）

　各メンバーは，それぞれの専門とかかわる形で，学校現場とも密接に連携しながら，いじめ問題の予防と
その対処法に関する研究実践に取り組んでいる。一例をあげるならば，筆者（林）は，道徳教育を専門とす
る立場から，今回の道徳の時間の教科化を受けて，直接いじめ防止につながるような実践的行為に関する指
導方法としての，モラルスキルトレーニングのプログラム開発とその効果の測定に取り組んでいる。またメ
ンバーのうちの３名が，小中学校または高等学校での教諭としての経験を有しており，２名がスクールカウ
ンセラーとしての経験がある。
　なお，事業を進めるにあたっては，必要に応じて，その他の領域の専門家の先生方にも協力依頼を行う。
　事務は，教育支援課で所掌している。
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1

Bullying‐Prevention Project

BPプロジェクト推進にかかる
構想及び実施計画

1

プロジェクト推進の構想（平成２７年～３１年度）

１ 教員研修プログラムの開発

現職教育に資するとともに，新任教員の職能成長を支
える。

免許状更新講習・生徒指導担当者講習会等における
研修プログラムの開発・実施・評価を行う。

３ 社会貢献としての研究成果の公開
研修会（フォーラム）の共催

いじめ問題への関心の喚起，啓発

新潟県教育委員会や上越市教育委員会等関係諸機関
と連携しながらフォーラムを開催し，その際にリーフレッ
トを作成しながら研究成果を社会に公開することでいじ
め問題に対する認識を深める契機とする。

招待講演やパネルディスカッションを行いながら教員，
市民のいじめ問題に対する啓発の一環としての研修の
機会とする。

２ 大学授業のカリキュラム開発

教員養成のための大学授業のカリキュラム開発を行い，
授業改善や教員養成に資する授業プログラムの開発・
実施・評価を行う。

４ 研究と実践からなる小冊子の発行
（兼 成果報告書）

いじめの発生を予防したり，その対処法等に関する理論
的な研究を行うとともに，学校現場で利活用できる実践的
なトレーニング方法の提案を行う小冊子の作成を行う。
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平成２７年度事業計画の具体化の手立て

1 教員研修プログラム

・臨床場面における対応の仕方
・いじめ防止指導のためのスキルの獲得

・免許状更新講習における研修プログラ
ムの作成

・生徒指導研修会等講習会における研修
プログラムの開発

２ 大学授業のカリキュラム開発

・いじめ防止への意欲の喚起，啓発
・いじめ防止指導のためのスキルの学習

・カリキュラム開発に関する検討・評価の
実施

・修士課程「いじめ等先端課題特論」の授
業プログラムの作成

４ 研究と実践からなる小冊子の発行
（兼 成果報告書）

・いじめの発生メカニズムや構造，解決策
等に関する理論的検討

・学校現場で利活用できる実践的な対応
に関する事例集
・中間成果報告書をまとめる。

３ 社会貢献としての研究成果の公開
研修会（フォーラム）の共催

・いじめ問題への関心の喚起，啓発

・パネルディスカッションを開催し，各専門
領域（道徳，特別活動，キャリア教育，教
育相談）からなる研究成果の公開
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平成２７年度実施計画
月 実 施 内 容 等

５
新潟県教育委員会等関係機関との連絡調整
教員研修プログラム案の開発（１に関する事業）

６ 大学授業のカリキュラム開発（２に関する事業）

７ 免許状更新講習会による研修会の実施

８ 同 上

９ 冊子の構成に関する打ち合わせ

１０
研修会（フォーラム）の共催（３に関する事業），大学生・大学院生・教員に対
する調査の実施

１２ 分析と報告書の作成（４に関する事業）

1～3 報告書の作成。小冊子の構成，編集会議
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准教授 山田　智之

教　授 安 藤　知 子

教 授 稲垣　応顕

准教授 高橋　知己

共 催 宮城教育大学  鳴門教育大学  福岡教育大学 新潟県教育委員会
主 催 上越教育大学

後 援 国立教育政策研究所  日本生徒指導学会  新潟市教育委員会 上越市教育委員会  妙高市教育委員会  糸魚川市教育委員会
 新潟県小学校長会  新潟県中学校長会  日本教育新聞社 新潟日報社  北日本新聞社  信濃毎日新聞社  上越タイムス社
 協同出版  日本学校心理士会新潟支部  上越教育経営研究会 新潟県教育カウンセラー協会  富山県教育カウンセラー協会

開　　会

研究発表

上越教育大学大学院　学校教育研究科

上越教育大学大学院　学校教育研究科

● 「キャリア教育とシチズンシップ教育でいじめを予防する」

上越教育大学大学院　学校教育研究科
● 「いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際」

● 「事例に基づくいじめの様態と学校対応の分析」
上越教育大学大学院　学校教育研究科

● 事業説明
● あいさつ

【司　　会】

● あいさつ

指定討論

学 長 佐 藤  芳 德上越教育大学
上越教育大学

鳴門教育大学 理事・副学長（兼）いじめ防止支援機構長

副学長 林　　泰 成

副 参 事 井 上　正 裕
新潟県教育委員会義務教育課

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター
総括研究官 藤 平 　　敦

山 下  一 夫

フロアとの質疑応答

閉　　会

・・・・・・・・・・・１５分 [１３：３０～１３：４５]

・・・・・・・・・・・６０分 [13：４５～１４：４５]

・・・・・・・・・・・４０分 [1４：５５～１５：３５]

２０分 [1５：３５～１５：５５]

・・・・・・・・・・・  ５分[1５：5５～]

休 憩１０分

上越教育大学では、いじめ問題に関して特色
ある取組を行っている連携４大学（宮城教育
大学、上越教育大学、鳴門教育大学、福岡教育
大学）による協働参加型プロジェクト「いじめ
防止支援プロジェクト（BPプロジェクト）」事業
の一環として、いじめ問題への関心の喚起、啓
発を目的としてフォーラムを開催し、各専門領
域からなる研究成果を公開するとともに、討論
を行います。

－いじめ防止研究の最前線－

１３：３０～１６：００
（開場・受付１３：００～）

平 成
２７年１０月４日●日

上越教育大学 講３０１教室

幼・小・中・高等学校等の教職員、教育行政担当者、
大学学生及び大学等の関係者、市民一般

【対象】

【場所】

事例に基づくいじめの様態と
学校対応の分析

上越教育大学大学院 学校教育研究科  准教授　高橋 知己

研究
発表

【研究目的】
学校現場で実際に生起しているいじめについて、事例をもとにしながら分析することが本研究の目的です。
【研究方法】
大学生・大学院生に自分の体験したいじめ事例の発生時期、内容等について記述による報告を求めました。結
果について、Excel、KHcoderを用いて統計的に分析を行いました。
【結果】
● 210事例（男子104例、女子106例）を収集しました。記述データを分析すると総抽出語は20,458 語、830
文でした。

● 「汚い-触る-机」「子-クラス-女子-無視」など特徴的な抽出語のネットワークが見られました。（図１）
● 学年別のいじめの認知件数としては、小 5 が最も多く、次に中 2、中 1 の順でした。クラス替えや進学など環
境の変化があった時などに発生しやすいと考えられます。（表1）

● いじめの様態を5つに分類してみました。
 1. 言語的：暴言、手紙、陰口、からかい／ 2. 社会ネットワーク的：仲間はずれ、無視、×× 菌、 特定の子の
机などに触らない／ 3. 身体的：暴力、ものをぶつける／ 4. 強要的：金品の要求、個人のものをかくす・こわ
す／5. 性的：ズボンを脱がす、スカートをおろす　　など。
 複合的ないじめも多いのですが、特に1、2に関するいじめが多くみられました。（表2）
● 学校の対応としては、
  担任のみが対応した・・・・・・・ 79事例
  対応+他の教員・・・・・・・・・・・ 63事例
  不明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64事例　でした。
● 対応後の変容について、
  改善した・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71事例 
  変わらない・・・・・・・・・・・・・・・・・・104事例
  悪化した・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11事例　という結果でした。
【考察】
● いじめの契機となるような「無視」や「汚い」という言動
 や行為に留意しながら対応していくことがポイントです。
● 担任だけではなく、情報を共有しながらの、いわば学校と
 いうチームでの取り組みが求められていると言えそうです。

図 1

表 1 表 2

抽出語の
ネットワーク

TEL：025-521-3274
http://www.juen.ac.jp/project/bpjuen/

e-mail：gpsien@juen.ac.jp
【プロジェクト担当】上越教育大学 教育支援課学校連携チーム

平成２７年度 上越教育大学

いじめ等予防対策支援
プロジェクト〈BPプロジェクト〉
フォーラム
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　いじめは「学校」「職場」「家庭」「社会・地域」など様々な場面で発生しています。これを態様別に整理すると、

大きく「直接的ないじめ」と「間接的ないじめ」に分類することができます。「直接的ないじめ」としては、「行為（暴

力的・性的・強要的）」「言語（言葉、インターネット）」によるものなどがあり、「間接的ないじめ」には、「仲間はずれ」

のような「人的」なものと「物かくし」のような「物的」なものがあります。

【はじめに】
 本フォーラムを行う前提として、よく語られる以下の３つの意見に反論します。

１.「いじめはなくならない。いじめは昔からあったし、どのような社会にもあるからだ。」
　　…… 泥棒も殺人も、昔から・どのような社会にもある。それも“よし”とするのか？

２.「いじめは悪い。しかし、いじめられる人にも問題（悪いところ＝欠点）がある。」
　　…… 問題＝欠点があれば、いじめてもよいことを認めるのか？

３.「子どものけんかに親（大人）は、口を出さない方がよい。いじめも同じである。」
　　…… 口を出さなかった結果、子どもが命を捨てる程の状況を作り出したのではないか？

キャリア教育とシチズンシップ教育で
いじめを予防する

いじめ防止に活用する指導行動の
理論と実際

上越教育大学大学院 学校教育研究科  教授　稲垣 応顕上越教育大学大学院 学校教育研究科  准教授　山田　智之

【早期発見・早期対応・予防のために】

いじめの対応には、予防・早期発見・早期対応が重要です。我々は、どうしたらいじめを発見できるのでしょうか。

私の研究室で作成したいじめ発見チェックリスト（表１）を紹介します。

また良好な人間関係はいじめ防止に有用です。教育臨床の視点から、具体論を提案していきます。

【引用文献】 経済産業省 【2006】 シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会報告書
 文部科学省 【2011】 中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

　このようないじめ行為の根底に流れる原因の一つとして「差別意識」が考えられます。この「差別意識」を生

む要因には、「偏見」や「無知から派生する恐怖」、「人間が本来持つ社会的欲求」など様々なものが考えられます。

　差別意識を克服し、いじめのない社会を実現するためには、教師や保護者が監視、抑圧することでいじめを防

止するのではなく、子ども達が主体的に自らのコミュニティを運営する中で、いじめのない環境を築く力を育てるこ

とが重要であることはいうまでもありません。そのためには、「どんな自分でありたいか？」というイメージを明確

にするキャリア教育と、「どんな社会をつくりたいか？」といったイメージをつくるシチズンシップ教育の充実が極め

て重要なものとなります。

　キャリア教育とは「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通じて、

キャリア発達を促す教育」がキャリア教育であり（文部科学省， 2011）、シティズンシップ教育とは「市民一人ひとりが、

社会の一員として、地域や社会での課題を見つけ、その解決やサービス提供に関する企画・検討、決定、実施、

評価の過程に関わることによって、急速に変革する社会の中でも、自分を守ると同時に他者との適切な関係を築き、

職に就いて豊かな生活を送り、個性を発揮し、自己実現を行い、さらによりよい社会づくりに関わるために必要な能

力を身につけること」を目的にした教育です（経済産業省， 2006）。これらの融合を図り、効果的な実践を進める

ことは、人の心の中に潜む差別意識を抑制し、いじめを予防することにつながると考えられます。（図１）

研究
発表

研究
発表

【いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際】

いじめ問題において被害生徒のケアは大切です。しかし、被害生徒のケアを充実させてもいじめはなくなりません。

なぜならば、いじめを行う生徒がいるからです。有効ないじめ防止の指導方法は、いじめを行う生徒の心理的背

景により異なります。

【いじめを行う生徒の心理的背景】

ａ）愛情欲求攻撃説  ｂ）社会的学習理論

ｃ）社会的役割理論  ｄ）シブリング・ライバルリ

ｅ）私事化

図１

表１

項目の詳細については、発表でご紹介します。
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　　…… 泥棒も殺人も、昔から・どのような社会にもある。それも“よし”とするのか？

２.「いじめは悪い。しかし、いじめられる人にも問題（悪いところ＝欠点）がある。」
　　…… 問題＝欠点があれば、いじめてもよいことを認めるのか？

３.「子どものけんかに親（大人）は、口を出さない方がよい。いじめも同じである。」
　　…… 口を出さなかった結果、子どもが命を捨てる程の状況を作り出したのではないか？

キャリア教育とシチズンシップ教育で
いじめを予防する

いじめ防止に活用する指導行動の
理論と実際

上越教育大学大学院 学校教育研究科  教授　稲垣 応顕上越教育大学大学院 学校教育研究科  准教授　山田　智之

【早期発見・早期対応・予防のために】

いじめの対応には、予防・早期発見・早期対応が重要です。我々は、どうしたらいじめを発見できるのでしょうか。

私の研究室で作成したいじめ発見チェックリスト（表１）を紹介します。

また良好な人間関係はいじめ防止に有用です。教育臨床の視点から、具体論を提案していきます。

【引用文献】 経済産業省 【2006】 シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会報告書
 文部科学省 【2011】 中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

　このようないじめ行為の根底に流れる原因の一つとして「差別意識」が考えられます。この「差別意識」を生

む要因には、「偏見」や「無知から派生する恐怖」、「人間が本来持つ社会的欲求」など様々なものが考えられます。

　差別意識を克服し、いじめのない社会を実現するためには、教師や保護者が監視、抑圧することでいじめを防

止するのではなく、子ども達が主体的に自らのコミュニティを運営する中で、いじめのない環境を築く力を育てるこ

とが重要であることはいうまでもありません。そのためには、「どんな自分でありたいか？」というイメージを明確

にするキャリア教育と、「どんな社会をつくりたいか？」といったイメージをつくるシチズンシップ教育の充実が極め

て重要なものとなります。

　キャリア教育とは「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通じて、

キャリア発達を促す教育」がキャリア教育であり（文部科学省， 2011）、シティズンシップ教育とは「市民一人ひとりが、

社会の一員として、地域や社会での課題を見つけ、その解決やサービス提供に関する企画・検討、決定、実施、

評価の過程に関わることによって、急速に変革する社会の中でも、自分を守ると同時に他者との適切な関係を築き、

職に就いて豊かな生活を送り、個性を発揮し、自己実現を行い、さらによりよい社会づくりに関わるために必要な能

力を身につけること」を目的にした教育です（経済産業省， 2006）。これらの融合を図り、効果的な実践を進める

ことは、人の心の中に潜む差別意識を抑制し、いじめを予防することにつながると考えられます。（図１）

研究
発表

研究
発表

【いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際】

いじめ問題において被害生徒のケアは大切です。しかし、被害生徒のケアを充実させてもいじめはなくなりません。

なぜならば、いじめを行う生徒がいるからです。有効ないじめ防止の指導方法は、いじめを行う生徒の心理的背

景により異なります。

【いじめを行う生徒の心理的背景】

ａ）愛情欲求攻撃説  ｂ）社会的学習理論

ｃ）社会的役割理論  ｄ）シブリング・ライバルリ

ｅ）私事化

図１

表１

項目の詳細については、発表でご紹介します。
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准教授 山田　智之

教　授 安 藤　知 子

教 授 稲垣　応顕

准教授 高橋　知己

共 催 宮城教育大学  鳴門教育大学  福岡教育大学 新潟県教育委員会
主 催 上越教育大学

後 援 国立教育政策研究所  日本生徒指導学会  新潟市教育委員会 上越市教育委員会  妙高市教育委員会  糸魚川市教育委員会
 新潟県小学校長会  新潟県中学校長会  日本教育新聞社 新潟日報社  北日本新聞社  信濃毎日新聞社  上越タイムス社
 協同出版  日本学校心理士会新潟支部  上越教育経営研究会 新潟県教育カウンセラー協会  富山県教育カウンセラー協会

開　　会

研究発表

上越教育大学大学院　学校教育研究科

上越教育大学大学院　学校教育研究科

● 「キャリア教育とシチズンシップ教育でいじめを予防する」

上越教育大学大学院　学校教育研究科
● 「いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際」

● 「事例に基づくいじめの様態と学校対応の分析」
上越教育大学大学院　学校教育研究科

● 事業説明
● あいさつ

【司　　会】

● あいさつ

指定討論

学 長 佐 藤  芳 德上越教育大学
上越教育大学

鳴門教育大学 理事・副学長（兼）いじめ防止支援機構長

副学長 林　　泰 成

副 参 事 井 上　正 裕
新潟県教育委員会義務教育課

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター
総括研究官 藤 平 　　敦

山 下  一 夫

フロアとの質疑応答

閉　　会

・・・・・・・・・・・１５分 [１３：３０～１３：４５]

・・・・・・・・・・・６０分 [13：４５～１４：４５]

・・・・・・・・・・・４０分 [1４：５５～１５：３５]

２０分 [1５：３５～１５：５５]

・・・・・・・・・・・  ５分[1５：5５～]

休 憩１０分

上越教育大学では、いじめ問題に関して特色
ある取組を行っている連携４大学（宮城教育
大学、上越教育大学、鳴門教育大学、福岡教育
大学）による協働参加型プロジェクト「いじめ
防止支援プロジェクト（BPプロジェクト）」事業
の一環として、いじめ問題への関心の喚起、啓
発を目的としてフォーラムを開催し、各専門領
域からなる研究成果を公開するとともに、討論
を行います。

－いじめ防止研究の最前線－

１３：３０～１６：００
（開場・受付１３：００～）

平 成
２７年１０月４日●日

上越教育大学 講３０１教室

幼・小・中・高等学校等の教職員、教育行政担当者、
大学学生及び大学等の関係者、市民一般

【対象】

【場所】

事例に基づくいじめの様態と
学校対応の分析

上越教育大学大学院 学校教育研究科  准教授　高橋 知己

研究
発表

【研究目的】
学校現場で実際に生起しているいじめについて、事例をもとにしながら分析することが本研究の目的です。
【研究方法】
大学生・大学院生に自分の体験したいじめ事例の発生時期、内容等について記述による報告を求めました。結
果について、Excel、KHcoderを用いて統計的に分析を行いました。
【結果】
● 210事例（男子104例、女子106例）を収集しました。記述データを分析すると総抽出語は20,458 語、830
文でした。

● 「汚い-触る-机」「子-クラス-女子-無視」など特徴的な抽出語のネットワークが見られました。（図１）
● 学年別のいじめの認知件数としては、小 5 が最も多く、次に中 2、中 1 の順でした。クラス替えや進学など環
境の変化があった時などに発生しやすいと考えられます。（表1）

● いじめの様態を5つに分類してみました。
 1. 言語的：暴言、手紙、陰口、からかい／ 2. 社会ネットワーク的：仲間はずれ、無視、×× 菌、 特定の子の
机などに触らない／ 3. 身体的：暴力、ものをぶつける／ 4. 強要的：金品の要求、個人のものをかくす・こわ
す／5. 性的：ズボンを脱がす、スカートをおろす　　など。
 複合的ないじめも多いのですが、特に1、2に関するいじめが多くみられました。（表2）
● 学校の対応としては、
  担任のみが対応した・・・・・・・ 79事例
  対応+他の教員・・・・・・・・・・・ 63事例
  不明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64事例　でした。
● 対応後の変容について、
  改善した・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71事例 
  変わらない・・・・・・・・・・・・・・・・・・104事例
  悪化した・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11事例　という結果でした。
【考察】
● いじめの契機となるような「無視」や「汚い」という言動
 や行為に留意しながら対応していくことがポイントです。
● 担任だけではなく、情報を共有しながらの、いわば学校と
 いうチームでの取り組みが求められていると言えそうです。

図 1

表 1 表 2

抽出語の
ネットワーク

TEL：025-521-3274
http://www.juen.ac.jp/project/bpjuen/

e-mail：gpsien@juen.ac.jp
【プロジェクト担当】上越教育大学 教育支援課学校連携チーム

平成２７年度 上越教育大学

いじめ等予防対策支援
プロジェクト〈BPプロジェクト〉
フォーラム

クラス

女子

グループ

男子

先生

学校

悪口

自分

生徒

無視

登校

一緒

卒業

言う
思う

女の子

来る

暴言

変わる

行動

行く

続く

見る

汚い

触る 多い

良い

子

人

机

仲

年
中学

菌

－13－



２　「いじめ予防」を促進する教育プログラム開発へ
　－フォーラム・指定討論とディスカッション－

上越教育大学大学院学校教育研究科　教授　安藤　知子　

　３者からの研究報告の後，新潟県教育委員会義務教育課副参事の井上正裕氏と国立教育政策研究所生徒指
導・進路指導研究センター総括研究官の藤平敦氏より指定討論のコメントをいただいた。
　井上氏は，新潟県教育委員会が取り組んできている一連のいじめ防止プロジェクトと照らし合わせて，そ
れぞれの研究報告を意味づけられた。いじめ予防としての「21世紀型キャリア教育」，「いじめ発見チェック
リスト」の活用，状況に応じた柔軟な指導行動などは，いずれも県の取組みが重要かつ間違っていないもの
であることを裏付ける報告であったことが指摘された。また，小学５年生で顕著にいじめの認知件数が多く
なることについては，県の統計データでも同様の結果となっており，その要因を多面的に追求することが今
後課題になるのでは，とのコメントをいただいた。
　また，藤平氏からは特に，本プロジェクトが目指すところについて，「予防」「未然防止」「早期発見」「初
期対応」などの様々な言葉が使われている中で，「予防対策支援」を謳うのであれば，早期発見や初期対応
が必要とならないような予防や未然防止を目指さなければならないのでは，との指摘をいただいた。さら
に，学校現場での共通実践を実現していくためには，これらの多様な言葉の使い方について，各学校がどこ
を目指すのか共有することが重要であること，そのためには教職員がきちんと伝わる言葉で話をする機会を
保障していくことが重要であることなどがあらためて確認された。
　その後のディスカッションでは，まず，「予防プログラム」の難しさについて，意見交換がなされた。「い
じめ予防」のための働きかけは，実際にはいじめが生じていない状態ではそれが功を奏しているのか否かを
検証することはできず，いじめ問題が生じた時にのみ，そのいじめ予防プログラムが有効ではなかったこと
が確認されるという難しさを持っている。しかし，だからといって問題が発見された後の「初期対応」や
「問題解決プログラム」に焦点づけたプログラム開発では，いじめ問題自体は解消しないことを前提とした
後ろ向きなものとなってしまう。この点については，報告者も指定討論者もともに，いじめ問題の学習に特
化した「予防プログラム」の開発よりは，むしろ日常的に「考え，話をする」という子どもたちの動きを
作っていくようなプログラムの開発を考えていく必要があること，早期発見アンケートではなく予防のため
のアンケートへと変えていくことが重要であることに言及している。そこから，本学におけるプロジェクト
の研究開発においても，「いじめ予防」に焦点づけていくことで，「子どもたちの変化」を軸とした学習プロ
グラムの検討，プログラムの評価，アンケートの分析が重要になるであろうことが確認され，そのための教
育プログラム開発が課題となっていくことが確認された。
　またフロアから，現状では学力向上を強調する研修が多く，子どもたちの人間関係へ目を向け，それらを
育てていくための研修が少ないのではないかとの意見も寄せられた。この点については，学力テストの点数
を上げるための学力向上ではなく，学び方や考え方に焦点づけた真の学力向上を目指す取組みであれば，い
じめ予防につながるはずであることが指摘され，そこへの取組みにむけて共通実践を生み出していくことは
困難であるが，必要なことであることが参加者間で共有された。
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３　アンケート結果

2015 いじめ等予防対策支援プロジェクトフォーラムアンケート集計
開　催　日　　平成27年10月４日（日）13：30～16：00
会　　　場　　上越教育大学　講301教室
回答者総数　　179（参加者数268名）

内 

訳

1.学校教職員 101

2.教育行政担当者 14

3.大学教員 5

4.大学（院）生 50

5.一般 8

6.その他（記入無） 1

№ アンケート項目 ５：役立っ
ている

４：概ね役
立っている

３：どちらと
もいえない

２：あまり役
立っていない

１：役立っ
ていない 有効回答数

1
本フォーラムは，いじめ防止を巡る様々な状況，幅広
い視野，全国的な動向等の理解に役立ちましたか? 83 78 16 2 0 179

2
本フォーラムは，学校現場が直面する諸状況や教員の
課題意識を反映して行われていたと思われますか? 86 68 22 2 1 179

3
本フォーラムは，適切な要約やポイントの指摘等がな
され，説明が分かりやすかったと思われますか? 96 69 13 1 0 179

4
本フォーラムの運営面について，受講者数，会場，案
内等は，適切に行われていましたか? 83 69 21 4 2 179

№ アンケート項目 結果

1
本フォーラムは，いじめ防止を巡る様々な状況，幅広
い視野，全国的な動向等の理解に役立ちましたか?

2
本フォーラムは，学校現場が直面する諸状況や教員の
課題意識を反映して行われていたと思われますか?

3
本フォーラムは，適切な要約やポイントの指摘等がな
され，説明が分かりやすかったと思われますか?

4
本フォーラムの運営面について，受講者数，会場，案
内等は，適切に行われていましたか?

46％
44％

9％
1％ 0％

５：そう思う（良好）

４：少しそう思う（概ね良好）

３：どちらともいえない

２：あまりそう思わない（やや不十分）

48％
38％

12％

1％1％
５：そう思う（良好）

４：少しそう思う（概ね良好）

３：どちらともいえない

２：あまりそう思わない（やや不十分）

５：そう思う（良好）

４：少しそう思う（概ね良好）

３：どちらともいえない

２：あまりそう思わない（やや不十分）

54％38％

7％
0％1％

46％
39％

12％

2％ 1％
５：そう思う（良好）

４：少しそう思う（概ね良好）

３：どちらともいえない

２：あまりそう思わない（やや不十分）
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第Ⅳ章　研究等成果報告

１　�いじめ防止に係る教員養成カリキュラムの一環としての道徳教育カリキュラムの構築に向けて

上越教育大学副学長　林　泰成　
１．はじめに
　私たちは，本プロジェクトの一部として，教員養成カリキュラムに，いじめ防止に係る事項を取り入れる
ということを計画している。それは，学士課程における教職科目の中にいじめ防止に関する事項を取り入れ
ることであったり，修士課程の授業科目としていじめ防止に関する科目を開設することであったり（これに
ついては，平成28年度より，本学修士課程の道徳・生徒指導コースに「いじめ等先端課題研究特論」を開設
することが決定している），また，教員免許更新講習の中で開設できるカリキュラムを作ることであったり
するが，ここでは，その途中経過として，道徳教育カリキュラムにおけるいじめ防止の問題を考察する。

２．道徳教育といじめ
　これまで，道徳教育はいじめ防止に役立つものとして語られることはあまりなかった。それは，道徳教育
が，直接的な生徒指導上の問題に対する対処法というよりは，むしろ，長期的なスパンで人間性を育てる教
育として捉えられていたからである。もちろん間接的には，いじめ防止に役立つものと言うことはできる
が，喫緊の課題とも言えるいじめ対策には及び腰だったのである。
　ところが，平成25年１月15日に，政府が設置した教育再生実行会議では，平成25年２月26日には「いじめ
の問題等への対応について」という第一次提言を発し，「道徳を新たな枠組みによって教科化し，人間性に
深く迫る教育を行う」ことを提案した。これまでは，特設「道徳」として教科とは別な領域で設置されてい
たものが，いじめ対応という課題を与えられて教科となるという方向性が示されたのである。

３．学習指導要領の改正
　この提言を受けて，平成27年３月には，小中学校の学習指導要領が一部改正された。これは，小中学校に
おける道徳の教科化にともなう改正である。その「第３章　特別の教科　道徳」において，「児童（生徒）
の発達の段階や特性等を考慮し，指導のねらいに即して，問題解決的な学習，道徳的行為に関する体験的な
学習等を適切に取り入れるなど，指導方法を工夫すること」と記されている。
　問題解決的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習は，これまでも行われていなかったわけではない。
しかし，日本の道徳教育は，道徳的価値を，資料の中の登場人物の心情に寄り添って理解するということが
中心で，問題解決的な学習や，道徳的行為に関する体験的な学習は，道徳授業の方法としては主流ではな
かったと言える。
　けれども，今回の改正において，問題解決的な学習，道徳的行為に関する体験的な学習等のようなアプ
ローチが注目されているのは，教科化が，その議論の出発点においていじめ問題への対応を担わされていた
からである。これまでも，小中学校の道徳教育に関してときおり指摘されてきたのは，道徳の時間には正し
い答えを言えるのに，子どもたちの日常的な行動が変わっていないという問題である。しかし，いじめ問題
への対応ということを考えれば，きれいごとだけではすまされない。実際に，自分がどう行動すべきかを判
断し，日常的な行為を変化させなければ，たとえ授業中には望ましい答えを言えたとしても，道徳教育とし
ては十分ではないということになってしまう。

４．授業方法としての問題解決的な学習と道徳的行為に関する体験的な学習
　これまでの指導方法は，読み物資料を用いて登場人物の心情を追いかけ，話し合いをとおして道徳的価値
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に気づく，というやり方が中心であった。しかし，今回の学習指導要領の改正で，「問題解決的な学習」
や，「道徳的行為に関する動作や所作の学習」への言及がなされ，その他にも多様な指導法が導入される可
能性がある。
　問題解決的な学習としては，資料を用いて考えさせる授業や，体験を主体的に再構成させるような取り組
み，モラルジレンマ授業のような価値葛藤資料を用いた授業なども取り入れることができるだろう。また，
道徳的行為に関する動作や所作の学習としては，役割演技の導入や，ソーシャルスキルトレーニングやモラ
ルスキルトレーニングのようなものの導入が想定されるであろう。
　しかし，注意しなければならないのは，この導入には，学習指導要領でも条件が付されているという点で
ある。つまり，「児童（生徒）の発達の段階や特性等を考慮し，指導のねらいに即して」，そうしたやり方を
導入することが認められるということなのである。指導のねらいに即しているかどうかを考える際には，ど
のような内容すなわち道徳的価値を取り上げるのかを明確にしておかねばならない。従来の「道徳の時間」
においても，また新しい「特別の教科　道徳」においても，道徳的価値を教えるという点に変更はない。た
とえば，ソーシャルスキルトレーニングを用いた場合でも，その授業が，学習指導要領の内容に記されたど
の道徳的価値を教えたのかが問われることになる。そうした点が明示されていなければ，その授業実践はこ
れまでと同様に，「道徳科においてやるべきことではない」という批判にさらされることになるだろう。
　道徳科では，郷土愛のような一部の内容については，代替が認められる可能性が高いが，教科になるという
ことは，基本的には，教科書を使わなければならないということを意味する。このことは，授業を展開するうえ
で，教師の自由度が狭められるということにもつながる。この自由度の狭さは，自分で教材を見つけたり，自作
資料を作ったりすることができなくなるという点で，熱心な教師にとっては足かせ以外の何物でもないと言えよ
う。場合によっては，これまで熱心に道徳に取り組んできた教師のやる気を失わせることになるかもしれない。
　しかし，これまで道徳教育に力を入れてこなかった教師にとっては，道徳教育を実践するうえで，かえって
取組みやすいと言えるかもしれない。与えられた教科書を，教科書会社が発行した教師用指導書に従って，
順にこなしていけばよいのであるから。これまでまったく道徳の授業実践をやってこなかった教師がいるとす
れば，少しは前進したと言えるのかもしれない。けれども，それは喜ぶべき事態であろうか。出来しているの
は，形骸化・形式化した授業である。一方で，熱心な教師のやる気を失わせるとすれば，総体的には，むし
ろ授業実践の質を低下させることになるのではないか。そうならないように，教科化が道徳教育の充実につな
がるように，一人一人の教師が与えられた枠組みの中で，実践上の工夫をこらしていくことが求められよう。
　文科省は，今回の道徳教科化の概要を説明するための文書「道徳教育の抜本的改善・充実」（平成27年３
月）の中で，「「考え，議論する」道徳科への転換により児童生徒の道徳性を育む」と記し，「考える道徳」，
「議論する道徳」への転換を強調している。こうした点は，学習指導要領の中にも見て取れる。たとえば，
平成20年告示の学習指導要領には「道徳的な心情，判断力，実践意欲と態度」と記載されていたものが，今
回の改正では，「道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度」と記され，心情と判断力の記載の順序が入れ替
わった。この順序は，授業で取り上げる順番を意味しているわけではない。しかし，これまで，心情重視で
行われてきた道徳の時間を，理性的な判断力を中心に展開していくという方針が読み取れる。こうした方針
についても，教科化の議論がいじめ対応から始まったことと無縁ではないように思われる。道徳はもはやき
れいごとでは終われない。具体的にどうするかを子どもたちが主体的に考えて議論し解決していかなければ
ならないのである。

５．教員養成カリキュラムと道徳教育といじめ
　道徳は，「特別の教科」という特殊な表現は用いられているにせよ，教科になるのであるから，これまで
の教職科目の中に位置づけられていた「道徳の指導法」とは別に，道徳の内容に関する科目が教職科目の中
に設置されると筆者は考えていた。しかし，平成27年度末に出された中教審の答申「これからの学校教育を
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担う教員の資質能力の向上について～学び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申）」
（中教審第184号）を見ても，教職課程の改正の提言がなされているにもかかわらず，道徳については，こ
れまでの２単位のままである。
　そうであれば，その「道徳の指導法」の枠組みの中で，いじめ対応についても取り上げざるを得ない。し
かし，現状でも，「道徳の指導法」では，道徳の概念をめぐる哲学的な議論や，社会的事実としての道徳，
心理学的な発達，修身教育との違いを理解させるための道徳教育の歴史，学習指導要領の内容や，指導案の
書き方，具体的な授業方法など，取り上げるべき事項がさまざまにあって，じっくりといじめの原因に関す
る複数の理論を取り上げて，具体的な指導法まで言及するようなことは難しいと言わざるを得ない。
　このように捉えると，教育再生実行会議の提言は，いったいなんだったのだろうかとむなしくなる。道徳
を教科にすれば，それだけで，いじめがなくなるとはとても思えない。道徳科の中身を，いじめ防止に資す
るような内容に変えていかなければならないはずだ。そのためには，とうぜん，教職科目の中に位置づけら
れている道徳関連科目の中身も変える必要があるだろう。
　しかし，上記のように，道徳の中身としては，せいぜい，問題解決的な学習や，道徳的行為に関する体験
的な学習が導入されるくらいである。しかも，こうした方法についても，「今までの心情中心の道徳授業に
役立つときには，導入してもよい」と強弁する者もいる。問題解決的な学習や，道徳的行為に関する体験的
な学習が，具体的にどんな授業方法になるのか，文科省は，具体例を示す責任があるのではないか。
　けれども，こうした批判をするだけでは，教育実践は改善されてはいかない。私たちもまた，私たちなり
の提案をしていかなければならない。問題解決的な学習に関して現状で導入可能なものとしては，モラルジ
レンマ授業を実践して道徳的思考の訓練をすること，さらに，オープンエンドで終了するモラルジレンマ授
業を改良して，合意形成のための道徳授業を開発すること（そのためにはハーバーマスのディスクルス倫理
学が参考になる），などが考えられる。また，行為に関しては，モラルスキルトレーニングのような行動の
変容を目指す道徳授業のプログラムをさらに工夫することが求められるであろう。「道徳の指導法」のカリ
キュラムとしては，こうしたことを取り入れるべきであろう。
　さらに，大学に設置されたカリキュラムとしては，教職科目としての「道徳の指導法」以外にも，道徳科
の教科内容構成学などを開設する必要があるだろう。また，免許更新講習等でも，積極的に，道徳科の授業
実践を紹介すべきだと考える。
　さらに，人権教育，道徳教育，特別活動，教育相談，キャリア教育，生徒指導などを貫いて成立するいじ
め学（いじめの原因や類型化，予防，事後の対処などを取り上げる研究）のカリキュラムを作り上げる必要
がある。

６．おわりに
　近年，学力論が変化している。知識の獲得というよりも，能力開発へと向かっている。道徳教育もまた例
外ではなく，道徳的価値の獲得というよりも道徳的能力（moral competence）の開発へと向かっているよ
うに思われる。道徳の教科化は，そうした流れに位置づけられるようにも思う。しかし，従来の道徳授業を
たんに教科化しただけで，子どもたちは，必要な場面で（たとえばいじめの場面で），その能力を発揮でき
るだろうか。授業の中だけできれいごとを語るような道徳教育では，まったく足りないだろう。私たちは，
新しい道徳教育とそれを支える教員養成カリキュラムを開発しなければならない。

参考文献
林泰成（2013）．モラルスキルトレーニング　スタートブック　明治図書
林泰成（監修）（2015）．特別の教科　道徳の授業づくりチャレンジ　（３分冊：低学年，中学年，高学年）　明治図書
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２　キャリア教育とシチズンシップ教育でいじめを予防する

上越教育大学大学院学校教育研究科　准教授　山田智之　

１．問　題
　文部科学省（2015）によれば，平成26年度に日本の小中高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知
件数は188,057件（前年度185,803件）と前年度より2,254件の増加し，児童生徒１千人あたりの認知件数は
13.7件（前年度13.4件）となっている。
　しかしながら，いじめは学校においてのみ発生しているものではない。そこで，本研究では，まず，日本
で発生している「いじめ」「ハラスメント」などを整理することを手がかりに，学校におけるいじめ防止を
検討する。

２．研　究
研究（1）
　研究１では，現在，日本で発生しているいじめの様態について，新聞，雑誌，インターネットから収集
し，場面と様態に分けて分類をした（表１）。その結果，場面においては「学校」「職場」「家庭内」「地域・
社会」といった場面が抽出された。また，様態においては，直接的，間接的に様々ないじめ現象があり，
「直接的ないじめ」には，「行為（暴力的・性的・強要的）」「言語（言葉，インターネット）」によるもの，
「間接的ないじめ」には，「仲間はずれ」のような「人的」なものと「物かくし」のような「物的」なもの
があることが明らかになった。
研究（2）
　いじめのない社会を実現するためには，教師や保護者が監視，抑圧することでいじめを防止するのではな
く，子どもたちが主体的に自らのコミュニティを運営する中で，いじめのない環境を築く力を育てることが
重要である。そのためには，「どんな自分でありたいか？」というイメージを明確にするキャリア教育と，
「どんな社会をつくりたいか？」といったイメージをつくるシチズンシップ教育の充実が極めて重要なもの
と考えられる。
　そこで，研究２では，日本の中学生の市民感覚について調査を行った。中学生期を選んだ理由は，教育界
から産業界へと生涯にわたる円滑なキャリア発達を支援するために，幼稚園から大学段階におけるキャリア
教育の必要性が示され（文部科学省，2011），その中でも，中学校段階は小学校段階の基盤形成期と高等学
校段階の現実的選択・試行，社会的移行準備期の橋渡しをする非常に重要な段階と考えたからである。
　市民感覚を測定する測度には，図１に示されたようなビジュアル・キャリア・ナラティブとして，家島
（2011）が開発した人生双六を用いた。
　調査は集合調査によってA３判のケント紙に自由に表現をさせた。時間は100分にわたって行い，完成し
なかった場合においては宿題調査とした。
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表１　いじめの分類

言葉 インターネット

学校

暴力、集団リンチ（非組織的）、集団
リンチ（組織的）、体罰、カツアゲ、す
ぼん下げ、スカートおろし、やらせ行
為

暴言、恐喝、ちょっかい　からかい、
悪口　、陰口、風評、いやがらせ、
モラルハラスメント ,
アカデミックハラスメント、
セクシャルハラスメント、
ジェンダーハラスメント、
スモークハラスメント 、
アルコールハラスメント、
ブラッドタイプ・ハラスメント、

サイバー暴力、暴言、恐喝、ちょっか
い　からかい、悪口　、陰口、風評、
いやがらせ、チェーンメール 、スパ
ム（迷惑メール）、
アカデミックハラスメント
セクシャルハラスメント、
モラルハラスメント 、
サイバーストーカー
リベンジポルノ

仲間はずれ、無視、しかと、観衆、と
りまき、傍観、
アカデミックハラスメント、
セクシャルハラスメント、
スモークハラスメント 、
アルコールハラスメント、
ストーカー,

物かくし、物を壊す、物を盗む,
アカデミックハラスメント、
セクシャルハラスメント、
スモークハラスメント 、
アルコールハラスメント、

職場

暴力、集団リンチ（非組織的）、集団
リンチ（組織的）、体罰
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント

暴言、恐喝、ちょっかい　からかい、
悪口　、陰口、風評、いやがらせ、
モラルハラスメント
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、
ジェンダーハラスメント、
スモークハラスメント 、
アルコールハラスメント、
ブラッドタイプ・ハラスメント、

サイバー暴力、暴言、恐喝、ちょっか
い　からかい、悪口　、陰口、風評、
いやがらせ、モラルハラスメント 、
チェーンメール 、スパム（迷惑メー
ル）、
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、
モラルハラスメント 、
サイバーストーカー
リベンジポルノ

仲間はずれ、無視、しかと、観衆、と
りまき、傍観、
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、
ジェンダーハラスメント、
スモークハラスメント 、
アルコールハラスメント、
ストーカー

物かくし、物を壊す、物を盗む
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、
ジェンダーハラスメント、
スモークハラスメント 、
アルコールハラスメント、

家庭内

ドメスティックバイオレンス、家庭内
暴力、虐待、ネグレクト 、 性的虐待

暴言、恐喝、
モラルハラスメント
セクシャルハラスメント

悪口、陰口
モラルハラスメント
セクシャルハラスメント
サイバーストーカー
リベンジポルノ

観衆、傍観 物かくし、物を壊す、

社会
・

地域

高齢者虐待 、障害者虐待 、性的虐
待、経済的虐待、ホームレスへの暴
行、魔女狩り、魔女裁判
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、

恐喝、悪口　、陰口、風評、いやがら
せ、
モラルハラスメント 、
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、
ジェンダーハラスメント、
スモークハラスメント 、
アルコールハラスメント、
ブラッドタイプ・ハラスメント、
ヘイトスピーチ

悪口、陰口、恐喝、いやがらせ、モラ
ルハラスメント 、ヘイトスピーチ、
チェーンメール 、スパム（迷惑メー
ル）、
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、
モラルハラスメント 、
サイバーストーカー
リベンジポルノ

村八分、部落差別、
モラルハラスメント 、
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、
ジェンダーハラスメント、
スモークハラスメント 、
アルコールハラスメント、
ストーカー

物かくし、物を壊す、物を盗む
モラルハラスメント 、
パワーハラスメント、
セクシャルハラスメント、
ジェンダーハラスメント、
スモークハラスメント 、
アルコールハラスメント、

 様態

 場面
言語

行為
（暴力的・性的・強要的）

人的

直接的 間接的

物的
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　調査対象は，首都近郊の住宅地に立地する公立中学校に在籍する中学校３年生254名（男子中学生111名，
女子中学生143名）であり，2012年の２月～３月に実施した。そして221名（男子中学生94名，女子中学生
127名）から回答を得た（有効回答率87.01％）。

図１　中学生が描いた人生双六

　次に，中学生の作成した人生双六について，「中学生，中学校入学，中学校入学式，中学校卒業，中学校
卒業式，中学生活」などの語句を「中学生」，「旅行，海外旅行，家族旅行，新婚旅行，社員旅行，アウトド
ア，宇宙旅行，テーマパーク，遊園地，ハネムーン，フルムーン」などの語句を「旅行」，「就職，パン工場
に就職，陸上自衛隊に合格，ゲームクリエイターとして就職，消防士になる，大手企業に就職，プロ野球入
団テストに合格」などの語句を「就職」としてまとめるなど，類似する語句をまとめて506語に整理した。
　そして，集められた語句について，豊田（2011）が示した理論的サンプリングにおける理論的飽和度を求
める方法を用い，95%信頼区間の上側限界を利用した捕獲率を計算した。その結果，捕獲率（Cr=.949）は
高い値を示し，理論的に飽和しており，十分に信頼できるサンプリングであると考えられる。
　次に506語の語句を整理したところ，現在よりも前（誕生～中学生）においては1,796語，現在よりも後
（中学生～死）においては2,314語の語句が抽出された。そして，それらの語句をSuper（1980）がライフ
キャリアレインボウに示した人生役割（life role）に照らし合わせて，子ども関連の語句・学生関連の語
句・余暇人関連の語句・市民関連の語句・労働者関連の語句・家庭人関連の語句・その他の語句に分類し，
その割合を検討したところ，図２のような分布を示し，過去においても未来においても，「市民」分類され
る語句が極端に少なくかった。このことから，日本の中学生は市民感覚に乏しいことが明らかなった。
　
３．考察
　研究１において，「学校」「職場」「家庭内」「地域・社会」といった場面において様々ないじめがあること
が明らかになった。ところで，何故，このようないじめといった現象が発生するのであろうか。日本におけ
るいじめ現象の根底には，日本人特有の差別意識があると考えられる。この「差別意識」を生む要因には，
「偏見」や「無知から派生する恐怖」，「人間が本来持つ社会的欲求」など様々なものがあると考えられる。
　また，研究２において，過去においても未来においても，「市民」分類される語句が極端に少なくかった
ことから，日本の中学生は市民感覚に乏しいことが推測される。このことから，日本の中学生は個人の中に
生じる差別意識を抑制することが不得意なのではないかと考えられる。
　このような現状を脱却するためには，自分を形成する「キャリア教育」と社会を形成する「シチズンシッ
プ教育」の融合をはかり，差別意識を抑制する市民感覚を育てることが極めて重要となる。そして，この市
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民感覚を子どもたちが身につけることによって，教師や保護者が監視，抑圧することでいじめを防止するの
ではなく，子どもたちが主体的に自らのコミュニティを運営する中で，いじめのない環境を築く力が育つと
考える。

子ども関連
の語句
12.19

その他の語句
4.73

学生関連の語句
61.75

家庭人関連の語句
4.51労働者関連

の語句
0.00

市民関連
の語句
0.17 余暇人関連

の語句
16.65

子ども関連
の語句
0.30

その他の語句
11.11

学生関連の語句
26.10

余暇人関連
の語句
11.58

家庭人関連
の語句
23.94

労働者関連
の語句
21.05

市民関連の語句
2.98

図２　抽出された語句の割合
（誕生～現在） （現在～死）
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３　いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際

上越教育大学大学院学校教育研究科　教授　稲垣　応顕　

１．はじめに―問題と目的―
　2013年６月28日，第183回国会（常会）で可決成立した『いじめ防止推進法』は，その基本コンセプトを
「いじめは，被害生徒の教育を受ける権利を侵害し，心身の健全な成長と人格の形成に重大な負の影響を与
え，生命・身体に重大な危険を生じさせる」としている。本学が立地する新潟県でも，『いじめ見逃しゼロ
県民運動』が展開されている。
　本研究では，担任を主とする教師の誰もが使える，上述の“見逃しゼロ”に活用できる“いじめ発見
チェックリスト”を開発する。また，いじめの予防にも援用できる有効な指導の在り方に示唆を得ることを
目的とする。

２．研究１　いじめ発見チェックリストの開発
　全都道府県及び無作為に抽出した300市町村の教育センターへ郵送法により，チェックリストの送付を依
頼し，228種のチェックリストを収集した。その項目数は合計で15,960であった。全項目を，教育カウンセ
リング心理学を研究する大学教員１名，当該教員の研究室に所属するゼミ学生13名（大学院生７人，学部生
６人）で，同じ内容毎に105のチェック項目に整理した。さらに，整理されたチェックリストをＡ県Ｂ市の
全中学校の生徒（21校，2422人）を対象として，今日的ないじめに即した際に妥当であるかを「〇・×」方
式で回答を求めた。同時に，チェック項目で記されていないいじめについて，自由記述で回答を求めた。結
果，55項目から成るいじめ発見チェックリストを作成した（表１）。

３．研究２　いじめ防止に活用する指導行動の理論と実際
　Ａ県の県立教育センターからいじめ指導に定評があると推薦された中学校教師15名（男11名，女性４名）
を対象に，①指導行動の具体例，②有効な指導方法（=行動）を問う半構造化面接を行った。得られた282
文節の語りを，①逐語録に起こす。②文節ごとにコード化する。③カテゴリー化する（國分（2003）のマイ
クロ技法連続表に示されるカテゴリーを使用）。以上の手続きにより分析した。
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４．結　果
　研究１により作成されたいじめ発見チェックリストを表１，研究２の結果を表２で示す。

表１　いじめ発見チェックリスト

（1）登下校
　1）集団登（下）校をしなくなる／登校を渋る。
　2）友達の荷物をよく持たされている／カバンが汚れている。

（2）授業中
　1）座席が替えられている（＝席替えの時に，いつも前の席にさせられる）。
　2）発言に対し，冷やかし・からかい・軽蔑するような笑いが起きる。
　3）グループ分けの時に，最後までグループが決まらない。

（3）休み時間
　1）人の目につかないところ（トイレ等）で時間を過ごしている。
　2）周囲の言いなりになっている。
　3）表情が暗い。笑わない。もしくは作り笑いが多い。
　4）話の輪に入れていない。
　5）お金の受け渡しをしている。

（4）給食・清掃時
　1）配膳したものを避けられる。
　2）人気のないメニューが多く盛られている。
　3）グループを作るとき，机が離されている。
　4）机や椅子が運ばれていない。
　5）雑巾がけなどをしているとき，他の生徒から邪魔をされる。

（5）帰りの会・放課後
　1）配布物がわたっていない。
　2）何か問題が生じると，加害・被害を問わずその子の名前が出てくる。
　3）学級の役員や係を「辞めたい」と言い出す。
　4）手紙やインターネットへの書き込み情報が寄せられる。
　5）部活動を休みがちになる。／一人で帰宅するようになる。

（6）学校生活全体
　1）一人でいることが多い。
　2）保健室や職員室によく行くようになる。
　3）教科書・ノート，机・椅子・掲示物に落書きや傷がある。
　4）忘れ物や紛失物がよくある。
　5）作文や絵などの作品に気になる表現や物が書かれる。また，色使いが気になる。
　6） ふざけているときに，その場にいないまた離れた場所にいる“その子”の名前や 

ニックネームがよく出てくる。
　7）行事や集団行動を嫌がる。

（7）本人の表情・様子
　1）体調不良をよく訴える。
　2）元気がなく，うつむき加減でいることが多い。教師と目を合わせない。
　3）時々涙ぐんだり，ボーッとしている。
　4）怪我が多い。また，服が汚れていることが多い。
　5）ナイフなどを持ち歩くようになる。
　6）校則違反が多くなる（＝させられている／付き合わされることが多い）。
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　研究１の結果，生徒の視点を重視した55項目から成るいじめ発見チェックリストを作成した。また研究２
の結果（表２），うまくいったと認識される指導行動群では，統制の弱い指導が多く行われていたことを見
出した。一方，指導自体がよくなかった指導行動群では，統制の強い指導が最も多かった。うまくいったと
認識される指導行動群では，受容・共感，直接的関与が多く用いられていたことが示された。すなわち，い
じめ加害生徒への指導には，“直接的関与による受容・共感を基盤とした統制の弱い指導”が効果を発する
ことが窺われる。ただし一方で，統制の強い指導行動も同程度機能したことが示された。いじめ加害生徒に
対する指導には，生徒に対し慈しみをもった母性原理による優しさを基盤とした上で現実原則を突きつける
父性原理による指導が功を奏すると思われる（稲垣，2009）。

表２　指導行動　指導結果別分類の結果

うまくいった 変容が見られない 指導がよくない 合計数
1　統制の強い指導 26 6 18 50
2　受容・共感的な指導 28 5 0 33

3　統制の弱い指導 56 23 9 88

4　直接的関与 43 5 5 53
5　間接的関与 10 0 2 12
6　抑制的行動 16 4 2 22
7　連携・協力 10 8 6 24

合　計　数 189 51 42 282

（表の単位は，語りの文節数）

［全体的考察と今後の課題］
　本研究では，大人からは見えにくい中学生の視点を重視した「いじめ発見チェックリスト」を作成した。
このようなチェックリストは，我が国において例を見ないと自負している。また，加害生徒に有効な教師の
指導行動に示唆を得た。北風と太陽の逸話を引かずとも，受容と共感を軸としたカウンセリング的な発想と
手法の有効性が示唆された。ただし，いじめが発見された時には，すでにいじめは始まっているともいえ
る。いじめは，教室ないし集団に良好な人間があれば生じにくい。文部科学省（2011）も，今日の生徒指導
は「生徒の自己指導力の育成」をねらいとして堅持し，「成長を促す指導・予防的指導・課題解決的指導」
を重視することを提唱している。今後，良好な人間関係形成といじめ防止に寄与するプログラムを構想して
いく必要がある。
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４　事例に基づくいじめの様態とその対応（1）

上越教育大学大学院学校教育研究科　准教授　高橋　知己　

１．問題の所在
　「いじめ防止対策推進法」が平成25年に公布されてから，教育委員会等の行政機関及び学校現場において
さまざまな施策や取り組みがなされているが，学校におけるいじめが原因と推定される自殺等の悲惨な事例
が後を絶たない。事態の改善のために，いじめの発生メカニズムやその対応についてのより一層の努力が待
たれているのが現状である。
　そこで，本稿では実際に学校で生起するいじめの実態を把握することを目的とする。いじめの実態に関し
ては，毎年文部科学省が全国の各学校に対する調査を行い，教師等からの報告を求め集約しているが，実際
にいじめを身近に見聞きしている生徒による視点からの報告を基にして学校現場における状況を把握するこ
とで，より臨床的ないじめの実態が浮き彫りにできるのではないかと考える。

２．調査の方法
（1）調査の実施時期，方法　平成27年６月に質問紙による調査を行った。「あなたが直接・間接に経験した
いじめについて答えられる範囲でお答えください。」という質問で，いじめを直接・間接経験した学年，い
じめの対象となった児童生徒の性別，自由記述により記述できるいじめの具体例，学校の対応等について尋
ねた。

（2）調査の対象　大学２・３年生及び大学院１・２年生。今回の調査において回収されたデータのうち有効
であった210事例を分析対象とした。

（3）倫理上の配慮　収集したデータに関しては，テキストデータ化，数値化を行い，個人が特定されないよ
うに配慮すること，協力できない場合は回答しなくても構わないことを告知し，了解を得られたデータのみ
使用した。

３．結果
（1）いじめの対象者
　分析の対象とした210事例の記述
者は，男子104名，女子106名であっ
た。いじめの対象となっていたの
は，不明２名を除き，男子85名，女
子123名であった。いじめの対象と
なっていたのは，有意に女子が多
か っ た。（ 両 側 検 定p≒.0101（*ｐ
＜.05））（図１）

図１　いじめ事例の記述者と対象者

記述者

男子

記述者

女子

対象

男子

対象

女子

系列1 １０４ １０６

１０４ １０６
８５

１２３

８５ １２３
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（2）いじめ事例で使用される言語分析
　経験したいじめ事例についての記述から，総抽出語20,458語，830文を分析対象として抽出し，Excel，
KHcoderを用いて統計的に分析を行った。

表１　語の出現頻度（名詞，形容詞，形容動詞の上位10項目）

名詞 サ変名詞＊ 形容動詞 形容詞 名詞C
クラス 148 無視 72 好き 14 汚い 23 子 199
女子 79 一緒 23 変 12 多い 23 人 78
グループ 78 登校 19 普通 9 良い 19 机 25
男子 54 暴言 19 不潔 8 悪い 16 仲 23
先生 51 授業 17 急 4 強い 11 年 18
学校 44 行動 15 あからさま 3 明るい 7 菌 17
悪口 40 卒業 15 かわいそう 3 面白い 6 他 17
自分 32 話 14 活発 3 暗い 5 気 15
女の子 29 エスカレート 13 苦手 3 臭い 5 陰 9
周り 27 給食 12 嫌い 3 怖い 5 水 7

＊サ変名詞：動詞「する」に接続してサ行変格活用の動詞となりうる名詞。

　名詞の出現頻度から見ると「クラス」が多く記述されている。学級の中で行われているいじめについての
事例が多いことがわかる。また，「女子＞男子」，「女の子＞男の子」ということも確認でき，男子よりも女
子がいじめ事例に関わっていると考えられる。サ変名詞では，「無視」「暴言」といった単語の出現が目につ
く。特に出現数が１番目に多かった「無視」は72回出現しており，２番目に多かった「一緒」の23回と比べ
ると突出して多いことからいじめと深く関連していることがわかる。形容詞，形容動詞，一文字の名詞から
は，「不潔」「汚い」「臭い」「菌」といった単語が目につく。
　単語のみの分析だけではなく，出現した語と語のネットワークを作成することで実際のいじめ事例がどの
ような語や概念の連接で行われていくのかを確認した（図２）。ここでは，煩雑にならないように，名詞，
形容詞，動詞を抽出してネットワークを分析してみることにする。
　特に注目したい点を３点あげてみると，まず，左側に「机－菌－触る－汚い」というネットワークがあ
る。これは，「○○菌」といって，一人の子どもに対してその子の机を触る行為から，からかい，さらにい
じめに移行するときの児童生徒の振る舞いから想定できる言葉のネットワークである。右側には，暴言から
行動が変わっていく様子が見受けられるし，上部にあるのは「クラス」の「女子」による特定の「子」への
「無視」が行われ，「グループ」で「悪口」を言っている様子がうかがえる内容となっている。

（3）コンコーダンス（concordance）によるいじめのメカニズム
　語のネットワークと同様に，テキストのどのような文脈で単語が出現するのかということについて，サ変名詞
の中で最も出現度が高かった「無視」について調べてみた（表２）。これによると「無視」がいじめの端緒とな
り，それが次第にエスカレートしていく様子がわかる。無視という行為が，個人に対して行われる集団でのいじ
めのきっかけとなっている。クラスの中で周囲と比べて「目立った子」「浮いた子」「孤立した子」「転校生」
が，それ以外の集団から無視されていじめが展開していくという，いじめの発生メカニズムの一端が垣間見られ
る。それが次第に「個人の物に対する忌避，触らない」「あだ名」「暴言」「○○菌」といったいじめの形へと変
貌をとげていく。テキストの中における「無視」のコンコーダンスからは，無視という関係性・コミュニケー
ションの切断という行為から直接的な攻撃的な行為に向かっていくことが示されているといえよう。
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注：線の太さはネットワークの強弱を表す

図２　名詞・形容詞・動詞のネットワーク
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表２　「無視」のコンコーダンス
（concordance：テキストの文脈の中でその語が含まれる位置）

L C R

たので，Sくんのある癖が原因だったのかもしれな
い。Sくんは 無視 されることはなかったが，Sくんのお盆の上に自分

のお盆を重ねる

いじめの対象になりやすい子だったのかもしれな
い。仲間外れにされて， 無視 されていた。また，その人に変なあだ名をつけて，

おちょくって

は少し違った，目立った行動をしていたために，ク
ラスの子が 無視 し始めた。そこからだんだん周りに広がって，クラ

ス全員がその子のことを

し始めた。そこからだんだん周りに広がって，クラ
ス全員がその子のことを 無視 した。無視からエスカレートしていき，暴言などに

変わっていった。私は

そこからだんだん周りに広がって，クラス全員がそ
の子のことを無視した。 無視 からエスカレートしていき，暴言などに変わって

いった。私は同じクラスでは

られて周りから冷たい目で見られるようになった。
一人の女の子に対して， 無視 したり，その子の持ち物に触らない，その子の身体

的特徴を陰で

でもったり，隣の席になったら離していた。「○○
菌」と 無視 していた。転校生で小３から新たに編入したため，

クラスで浮く

クラスが避けるようになり，ついにはAさんと一番
仲の良かった子までが 無視 し始めて，Aさんは孤立していた。物を隠すとか，

いたずらを

保健室登校をして何とか学校には来ていた。卒業す
るまで， 無視 仲間外れは続いていたが，Aさんは学校を休むこと

はなかった。（↓）いじめ

，待ち合わせの場所にはいかない。放課後決められ
た場所で毎日いじめの会議。 無視 ，悪口，それを半月ほど続けて言った結果その子

は，学校に来なく

（4）いじめの発生時期
　いじめがいつごろ発生しているのか，という点について文部科学省は毎年生徒指導に関する調査を行い，
その調査結果を公表している。平成26年10月に発表された「平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上
の諸問題に関する調査」について」1によると，いじめの認知（発生）件数は，小学校では３年生，中学校で
は１年生が最も多かった。
　この調査は学校による認知件数であり，直接自分たちが経験したいじめについて報告した本調査によると
小学校５年生が最も多く，中学校では２年生が多かった（図３）。印象に残っているいじめについて報告を
求めた調査と文部科学省の調査を単純に比較することはできないが，認知件数の多かった小５と中２の時期
は，生徒指導や学級経営においても困難を感じる学級担任が多い学年でもあり，いじめ発生や防止の課題と
なる学年であると考えることができる。
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４．考察
（1）女子に対するいじめ
　いじめに関する本調査の結果を見ると，女子児童・生徒が対象となることが有意に多いこと，語の出現頻
度で女子・女の子が多いこと，から女子がいじめ事案の加害者・被害者の両方の立場として大きく関与して
いることがわかる。実際の報告でも男子に比べて女子のあいだでは，より深刻ないじめが行われていること
が記述されている。心身の発達の問題としても男子より女子の成長が早く，小学校の中学年から目立って増
えるいじめの事例にも女子が多く登場することからも，女子に対する教師の適切な指導が求められる。

（2）いじめの発生メカニズム
　いじめの発生メカニズムについて分析をもとにしながら整理してみる（図４）。記述されたテキストの語
の出現数やネットワーク，コンコーダンスの分析によると，いじめの兆候は「目立ったり，浮いたりしてい
る」というように特定の子に対していじめのマーカー（標識）を付与することから始まっている。一人だけ
みんなと違う，という論理を後ろ盾としていじめへと駆り立てていっている。それが次第に周囲に拡散して
いき，同調行動が求められるようになると，仲の良かった子までがそれまでの個人と個人との関係性から集
団の一員としての関係性に絡めとられていく。いじめは個人に対する「無視」という関係性攻撃から始ま
り，それが次第に「持ち物に触らない」「ものを隠す」「暴言」というようにエスカレートしていく。やが
て，個人は傷つき保健室登校や学校を欠席しがちになっていくことになる，といういじめのメカニズムが見
て取れる。
　学級担任をはじめとする教師は，実際にどの段階で気づくことが多いのかというと，報告によるといじめ
が起こり始めたころはもちろん，ある程度いじめが進行した段階（持ち物を隠す，仲間はずれ，など）でも
「先生は気づかなかった」と報告している。集団でいじめが行われている場合学級担任は気づきにくく，本
人からの申し出や顕現化することがない限りは対応が困難であることがわかる。つまり担任が「いじめに気
づいた段階」は，すでにいじめがかなり深刻な段階である可能性が高いのである。
　教師による指導として児童生徒間の関係性改善のための介入を効果的に行うには，いじめがエスカレート
して顕現化する以前の段階にどのように対処できるか，という点が重要になってくると思われる。それには
日常的に児童・生徒の行動や態度，表情などに注意して情報を収集していくことが求められる。

図３　いじめの認知件数図３　いじめの認知件数

 

小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3 高校 不明
件数 5 3 19 25 54 23 26 35 16 2 2
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（3）発達段階に応じた指導の在り方
　いじめの発生時期として報告されたのは，小学
校５年生と中学校２年生が多かった。小学校で
は，高学年となる５年生に進級する際にクラス替
えが行われることが多い。始めて同じクラスの一
員となり新しい学級集団やグループが形成される
こうした機会をとらえて，いじめのマーカーを付
与していくことが考えられる。特に女子児童の指
導は高学年になると難しいことがあるという教師
が多く，この時期の学級経営には困難な点が多い
ことが推定される。また，中学校でも２年生の指
導には配慮が必要だと考える教師は多い。入学期
の１年生や受験など進路に関する問題を抱える３
年生と比較して指導が難しいという声を聞く。各
教科や道徳などの学習時間を含め，学校生活全体
を通して指導することが求められるとともに，教
員が集団として生徒に対する情報を幅広く収集し
ながら早期に対応することがいじめ防止には不可
欠である。

図４　いじめのメカニズム

引用参考文献

文部科学省初等中等教育局児童生徒課　2014　「平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」につ
いて」

１　マーカーの付与

２　集団への拡散

３　「無視」から始まる
関係性攻撃

４　エスカレートしていく

５　傷つく心と身体
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第Ⅵ章　その他本事業における平成27年度の取組

上越市教育コラボ2015・学び愛フォーラム参加報告

　平成27年10月４日（日）に上越教育大学にて開催した「平成27年度上越教育大学いじめ等予防対策支援プ
ロジェクトフォーラム－いじめ防止研究の最前線－」を踏まえて，平成27年11月14日（土）に上越市内で開
催された「上越市教育コラボ2015・学び愛フェスタ」において，上越教育大学いじめ等予防対策支援プロ
ジェクトの取組をポスター発表にて紹介した。
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