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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30年度ＢＰ（いじめ防止支援）プロジェクト実施要項

平成30年５月21日
１．趣　旨
　我が国のいじめ問題の根本的な克服に寄与するため，平成27年度に４教育大学の協働参加でスタートした
「いじめ防止支援プロジェクト（ＢＰプロジェクト（※））」は，平成30年度で４年を迎える。ここまで文部
科学省，国立教育政策研究所，公益社団法人日本PTA全国協議会等，各機関や地域の教育委員会の協力を
得て，国内各地で教育委員会担当者及び学校教員等を対象に講演や研修会，シンポジウムなどを行い，同問
題の防止・支援に対する国内屈指のプロジェクトとして着実に歩んできた。
　平成30年度は，これまで進めてきた現代事情に即した対策の強化や，ネットワーク間の連携協力の充実に
努め，全国的な取組を積極的に支援するほか，教員養成・研修や教育活動等に更により一歩進んだ支援を実
現するために，各大学が独自に学部・大学院授業や教員免許状更新講習で活かしてきた実績・成果を集約
し，各々の特色を持つ連携４大学と協力機関が連携協力した教員研修プログラムや新たな授業内容の構築等
に向けて検討を行う。
　本プロジェクトは事業終了年度までに順次，成果や具体的な研修コンテンツ等を全国に発信・普及し，学
校現場で深刻な課題となり続けているいじめの防止に向けた地域に根差した教員養成・研修の充実と支援を
全国に拡大する。

※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
　　公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会
　　各地の教育委員会等

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。

（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）
　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）
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（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。）
　⑤　 本プロジェクトを実施する４構成大学関係者を中心に，いじめ問題に関わる教育・研究従事者を集め

た勉強会を年１回以上開催する。

（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）を全国４か所（宮城，新潟，徳島，福岡）を起点として開催予定。

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。また，必要に応じて，インターネット回線を利用したweb会議を開催する。

（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

（４）勉強会
　・４構成大学の研究者による情報交換・ディスカッションを行う。

各大学の研究者・担当者等
議長：開催大学

６．スケジュール
　平成30年５月　第１回学長会議・代表者会議・協議会（Web会議）
　　　　～12月　 各大学で教育委員会研修担当者・教員等を対象とした研修会等を実施，必要に応じて学長

会議，代表者会議，協議会及び勉強会を開催
　平成31年２月　シンポジウム（東京）
　　　　　　　　学長会議・代表者会議・協議会・勉強会セット開催
　　　　　３月　印刷物「事業まとめ（仮称）」作成
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７．予算
　・平成30年度文部科学省機能強化経費（鳴門教育大学からの配分経費）
　・各大学において本プロジェクト用として設けた年度予算

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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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の概要

１．いじめとその予防の現状
　平成25年にいじめ防止対策推進法が施行された。この法律では第２条においていじめの定義が次のよう
に，示されている。
　「この法律において「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該
児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを
通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを
いう」。
　これまで，いじめは定義がかわるたびに，その認知件数が大きく変化してきたが，現時点では，この定義
が，まさに「法律の定義である」という点で，国内におけるいじめについての，さまざまの立場で共通に理
解うる定義であると言える。
　そして，第４条では，「児童等は，いじめを行ってはならない」と明確に示されている。
　では，結果として，現在，いじめは減少したのであろうか。
　文部科学省の調査によると，全国の小中高校で，平成29年度に認知されたいじめは，41万４千378件と過
去最多を記録した。前年度と比較して９万件以上増加している。しかし，この増加は，文科省によれば，
「けんか」や「ふざけ合い」などもいじめと捉え早期に対応しているためである。隠さずに，認知件数とし
て出てきていると考えれば，いじめへの対応として悪いことではない。
　けれども，こうした事態から，いじめは，法律によって明確に禁止したところで無くなるものではないと
考えなければならない。定義にも解釈の余地は残るし，加害者がいじめているという認識を持たない場合も
ありうるからである。だからこそ，いじめ対策には不断に取り組まなければならないのである。

２．プロジェクトの概要
　いじめ防止には不断の努力が求められる。そうしたことを前提にしつつ，本学では，平成27年度より，継
続して４つのサブテーマを設定して，活動を続け，本年度も同様のテーマで事業に取り組んできた。
　１つめは，「教員研修プログラムの開発」である。現職教員の活動に役立ち，教員の職能発達に資するも
のとなるように，教員免許状更新講習や生徒指導担当者講習会などで実施できる研修プログラムを開発する
ことが目的である。
　２つめは，「大学授業のカリキュラム開発」である。本学では，平成28年度より修士課程に「道徳・生徒
指導コース」を設置し，「いじめ等先端課題研究特論」という科目をコースの専門科目として開設したが，
平成31年度からの大学院改組によって教職大学院の学生定員を現在の３倍近い170名に増やすことに伴い，
同科目を，「生徒指導の理論と実践B―いじめ等先端課題の理論と実践―」という名称で，教職大学院の共
通科目として新たに設置し直すこととした。いじめへの対応は，おそらく，学校現場でも経験の少ない教師
にとっては難しいことであろう。ましてや，大学や大学院を出たばかりの教師にとっては，トラブルを前に
したときの戸惑いはもっと大きいものであるに違いない。しかし，教師は，採用されれば，経験の多い少な
いにかかわらず，一人前の教師として活動することが求められる。そうした新任教師が，いじめに対応でき
るように，知識とスキルを身につけるカリキュラムが，大学や大学院にも必要なのである。
　３つめは，「社会貢献としての研究成果の公開」である。今年度は，例年開催しているフォーラムを大学
内ではなく，石川県教育委員会の協力を得て，石川県教員研修総合センターを会場に実施した。タイトルを

－5－



「上越教育大学いじめ等予防対策支援プロジェクト研修会in金沢」とし，石川県内の先生方にも参加してい
ただいた。
　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。これは最終年度において
作成する予定であるが，年度ごとの取り組みについても事業成果報告書を発行することとしており，平成30
年度も本報告書を発行する。
　以上の取り組みだけにかぎらず，新潟県教育委員会，新潟市教育委員会をはじめ，上越教育大学の位置す
る上越市教育委員会や，新潟県教育委員会上越教育事務所とも連携しながら，プロジェクトメンバーが，い
じめに関連するシンポジウムや講演会の講師を務めたり，司会進行役を務めたりするなど，さまざまな連携
事業にかかわった。そうした事業の中には，中学生や高校生に登壇していただいたものもある。大人の目線
だけでなく，若者の目線で語られるシンポジウムは私たちにとっても学びの多いものであった。

３．そして未来へ
　このいじめ予防対策支援プロジェクトは，５年間のプロジェクトとしてスタートした。平成31年度が最終
年度になる。とはいえ，前述のように，いじめ予防には不断の努力が必要であり，これで終わりというわけ
にはいかない。
　プロジェクトは，形を変えて継続しなければならず，私たちは，いじめの予防といじめへの対応について
考え，議論し，取り組んでいかなければならない。
　では，なぜいじめはなくならないのだろうか。いろんな解釈がありうるだろうが，ひとつには，私たち人
間が，他者よりも抜きん出たいという強い欲望を持っているからだと言えるのではないか。もちろん，そう
した欲望は悪いことばかりではない。公平な環境のもとでの競争は，互いを成長させる刺激にもなるからで
ある。しかし，いったんそれが他者を虐げ，蹴落とすというような事態に陥ると，そこにあるのは，悪を実
現しようとする人間の醜さ以外の何物でもない。
　人は誰もが幸せを望んでいる。そのこと自体は悪いことではない。しかし，そのことさえもが，誰よりも
多くの幸せを望み，それを実現しようとする人物が出てくると，支配し支配されるといういびつな人間関係
を作り出すことになってしまう。
　誰もが豊かな心で生活できる未来を作るということ，そのために，いじめを防止する視点を持ち続けるこ
と，いじめがなくなってもいつまた起こるかもしれないという視点で人間の在り方，集団の在り方を考え続
けること，そうしたことが求められるのではないだろうか。
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２　実施体制，推進構想と実施計画

　本学のBPプロジェクトは，カリキュラム開発がプロジェクトの大きな柱になっているということから，
学内の「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て本事業に取り組んでいる。そのメンバーは以下のとおりである。なお，事
務については，本学教育支援課が所掌している。

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
学校教育実践研究センター 教授

学校経営学（学校組織論，学年・学級経営論）

早　川　裕　隆 大学院学校教育研究科 教授
上廣道徳教育アカデミー 所長

道徳教育，こころの教育

稲　垣　応　顕 大学院学校教育研究科 教授 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 教授 臨床教育学（特別活動論，学校心理学）

村　中　智　彦 大学院学校教育研究科 准教授 特別支援教育

清　水　雅　之 学校教育実践研究センター 准教授 情報教育，小学校（生活科・総合）教育

留　目　宏　美 大学院学校教育研究科 准教授 養護学，養護教諭教育，学校組織論

山　田　智　之 大学院学校教育研究科 准教授 臨床教育学（生徒指導，キャリア教育学）

蜂 須 賀 洋 一 大学院学校教育研究科 講師 学校教育学（法規範教育，人権教育）

　プロジェクトが始まった平成27年度は，メンバーは５名であった。平成30年度現在では10名のメンバー
が，それぞれの専門性を生かして，いじめ問題の予防対策の実践や研究に取り組んでいる。また，現在はこ
のうちの８名が修士課程所属の教員であるが，大学院の改組に伴って，次年度からは８名が教職大学院の所
属となる。さらに，メンバーの半数は，小学校，中学校，高等学校等で専任教員として勤務した経験があ
り，学校現場での指導の在り方についても精通している。実践の場に生かせる取り組みを進めるのにふさわ
しい陣容であると自負している。
　なお，推進構想と実施計画は次ページのとおりである。
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第Ⅲ章　いじめ等予防対策支援プロジェクト研修会 in 金沢実施報告

１　リーフレット
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平成成３０年度上越教育大学 

いじめ等予防対策支援プロジェクト研修会 in 金沢 
 

いじめを考える － その実態と実践 － 
 

日時：平成３０年９月８日（土）13:30 ～ 16:00 

会場：石川県教員総合研修センター大研修室 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 

プログラム 
 

司会・進行    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   村中 智彦 

 

開会のことば  上越教育大学長  川崎 直哉 

あいさつ     石川県教育委員会学校指導課 課参事  源 義則 

事業説明    上越教育大学副学長  林 泰成 

 

シンポジウム 
 

話題提供１    石川県教育委員会学校指導課 主任指導主事   藤﨑 勝治 

「いじめ問題に対する石川県の取組」 
 

話題提供２    上越教育大学学校教育実践研究センター 准教授  清水 雅之 

「小中学生のネット利用の現状と課題から」 
 

話題提供３    上越教育大学大学院学校教育研究科 准教授   山田 智之 

「保護者との協力関係を構築するために」 
 

話題提供４      上越教育大学大学院学校教育研究科 准教授  留目 宏美 

「子どもの“つながりたい”思いに応えるために」 

 

---------------  休憩 --------------- 

 

指定討論１      金沢学院大学文学部 教授  多田 孝志 
 

指定討論２      金沢工業大学基礎教育部 教授  白木 みどり 
 

質疑応答 
 

閉会のことば  上越教育大学副学長  林 泰成

 

13:30 

13:50 

15:30 

16:00 

２　プログラム
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３　話題提供資料

小中学生のネット利用の現状と課題から

上越教育大学学校教育実践研究センター　准教授　清水　雅之

１．青少年のネット利用は８割を超えている
　平成30年３月に内閣府が発表した「平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果（概
要）」によると，青少年のインターネット利用は82.5%である。高校生ほどではないが，小中学生の利用も
年々増え，機器（スマートフォン，携帯電話，PC,ゲーム機器等）の利用率は小学生86.3％，中学生92.4%
であり，ほとんどの小中学生が利用していると言ってよい状況になっている。また，インターネットの利用
率は小学生65.4%，中学生85.2%となっており，機器の利用ほど高くはないが，小学生で６割，中学生で８
割を超える結果となっている。
　ネット利用の増加に伴い，子どもがトラブルに巻き込まれることも増えており，学校は家庭と連携をしな
がら，指導や啓発活動に努めなければならなくなっている。多忙な教員の中には，家庭で購入した機器の利
用に関して，なぜ学校が指導しなければならないのかと疑問視する教員もいる。一方，表１のように割合は
多くないが，年々PCや携帯等を利用したいじめの認知件数が増えていることは事実である。

表１　平成24～28年度のPCや携帯等を利用したいじめの認知件数と割合

　こうした状況を踏まえたときに，学校が全く関与しないという訳にはいかないであろう。PCや携帯等の
情報機器の利用について，積極的に指導・啓発活動をすることこそが，問題事案に遭遇した時に，予防への
取組を行っていたということになるのである。

２．ネットへの依存度が高い小中学生はどのくらいいるのか
　学校関係者に話を聞くと，事実に反して「携帯電話，スマートフォンなどの機器を利用したいじめの件数
が増えているように感じる」という声は少なくない。「SNSやメール等での便利なツールによって，関わる人
数が多くなるために，いじめの件数が増えているように感じるのかもしれない」「いじめが発見されると，
関係者が一気に見つかることもSNSでのいじめの特徴」「SNSでのトラブルは男子よりも女子が多いように感
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じる」などの声が聞かれるが，「ネットやゲームにハマってしまっている」子どもについての話題も多い。
　表２は，新潟県のある市の小中学校のネット依存度を調査した結果である。この調査に使用したテスト
は，久里浜医療センター1)で公開されている「インターネット依存度テスト（IAT）」である。

表２　新潟県A市A小学校，B小学校，Cの中学校結果

　結果からは，学校種や学年に特有の様子がある訳ではなく，それぞれの学校・学年，場合によっては学級
で様々な違いがあることが分かる。一般的には低学年の子どもの方がネット環境を利用していることが少な
く，依存度傾向は低いと考えがちであるが，A小学校の３年生と５年生の比較からは，必ずしもそうした結
果ではないことが分かる。同程度のようにも見えるが，A小学校の３年生には，高依存度と診断される児童
が１％存在していた。この児童には，個別に保護者に連絡を取り，連携して対処する必要があろう。現在は
低学年から，あるいは幼稚園や保育園といった時代から親のスマートフォンを利用している児童も少なくな
い。このことから，低学年からの指導・啓発活動が必要になってくると考えられる。
　B小学校の５・６年生の結果からは，中・高依存度の児童が学年の半数近くになっていることが分かる。
高依存度を示した７％の児童には個別に対応することはもちろんであるが，学年・学校全体での取り組みが
重要になってくるであろう。特に保護者との連携は必須であり，保護者に現状を知らせ，改善の方策につい
て一緒に考えてもらうようにすることが重要であろう。
　このように，子どものネット依存度がどのようになっているのかを調べ，数値化することで見えてくるも
のがある。最終的には，個々の子どもの依存度傾向を見ていくことが重要ではあるが，学校全体あるいは学
年全体で，こうしたスクリーニングテストを実施することで，全体の様子を知った上で，個々の子どもへの
指導や働きかけをしなければ，子どもは自分の危なさに気付くことは難しいであろう。
　教員が子どものネットへの依存度について，現状を把握するためにも，子どもにネット利用について自覚
を促すためにも，こうしたスクリーニングテストを実施し，視覚的に捉えることができるようにするとよい
のではないか。

1)　独立行政法人国立病院機構　久里浜医療センター　http://www.kurihama-med.jpより
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３．ネットでのトラブルから子どもを守るには家庭・学校の連携が重要
　平成30年７月に国立青少年振興機構が発表した「インターネット社会の親子関係に関する意識調査報告書
（概要）」によると，日本の小中学生の特徴は以下の６つである。
　　①　親とよく話している
　　②　親と一緒にテレビを見たり，出かけたりすることは多く，本を読むことは少ない
　　③　インターネットの危険性などについて親から「ほとんど注意されない」割合が多い
　　④　日本の中学生の４人に１人は親とよくSNSを利用してコミュニケーションをとっている
　　⑤　家族が一緒にいてもそれぞれがスマートフォンを操作している
　　⑥　 「親は携帯電話やスマートフォンを使用しながら私と話す」ことが「よくある」ほど，「親と一緒

にいるのが好きだ」の肯定率が低い
　この調査は，日本，米国，中国，韓国の４カ国での調査から導き出したものである。先の依存度に関する
子どもの情報とともに，この意識調査の結果など様々な情報等を学校と保護者が共有することが重要であ
る。その情報をもとに，指導や啓発活動を考え，一貫性のある取組を実施することによって，子どもは見守
られていると感じるのである。
　そのためにも，教員だけが研修で情報モラルやネットの現状等について学ぶだけでなく，保護者にも同様
に学ぶ機会をつくっていくことが重要である。
　技術の進歩は早く，日々，新しいものが世の中に送り出されてくる。そうしたものに対応するためには，
教員も保護者も学び，対応していくことが求められるのである。学校と家庭が連携をするための学習会を行
なっていくことが，これからは求められるであろう。

図１　家庭と学校の連携
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保護者との協力関係を構築するために

上越教育大学大学院学校教育研究科　准教授　山田　智之

１．いじめの指導に関して，教員が難しさを感じていること
　関東及び甲信越地区の小学校・中学校・高等学校・時別支援学校に勤務する教員150名を対象にいじめの
指導に関する調査を行った。その結果，「いじめに関する指導において難しいと感じたことの有無」に関す
る質問では，90%の教員が難しいと感じたことがあると回答していた。また，「いじめ問題の解決に向けた，
発見，解決，事後指導といった過程の中で，難しさを感じたこと」については，「保護者対応」が17％，「い
じめの事実確認」が17％，「いじめの発見」が14％，「いじめの事後指導」が13％，「加害者対応・指導」が
12％，「被害者対応・指導」が９％となり，「保護者対応」「いじめの事実確認」を筆頭にいじめの指導全般
にわたり教員が難しさを感じていることが明らかになった（Fig. 1）。
　「いじめに関する保護者対応において難しさを感じたこと」については，「加害者の保護者対応」が
26％，「保護者との認識の温度差」が25％，「事実の認識」が22％，「被害者の保護者対応」が10％，「学校の
指導への苦情」が６％となり，「加害者の保護者対応」「保護者との認識の温度差」「事実の認識」の３点を
中心にいじめの指導に関わる保護者対応全般について教員が難しさを感じていることが明らかになった
（Fig. 2）。

保護者対応
17%

いじめの事実確認
17%

いじめの発見
14%いじめの事後指導

13%

加害者対応・指導
12%

被害者対応・指導
9%

いじめの発見（SNS関係）
4%

傍観者対応・指導
3%

組織的な対応
3%

子供のいじめの認識の相違
2%

子供の発達特性を捉えた対応
2%

再発防止
2%

他校種と連携
1% 指導時間の確保

1%

Fig.1　いじめに関する指導において難しさを感じたことの内訳
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加害者の保護者対応
26%

その他
2%

保護者との認識の温度差
25%

事実の認識
22%

被害者の保護者対応
10%

学校の指導への苦情
6%

感情的な保護者対応
5%

非協力的な保護者対応
4%

傍観者の保護者対応
0%

Fig.2　保護者対応において難しさを感じたことの内訳

２．保護者との信頼関係の構築に向けて
　いじめ問題を解決するためには，保護者の協力は欠かせない。しかし，教員が難しさを感じていることの
トップに「保護者への対応」があがっていることは，いじめ問題の解決にあたり大きな問題と考えられる。
この問題を乗り越え，学校が保護者との信頼関係を築いていくことが大切である。そのたのポイントとし
て，次のようなことが考えられる。
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子どもの “つながりたい” 思いに応えるために

上越教育大学大学院学校教育研究科　准教授　留目　宏美

１．“つながりたい” 思いとつながりの重層性
　つながりは，いじめへの対応を考えるうえで欠かせない一つの視点である。
　そもそも “つながりたい” という思いは，他者と交流しコミュニティに帰属したい，他者から認められた
いなど，人間が生得的に抱く社会的欲求である。社会化の歩みで生じる自然な思いでもある。それ故，他者
とつながることのできない状況に直面すれば，さみしさを感じる。他者とつながり過ぎる状況に直面すれ
ば，とたんに苦しくなる。自他のつながりが弱すぎても強すぎてもマイナスの感情が生起する。このよう
に，日常生活場面で日々紡がれるつながりは，当事者からすれば，必ずしも心地の良いものばかりではな
い。

２．つながりの質を規定するもの
　つながりの質は，いかなる要因によって規定されるのか。当事者研究の先駆者である綾屋・熊谷は，著書
「つながりの作法－同じでもなく違うでもなく－」のなかで，次の２点を挙げている。一つは，社会・文化
的な規範である。もう一つは，語る，聴く，共有する，共感する等のつながる際のふるまい，作法である。
これらを踏まえ，コミュニティメンバーが安心・安全なつながり，成長し合えるつながりを探求し，試行し
ていくことが，つながり／つながり方に関する学びのプロセスとなる。いじめをめぐる環境整備，開発・予
防教育，早期発見・早期対応，事後対応においても欠かせない視点である。

３．子どもたちから発せられる内発的な声
　子どもたちは，学校や地域での学習，生活を通して自身の社会を拡げていく。他者とかかわり，つながり
のなかで様々な経験をし，学びを得ていく。その過程では悩みを抱え，不安に苛まれることもしばしばあ
る。
　チャイルドライン2017年度年次報告によれば，「人間関係」「雑談」「いじめ」に関する相談が多い。「いじ
め」についての相談理由は，「話を聴いてほしい」「答えがほしい」が大半を占めている。こうした実態から
示唆されることは，「私の話を聴いてほしい，一緒に考えてほしい」という子どもたちの内発的な声である。
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４．保健室の特性
　チャイルドラインはいじめの相談を受けた場合，下のスライドに示したような段階を踏む。まずは，気持
ちを打ち明けられるように言葉をかけながら十分に聴く。そして，誰かにSOSを出さなければならないと伝
え，「誰になら話せるか」を一緒に探す。ここで，子どもが話せる人を見つけられなかった場合，「保健室の
先生（養護教諭）はどう？」と提案する。

　養護教諭が提案されるのは，なぜか。大きな理由は次の２点である。一つは，誰かにみられること，知ら
れることへの不安が大きく，「相談室には行けない」。しかし「保健室になら行ける」と考える子どもが多い
ためである。もう一つは，「打ち明ける」行為には一定の動機付け，勇気が必要であるが，保健室は体調を
理由に来室でき，相談のハードルが高くないためでもある。
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　中教審答申「チームとしての学校の在り方と改善方策について」のなかで，「養護教諭は，児童生徒等の
身体的不調の背景にいじめや虐待などの問題がかかわっていること等のサインにいち早く気づくことのでき
る立場にある」と明記されている。こうした実態の背景には，先述した保健室の特性がある。

５．早期発見を，組織／チームとしての早期対応に進展させる
　いじめ問題にいち早く気づく可能性の高い養護教諭は，「報・連・相」に心がけている。とくに保健日誌
や校内の各種会議，face to faceのやり取りや内線電話，メモ書き等を活用している。また，大半の養護教
諭が「報・連・相」しなければならないケースとして捉えているのは「けがや体調不良で保健室によく来室
する」「自傷行為をしている」である。
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　「報・連・相」の過程で，養護教諭は次のような諸課題を認識している。たとえば，①思いや感覚・感情
を共有することが難しい（危機感が共有されにくく，温度差が埋まらない），②対応を検討し，分担する段
階に辿り着かない（情報の交換に止まり，経過観察が続けられる）等である。これより，養護教諭は，早期
発見から早期対応への移行を円滑にすること，すなわち，早期発見・早期対応の連動性をより一層高める必
要性を認識していることが示唆される。

　これより，教職員の思いや感覚・感情（危機感）のすり合わせ，共有は十分か，いじめ問題に対して遅滞
なく判断し方向性を見定められているか，各人の強みを生かした役割分担が図られているかなど，自校の様
態を改めて確認することが重要になる。
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冒頭あいさつする川崎直哉学長

話題提供１

話題提供３

指定討論

石川県教育委員会学校指導課 課参事
源 義則様のごあいさつ

話題提供２

話題提供４

４　研修会風景
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５　アンケート結果
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第Ⅳ章　研究等成果報告

１　いじめ予防に関するカリキュラム構築のための原理的考察

上越教育大学副学長　林　泰成

１．はじめに～いじめを防ぐカリキュラム～
　教育再生実行会議の第１次提言「いじめの問題等への対応について」において真っ先に挙げられたのは，
道徳の教科化であった。道徳を教科にすることでいじめを防げると考えられたからであろう。たしかに，道
徳教育が人間性を育成し，人間としての在り方生き方を教えるものだとすれば，それもうなずける。しか
し，道徳教育は，教科教育とは違って，どんな知識やスキルを教えることになるのかは，そう明確ではな
い。「いじめは人権侵害である」とか「犯罪である」などと，教えたとしても，それが本当にいじめを予防
する力になるとはかぎらない。
　同様のことは，大学，大学院でのいじめ予防カリキュラムについても言える。いじめの正しい姿を知って
もらうために，いじめ認知件数の変化や，過去のいじめ事例を取り上げ，議論したり，また，いじめの四層
構造や同調圧力に関する心理学的な実験から，いじめの発生のメカニズムを学んだりしたとしても，それで
いじめが撲滅されるとはかぎらない。
　ではどのようにカリキュラムを組めばよいのだろうか。

２．カリキュラム研究の二つのレベル
　いじめ予防のカリキュラムを構築しようとする際に，二つのレベルを分けて考える必要があるだろう。一
つは，学校教育のカリキュラム全体の中で，いじめ予防のカリキュラムがどのような位置づけになるのかを
明確にするレベルである。もう一つは，「特別の教科　道徳」のような一つの教科あるいは科目の中で，ど
のような内容を取り上げるかを決定するレベルである。マクロ・レベルとミクロ・レベルと名付けてもよ
い。もちろん，１時間の授業の指導案までも含めて考えれば，もっと細かなレベル分けも可能だろうし，そ
の中間レベルだって考えられないわけではない。また，一連のカリキュラムをスペクトラムとしてとらえれ
ば，連続した多様なレベルが考えられる。しかし，実践的には，マクロ・レベルとミクロ・レベルを想定す
れば，取り上げるべき教育内容の方向性を示し，具体を構築することが可能となる。
　マクロ・レベルの例を挙げるならば，たとえば，教育哲学者P.H.フェニックスの意味の領域や，同じく
教育哲学者ネル・ノディングズのケアを中心としたカリキュラム論の提案などである。それらは，教育目的
とのつながりが強いと言える。学問中心でカリキュラムを作るのか，人間中心で作るのか，リベラル・エ
デュケーションを肯定するのか，否定するのか，そうしたこととの関連でカリキュラムの構築が試される。
　いじめ予防のカリキュラムを組む場合に，そうした教育目的とのつながりの議論を抜きにしては考えられ
ないように思われる。

３．エビデンスに基づく研究の有効性と限界
　最近では，教育の改革にも客観的なエビデンスが求められ，結果として効率性が重要視される。それは，
教育方法の効率性を確認するような場合にはよいが，教育目的の設置には向いていない。ここでは，客観的
なエビデンスを否定したいわけではない。エビデンスによって解明できることはそうすべきである。いじめ
を防止するのに効果的な道徳授業の方法が見つかれば，それを実施すればよい。
　しかし，たとえば，いじめの原因が人間の競争心にあるとしたらどうか。競争が起こらないようにすれば
よいのだろうか。そうした競争心は成長の糧にもなるし，文明の発展そのものが競争によって支えられてい
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るということはないのだろうか。ここに記したのは単純な思考実験である。ここで筆者は，いじめ問題がこ
んなに単純に一つの原因によって誘発される，とほんとうに思っているわけではない。
　何らかの方法の効果を検証したうえで競争心が育たないように教育を進めることはできるだろう。しか
し，そうした教育によって，私たちは，無気力で他者に対して無関心な子どもを育てたいのだろうか。ある
いは，育てるべきなのだろうか。考えてみなければならないのは，人間の教育をどう行のか，そのように行
うのは，何を目的としているからなのか，ということであろう。こうした点が議論されないままでは，いじ
め予防のカリキュラムは策定できないのではないか。

４．基盤としての教育哲学
　研究の世界では，エビデンスに基づくことが求められる。教育実践の世界では，実践に役立つことが求め
られる。結果として，哲学や教育哲学は，教員養成のカリキュラムから排除される。それらが，とらえよう
によっては，主観的な思いの表明でしかなく，また，実践に役立たない抽象的な議論でしかないからであ
る。たしかに，そうした議論しかしてこなかった哲学者や教育哲学者たちにも責任の一端はあるように思
う。
　けれども，いじめに加害者や被害者として巻き込まれる子どもたちの心のうちを想像してみれば，「なぜ
勉強をしなければならいのか」といういら立ちや，「あいつだけ先生にいい顔しやがって」というような妬
み，「ちょっとからかってやろう」というようないたずら心や，「ぼくだけなぜいじめられるんだろう」とい
う悔しい思いなど，感情や主観的な思いでみちあふれているのではないか。
　現象学者のフッサールは，諸科学の成立を独我論的な主観性の側から基礎づけようとした。そうした立場
から考えれば，すべての知識は主観性の中にこそある。「私」が見たり，聞いたり，触ったり，味わった
り，考えたりしたことが，客観的なエビデンスの最初の出発点である。主観性から発し，間主観性をまと
い，客観性へと生成されていく概念や知識の成長のプロセスの中で，人間とはなにか，人間関係とはなに
か，教育とはなにか，いじめはなぜ起こるのか，それを防止するには何が必要なのか，というようなことを
吟味していく必要があるのではないか。
　繰り返しになるが，客観的なエビデンスに基づく研究を否定しているのではない。ただ，いじめ予防のカ
リキュラムの構築が，一見したところ主観的とも思われるような考察を抜きになされてはならないのではな
いか，ということが言いたいのである。
　今後，いじめ予防のカリキュラムを提示する際には，その基盤として教育哲学的な考察をすえることにし
ようと思う。
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２　 道徳科における，いじめ問題への対応の充実のための授業の構想 
～役割演技による道徳科授業のありかたとその効果を中心に～

上越教育大学大学院学校教育研究科　教授　早川　裕隆

１．問題の所在と研究の目的
　平成30年度から小学校で教科化された（中学校は平成31年度から）「特別の教科　道徳」（以下，道徳科）
は，以前より教科化の議論はあったものの，平成25年２月の「いじめ問題等への対応の充実（第一次提
言）」（教育再生実行会議）で道徳の教科化がうたわれたことが直接的な始点となって，強力に推進されたと
いっても過言では無い。そのため，いじめ問題への対応の充実は，道徳科の果たすべき大きな役割の一つと
言える。
　道徳科における「質の高い多様な指導方法」の一つとしてあげられた「道徳的行為に関する体験的な学
習」として，役割演技がある。学習指導要領でも，これらの指導方法を適切に取り入れることが求められた
め，道徳科の教科書にあるいくつかの教材は，役割演技を用いた授業展開が想定されている。しかし，役割
演技は，これまで教科学習等において日常的に活用されている指導方法ではないことから，他の指導方法と
違って，その活用方法や効果について，十分明らかにされてこなかったと言っても過言では無い。そのた
め，昭和33年の学習指導要領において，道徳の時間の指導方法として初めて「劇化」として示された際に述
べられていた「感情を傷つけるような役割を演じさせることは，絶対に避けるべき」という留意点が曖昧に
なり，単なるデモンストレーションとして，役割演技でいじめの場面を演じさせようとすることが危惧され
る。
　このような状況に鑑み，本研究は，①道徳科における役割演技を用いた「いじめ」に関する授業を構想
し，②その効果について検証することを目的とする。

２．［研究１］役割演技を用いた道徳授業の構想

　「わたしたちの　道徳　小学校１・２年生」（文部科学省）にある「およげない　りすさん」を教材とした役割
演技による授業を構想し，教師を対象とした模擬授業で展開して，その有効性について，授業者の立場からの検
証を行う。

（１）．方法
　①対　象： 筆者が講座を担当する免許更新講習受講者のうち小学校教諭（37名）と筆者が講師の研修会に

参加した小学校教諭（17名）
　②期　間：2017年７月～2018年１月
　③手続き： 筆者が展開する，「およげない　りすさん」を教材とした役割演技による道徳科の模擬授業を

児童（学習者）として受け，アンケートに答える。
（２）．教材について
　池の中にある島まで泳いで遊ぼうとする亀やあひるや白鳥は，一緒に行きたいとお願いするりすを，泳げ
ないことを理由に置いてきぼりにして，島に渡ってしまう。しかし，島に渡った亀たちはりすのことが気に
なって，遊んでいても，ちっともおもしろくない。
　教材にはこの後，翌日亀がりすを背中に乗せて，みんなで島まで渡るところが描かれているが，その部分
はカットして提示した。

－26－



（３）．授業の実際
　①わがまま言わないの！
　りすが，亀，あひる，白鳥に懇願する場面を役割演技で演じた。一緒に連れて行くように必死に食い下が
る「りすに見立てた椅子」に向かって，亀たちは，「我がまま言わないの！」「危ないから泳げるようになっ
てからね。」などと言って，島に渡ってしまう。演じた後の話し合いでは，「りすはわがまま」「かわいそう
だけど，泳げないから無理」などの感想が出された。そこで，監督が「椅子をりすにしましたが，このりす
は，どんな顔をしているように見えましたか」と問うと，観客から，「下を向いて，涙がこぼれているよう
に見えた」「とぼとぼと寂しく一人で帰って行く姿が見えた」等の発言があった。すると，演者たちの表情
がみるみる変わっていくのが見てとれた。
　②怖くなかったよ
　この後，島に渡った亀たちが楽しくなかった理由を問うようにすると，亀を演じた演者は，「りすさん
は，どうしているかなと思って」とうつむきながら，後悔するように語った。そこで，翌日，池の畔で再び
りすと出会う動物達を演じることにした。なお，ここからはりすは椅子ではなく，参加者からりすに指名し
た演者が演じるようにした。
　亀は，りすに出会うとすぐに謝り，みんなで島に渡って遊ぶことを提案した。しかし，りすがさびそうな
表情なのを確認すると，「僕の背中に乗って」と，笑顔で提案した。するとりすは笑顔になって，亀の背中
に乗った。途中，亀が疲れてくると，応援の声を上げて寄り添っていた白鳥やアヒルが代わる代わる自分の
背中にりすを乗せて，とうとう，島までみんなで，渡りきることができた。
　演じ終わった後，亀はゆっくり泳いでいた理由を，「『りす子』さんに波がかかってしまうと怖がると思っ
たから」と話し，りすは，「みんなが優しかったから，ちっとも怖くなかった」と感想を語った。
　この後，到着した島で，みんなで楽しく遊ぶ事ができた。
（４）．アンケートの結果
　①「およげない　りすさん」の授業を，本講座での授業のように行いたいと思いますか。

33
18

3
0

是非行いたい
できれば行いたい
できれば行いたくない
絶対に行いたくない

＜主な理由＞
・ 最後の場面の演者たちの笑顔を，学級の子供たちにも味合わせてあげた

い。
・ 役割を演じることで，自然に登場人物に自分を重ねて考えられる。
・ 実際に自分が演じて心の変容を実感し，感動したから。
・ 観客であったが，「一緒だと嬉しい」を実感できたから。
・子どもに，真剣に考えてもらえると感じたから。
・りす役の演者にも配慮ができるから。
・ 自己中心的な思考が強い子度達が，自分から考え，相手の気持ちや自分

の行動に気付くことができそうだから。
■仲間はずれを行うのはつらく，演技するのが危険。

　②�椅子をりすに見立てたり，演者を変えずに翌日の場面を演じるようにしたことを，どのように感じまし
たか。

・実際に人が演じなくても想像で表情が分かる事が実感できたので，やろうと思った。
・演者を変えないことが，演者の心のケアになり，その子達の心を救っていたように思う。
・「負の活動」を演じさせないことに賛成。受講者の目に，様々な椅子の表情が見て取れたと思う。
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３．［研究２］役割演技による「いじめ」に関する授業の効果
（１）．方法
　①対　象：研究協力者２名が展開する道徳授業を受けた，小学１年生の児童
　②期　間：2018年３月～９月（研究協力者を対象とした模擬授業の実施も含める）
　③手続き： 研究１で実施した授業の指導案を基にした役割演技による授業を研究協力者が展開し，児童の

授業での様相や感想文から効果を明らかにする。
（２）．授業の実際
　①突然やってきて，連れてってと言われても，嫌だよ
　児童は，「泳げないと，何かあると困るから」「準備に参加しないでずるいよ」「突然やってきて，『連れ
てって』と言われても嫌だよ」と，りすを連れて行くことを拒んだ。
　しかし，椅子のりすの表情や気持ちを問うと，「嫌な気持ち」「どんより」と想像した。
　②島じゃないところに一緒に行こう
　島で遊んでいるときの気持ちを演者に問うと，「連れてきてあげれば良かった」「一緒なら，もっと楽し
かっただろうな」と発言したので，翌日の場面を演じることにした。
　３人はりすに近寄り，「昨日はごめんね」「今日は一緒に遊ぼう」と声を掛けたが，りすは「そうなんだけ
ど，私は泳げないから一緒に行けないんだけど」と悲しそうな表情で躊躇した。そこで亀が，「島じゃない
ところに一緒に行こう！」と力強く声を掛けると，りすは「そうだね」と言って立ち上がり，どこへ行く
か，みんなで相談をし始めた。「遊園地みたいなところがあるかな」とりすがつぶやくと，「絶対にある！」
と亀は叫び，望遠鏡で探し始めた白鳥が，「あそこにあるよ。あそこに行こう！」と提案した。亀が，「その
前に，仲間を増やして行こうよ！」と言うと，「そだね－！」と，りすと白鳥が言った声が同時に重なり，
笑い声が起こった。
（３）児童の感想
　・みんなが友達になって，みんな笑っていた。
　・友達と一緒に遊ぶと，もっと楽しくなる。
　・友達に親切に優しくすると，最高だなって思った。

４．おわりに
　「心身の健康，安全及び健全な情操の育成についての必要な配慮を欠いている（いじめを題材にした役割
演技に当たっての十分な配慮）」これは，道徳科の教科書検定における，検定意見書の文面である。いじめ
の場面を「生々しく」演じさせようとする展開に対する意見である。役割演技は，そこで起こる感情をリア
ルに感じ取れるからこそ，その特性に十分留意し，ねらいや主題を明確にした適切な活用を心掛けることが
必須だと考える。
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３　いじめ防止に活かす“良好な関係性のある学級創り”研修の実際

上越教育大学大学院学校教育研究科　教授　稲垣　応顕
はじめに
　筆者が本プロジェクトに取り組むことになった際，影響を受けた論述の一つとして「いじめの早期発見は
大切である。しかし，我々が気づかなければならないことの一つとして，教師がいじめを早期に発見した
時，そのいじめはすでに始まっている。（中略）重要なのは，その問題の未然防止であり予防である」（藤
平，1995）がある。的を得ていると感じる。
　ただし，この指摘をもう一歩深めた時，いじめ問題の予防は効果検証が極めて難しいことにも気づく。当
該の予防策をしなかった時に，そのクラスのいじめ問題は起きていたのか否かを検証出来ない（しにく
い？）からである。もちろん，心理実験のデザインを用いた効果測定の方法は考えられる。しかし，実際の
学校でそれを用いるには不都合があるとも考える。何故ならば，それは①学校は実験室とは異なり様々な要
素が複雑に絡み合っている。また，②そこで繰り広げられる場面は１回性であることがほとんどである。③
児童生徒に対する倫理上の問題もある，などの理由による。
　そうであるならば，いじめ問題予防を良質な集団（学級）を作れるかの視点で考えてみてはどうか。今日
の生徒指導は，予防的であり“開発的”であることをコンセプトとしている。すなわち，“育てる生徒指導”で
ある。殊にいじめ問題に焦点を当てたとき，筆者は21世紀型能力（21世紀を生き抜く力）でも強く謳われる
“良好な関係性のある学級”の育成をイメージする。そもそも学校教育とは意図的な営みである。教師の積極
的・能動的・戦略的な教師の教育活動は，最大の予防策となり得るのではないかという事である。
　本稿では，2018年に講師（リーダー，ファシリテーター）として行ったいじめ関連の教員研修のいくつか
で行った成果として，実際に先生方が作成したモデルとその概要を紹介する。
　なお，本プロジェクトにおける本学の担当テーマは「教員研修また授業におけるいじめ防止プログラムの
カリキュラム開発」である。その意味からも，本稿での取り組みは的を外していないと考えている。

研修会の概要
　本稿で報告するのは，A県，B県，C県で行った教員対象の終日研修（５時間）における成果の一端である。
研修の流れは以下の通りであるが，犬塚・山田・稲垣（1996），稲垣。松井（2010），松井・稲垣（2011）に
よるグループワークの手順を基本的に踏襲している。
１）講師の自己紹介，研修のねらいと概要説明（５分程度）
２） 小講義：内容は，「いじめは何故いけないのか/良好な関係性形成は，いじめ問題の最大の防止策」（15

分）。
３） ウォーミング・アップ:アイスブレーキング（遅出しジャンケン/掴め・抜け），グループ分け（４～６

人）（約３分）。
　以下，グループ単位での活動である。
　①　 自己紹介とディスカッション;自己紹介では，所属，名前=本名と研修で用いる「マイ・ネーム」，「理

想の学級像」に一言コメントを織り込むよう求めた。ディスカッションのテーマは「いじめ問題を念
頭にした時に感じる生徒の実態と課題」とした（司会者は置かない）（20分）。

　②　 付箋紙の記入：「①」を踏まえ，「いじめのない理想の学級」に欠かせない要素（=キーワード）を思
いつくまま１枚に１つずつ書き出すよう促した（５分）。

　③　 付箋紙の整理:各自が書き出した付箋紙を開示し，同じ意味のキーワード毎にグルーピングを促した
（10～15分）。

　④　 プロセスの構成:理想の学級像を共通理解し，それに至るプロセスに従いグルーピングした付箋紙を
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並べ替えるよう促した（50分）。
　⑤　 モデル図とレポート作成:「良好な関係性のある学級へのプロセスモデル」の構想とその説明文によ

るレポート作成。レポート内容は，理想の学級と生徒の課題，いじめのない学級づくりのプロセスモ
デルにおける各段階での教師の働きかけと配慮事項とした（約90～100分／レポートは分量指定な
し）。

　　　 　なお，参加の先生方には「教師の働きかけの構想には，当事者意識が必要なこと。教師の働きかけ
は，能動的・継続的・戦略的である」ことを伝えた。また，グループワークの最中は，会場を巡回し
ながら話し合いに加わり助言した。

４） 成果発表:残りの研修時間をグループ数で均等割りして成果報告会=発表会を行った。また，若干の質問
時間の後，各グループの発表にコメントを加えた（50分）。

結　果
　合計で38案となったプロセスモデルのうち，紙面の関係から以下２つの案（モデル）を紹介する。ちなみ
に，筆者は小講義で「学級づくりとは，いつまで・どの段階に達するまでを指すのか?」と話題提供した。
それに対し，全体の半数以上のグループ，本稿で紹介する２グループからは，「学級づくりとは，年間を通
して行われる」との解が示された。その理由として「生徒は年間を通して成長=自己更新する。そうであれ
ば，学級も常に変容する。先生（=稲垣）の言う１年の中間期での“学級の高まりまたは深化”も，学年末の
学級解体時期における“個への主体性の還元=個人は集団から何を学んだのか，学級は個人に思い出として
何を残せるのか”までを含み学級づくりである」を主張したことが特徴的であった。

［“返ってきた”ウルトラマン　チーム］
　このグループは，小講義で資料とした犬塚・稲垣（2004）による「良い学級の条件」を再検討し，良好な
学級に内在する要素を，「認め合い，個の重視，優しさ，規範意識，流動性（開放性），透明性」に整理し
た。また，それらを包括した理想の学級像を「楽しい学級」と設定した。
　そして，その目標に到達するプロセスと教師の働きかけについて，図１のようにまとめた。このモデルで
は，「A不安や緊張・漠然とした恐怖を持ち教室内で孤立状態」にある生徒が，互いに当たり障りのない関
わりを通して「B心理的距離を縮め」，学級独特のルールや雰囲気=学級風土を創りながら「C集団の一員と
しての自覚を高め」ていく。また，学校行事における目標達成への役割に即した活動などを通して「D個性
と社会性を伸長し」，互いが開放的で自由（=自らに由る”責任”を伴った）なコミュニケーションの中で「E
生徒主体かつ民主的な」学級を形成していく。ただし，それは直線的に進行するわけではなく，些細なトラ
ブルや学校行事を通した意見の対立などを介して発展的に循環する（“返ってきた”の意味合い），というモ
デルである。そこで教師には，いじめ予防のために『リーダーシップ・パートナーシップ・サポーターシッ
プ』を発揮することが求められると結んだ（筆者は，アルバート・エリスを引用し「過去はなくならないし
変わらない。それは，乗り越えていくしかない。出来事は君（=学級）に何らかの影響を与えてはいるだろ
う。しかし，過去は未来を決めてはいない。未来を決めるのは，“今，ここで，君（担任）がどう考えてど
のように行動するか。大切なのは，今・ここ”って言う発想は有り」とコメントした）。
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図１　“返ってきた”ウルトラマン　チームによる『良好な学級づくり』のプロセスモデル

［グループ　森…？学校のクマさんチーム］
　このグループは，順風満帆な学級はない。教室には，時間経過の中で，“何となく”の不安や違和感から学
級に馴染めなくなる=集団から離脱する生徒のいることを前提とし，しかし誰のことも置き去りにしないの
が学校（教育）であるとも述べる。教師の健全なリーダーシップの下で，生徒は違和感また慣れによる対立
を乗り越え連帯意識を高め「互いを尊重しながら“自分たちで”種々の問題・課題に取り組める学級」を理想
像として設定した。
　上述の学級形成のために，教師には始業式=学級開きの前段階で入念な準備が必要であることを提示し
た。具体的には，引継ぎによる生徒個々人についての情報収集（行動療法が提唱する“機能的アセスメント”
を活用）と学級経営案の作成が大切であるとした。そして，新たな環境で新年度を迎える生徒たちに，揺る
がないビリーフと柔軟な働きかけにより，可能な限り早く“安心感”を与え教師への“信頼感”を勝ち取れるこ
とが勝負どころであると指摘した。それにより，スタート時点から生徒の活動性を高め学級の連帯感を形成
してしまう。そこで重要なのが，学級独自のシステム（班・係・当番などを通した，個々人の“輝ける役
割”）を与えることであると述べる。何故ならば，それが後に“慣れ”による個人の我がままや意見の対立に
よるいじめを防止し，集団から離脱しそうになる=心理的に取り残される仲間をつなぎとめる力になると解
説した。本グループは，発表においてそのことを「縦（教師）の力と横（仲間）の力の相互作用」と表現し
た。また，教師は，生徒たちを “見守り（放任ではない）” ながら臨機応変に席替え・班替え，それに伴う
役割の変更，学級目標とルールの再確認，また個人や小グループ単位での個別相談（対話）を継続的かつ随
時行うことが大切であると述べた。
　さらに，本グループは発表会で一年の締めくくりは大切であるとの考えから，「次の環境への不安をもつ
生徒たちに明日からの勇気を持たせることが大切である」と述べた（図２）（筆者は，ブィクトール・フラ
ンクを引用し「過去はなくならないし変わらない。楽しく美しい過去は，すでに固定されていて誰にも奪わ
れることはない…その思い出があれば，人は苦難に屈しない」を援用しながらコメントした）。
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図２　　森…?学校のクマさんチームによる『良好な学級づくり』のプロセスモデル

おわりに
　筆者は，プロジェクト参加の４年間で「いじめ問題の早期発見チェックリスト」の開発（１年目），「いじ
め問題の発生機序モデル」創り（２年目），「いじめの自主的相談における阻害要因と促進要因」の解明（３
年目），「いじめ予防に寄与する良好な学級創り」（４年目）を行ってきた。また，それ以前から良好な関係
性形成のためのピア・サポートについて一言を呈してきた。その中で去来するのは，「教育は人なり」の言
葉である。本研究プロジェクトの最終年度に向け，様々ないじめ防止・予防を実践していくに際し，その主
体である教師はどのようなビリーフ（哲学・信念・方向性）をもち，教師自身としてどのようなアクティビ
ティー（役割による行動・活動）をしていけばよいのかに言及することが課題として想定される（文献一覧　
略）。
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４　教員研修プログラムの開発の試み

上越教育大学大学院学校教育研究科　教授　高橋　知己

はじめに
　平成30（2018）年７・８月にわたって行われた免許状更新講習において「いじめ・子供の危機について考
える」というタイトルの講習を行っている。新潟県内の上越市，佐渡市，長岡市の三会場で，合わせて256
名が受講している比較的多人数が申し込むプログラムである。受講者は６時間の講義・演習に対して非常に
熱心に取り組んでおり，事後アンケートでも今後に活用したいとする評価が得られている。本稿では，いじ
めに関する事例研究を通して作成した資料を基にした当該講習のプログラムについて概観しながら，より良
い研修プログラムの在り方について考えたい。

１．講習プログラムの概要
　講習プログラムは，三会場共通で概ね５時間の講義・演習，１時間の認定試験という６時間の構成に加え
て短時間での解答をお願いするアンケート調査という日程で行われる。５時間分の講義・演習内容は次のよ
うになっている。
　①　いじめ事例の分析－発生のメカニズム－
　②　学校対応のあり方
　③　子どものみとり－アセスメント－
　④　インシデントプロセス法による事例研究会
　⑤　これからの学級経営

２．講習の目的と内容
　具体的にどのような講習内容や活動を実施しているのか述べてみよう。

①　いじめ事例の分析
　イントロダクションも兼ねた最初の講義では，いじめ防止対策法の解説や森田・清永氏のいじめの四層
構造論などいじめに関する基本的な理論や法令について概観した後に，実際のいじめ事案について紹介し
ながら，いじめ問題への関心を啓発していく。ここでは特に，いじめ事案に関する実際の調査報告をもと
にしながら，発生学年，いじめの端緒となるような軽微な兆候を見逃さないこと，などについて講義を通
して確認する。
②　学校対応のあり方
　実際に発生したいじめの重大事案のうち，インターネットを介して公開されているいじめ報告書を資料
として用いながら，学校対応のあり方について学ぶ。いじめが発生する前に見逃しがちなことや教職員が
留意すべきリスクマネジメントのあり方，いじめ事案が発生した後に講じるべきクライシスマネジメント
としての対応措置について考える。学校体制のあり方として，組織づくりや報告書から学ぶ体制作りなど
について考えていく。
③　子どものみとり
　いじめ事案の解決を困難にしている要因として，発見の難しさがあげられる。子どもの異変に気付き苦
しんでいる状態から助け出すためにはどうすればよいのか，という点について，特にいじめの発見に焦点
を当てて実際に行われているアンケート調査をもとにしてその問題点について考えるとともに，実際のい
じめアンケート調査の被調査者の声を分析しながらよりよい調査方法について検討する。
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④　インシデントプロセス法による事例研究会
　講習に参加する教員の経験してきた事例について交流しながら，よりよい対応等について検討する演習
を行う。事例研究会は，ともすると資料作成の労力がかかることで敬遠されることが多いが，そうした短
所に対応できるインシデントプロセス法を用い，その場で出会ったばかりの４～６人でグループを作り演
習を行う。対応に苦慮した点，講じた方策，改善点などを話合いの中で模索することで対応力を鍛えるこ
とができる。
⑤　これからの学級経営
　いじめ防止のために学級経営の中でできることを具体的に３つ提案し検討する。１つ目は，「いじめの
避難訓練」である。援助要請できない子どもたちに対して実際にスキルトレーニングを行うことによっ
て，援助者へ支援を要請する方法を経験させ，援助要請しやすくすることを狙う。２つ目は，「アンケー
トの工夫」である。心理投影法を用いて子どもたちの困り感を把握し，教師からの支援を素早く行うこと
を目的とするアンケート方法を検討しながら作成していく。３つ目の提案として「トイレの共有」を挙げ
る。教職員と生徒が同じトイレを使うようにすることによって，いわゆる死角をつぶしていくことができ
る。いじめを防止することのソフト面・ハード面からの環境づくりを行うことの重要性を講習を通して再
確認する。

３．講習後の受講者の反応
　例えば，②学校対応のあり方　において下図のように具体的にモデルを示して講習を行ったが，受講者か
らは概ね好意的な反応があった。講習・演習を通じて，いじめに関する知識，学校対応を学ぶ際に，基本的
な事項に関する知識や事柄を学ぶことも必要であるし，獲得したいという要求もあるのだが，それが具体的
な提案という形で提案することが，免許状更新講習会を含め，教員研修プログラムを開発する際には大きな
ポイントとなると思われる。具体性や実践的ということがキーワードになるのではないだろうか。
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５　自閉症スペクトラム障害といじめ行動

上越教育大学大学院学校教育研究科　准教授　村中　智彦

　本稿では，専門である応用行動分析学（Applied Behavior Analysis；ABA）の立場から，発達障害の中
でも自閉症スペクトラム障害のある子ども（Autistic Spectrum Disorder；ASD児）といじめ，いじめ加害
者の「なぜ，いじめ行動を起こすのか」，支援者の「どうすれば，いじめ行動が減らせるのか」の２点につ
いて，文献により論考する。

１．ASD児といじめ
　ASD児は，限局性学習障害（SLD）や注意欠如・多動性障害（ADHD）児に比べて，いじめ加害者より
も被害者の標的となるリスクが高い（Cumine et al., 2010; Gray, 2004；多田ら，1998；田中ら，2015）。ア
スペルガー・非言語性SLD児400名の保護者への調査より75％が過去１年以内に髪や服をつかまれる，した
くないことをされる等のいじめ被害を受ける（Little, 2002），アスペルガー・高機能発達障害児の85％が週
に１回以上いじめ被害を受ける（Wainscot et al., 2008），ASD傾向中学生のいじめ被害生徒では欠席日数の
増加，携帯電話への依存，摂食障害の二次的障害が高率で見られる（三島，2014），ASD児ではいじりに固
まる，その場から離れる反応が多く，からかいやいじりがエスカレートしやすい（高橋・生方，2008）。加
えて，ASDとADHDが併存する場合，加害側にまわるリスクも高まる（Montes  & Halterman, 2006；田中
ら，2015）。ADHD特性の一つである衝動性の高さが関連し，それが攻撃行動を高め，二次的障害としての
反抗挑戦性障害（ODD）への移行（合併）は臨床ではよく見られる。こうした実態にはASDの障害特性，
つまり社会的スキル，コミュニケーションスキル，友人関係の乏しさ（Cappadocia et al., 2012；Gray, 
2003），他者への共感や適度なパーソナルスペースの欠如，言外（非言語）サインへの気づきの欠落
（Cumine et al., 2010）等が背景にある。松永（2014）は，ASD児の示す奇異な問題行動等の異質性が，同
質性を志向する集団，特に思春期では排除すべき対象になることを危惧している。

２．ABAによるASD児の問題行動，いじめ行動の理解
　ABAの支援対象は診断のある障害児だけでなく，情緒・行動障害児，定型発達児，成人の精神疾患者，
認知症患者等と実に幅広い。支援フィールドも学校，保育，施設，医療，労働等と広範囲に渡るが，共通す
る行動理解の枠組みは学習心理学とオペラント条件づけの理論である。子ども（個体）が「なぜ，そのよう
に行動するのか」の命題，つまり行動の生起や維持要因について，個体の皮膚の内側（covert）で起きる内
的要因ではなく，外側（overt）の環境要因に求める。例えば，子どもが宿題プリントをいつもよりたくさ
ん遂行（課題量の増加）した理由として，内的要因の「やる気」「動機」等を挙げず，環境要因に帰属す
る。環境要因とは，例えば教材教具の設定，課題の難易度や量，支援者の働きかけ等を指す。支援者の働き
かけが○○であったからたくさん遂行したのように，行動や遂行の理由を環境事象との関連から説明する。
よく誤解されるが，気持ちや情動，認知や情報処理等の誘因を否定していない。行動理解や解釈に，内的要
因を使用しないだけ，操作・測定対象としないだけである。いじめ行動の理解でも，悪意や集団での優位性
といった内的要因から説明しない。行動の前に，観察・測定可能な被害者の存在や教師の不在等があり，い
じめ行動を起こすことで，被害者が「止めて」と嫌がった（加害者にとって面白い），仲間内でウケた等の
環境変化があったことで，いじめ行動が高まり維持されると説明される。問題解決に向けたアプローチで
は，いじめ行動を高め維持している環境要因の除去や修正が講じられる。
　ASD児の多くは自傷や他害，自己刺激や物壊しなどの問題行動を示す（村本・園山，2009）。現在，問題
行動への機能的アセスメント（Functional Assessment；FA）の有効性が確立され，支援では問題行動に機
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能等価（funcional equivalent）な代替行動を形成する方法が主流となっている。行動の機能とは行動が環境
に及ぼす効果や働きを指し，「なぜ，そのように問題行動が起きるのか」について，保護者や支援者への聞
き取り，本人と周りの環境事象への直接観察から情報収集し，支援方略の糸口を探る。具体的には問題行動
（Behavior）に前後して，先行する環境事象（Antecedent），後続する環境事象（Consequence）を収集す
る。三項随伴性，ABC分析といわれる。これまでのABC分析による研究成果より，ASDや知的障害児の場
合，問題行動の機能として，逃避「ひとまず逃げたい」，注意喚起「みてみてかまって」，物や行為の要求
「ほしい・やりたい」，感覚・自己刺激「刺激心地よい」の４つが明らかにされている（Iwata et al., 
1994）。そのうち，逃避，注意喚起，物や行為の要求の３つは他者への伝達機能を持つ。
　定型発達児のいじめ行動を説明する上で最も近いのは，注意喚起，関わり要求の機能であろう。図１上
に，ADHDの小１Aくんのクラスで実際に観察された，不適切な発言（注意喚起）の先行及び後続事象を示
した。クラスみんなが静かに担任の説明を聞く場面で，担任の「おしゃべり止めて。お話します」の一斉指
示（先行事象）のあと，Aくんは「昨日○○のテレビ見た。ダメよダメダメ」とバラエティー番組のネタを
大声で話す（行動）。直後に，担任は「シー，Aくん，静かに」と制止し，仲間は笑ったり真似したりと教
室内は騒がしくなる（後続事象）。Aくんの発言は，担任にとって不適切だが，Aくんにとって担任や仲間
から注目を得た，かまってもらえたという望ましい結果が後続している。一般に，不適切な行動は適切行動
よりも注意喚起機能は高く，こうした随伴性を繰り返し体験することで，発言に注意喚起機能が育ち，誤学
習が生まれ，悪循環が定着する。同様に，「キモイ」等の悪口は，被害児の存在や容姿，いじめっこ仲間等
を先行事象として，被害児が「うるせえ」と嫌がる，何もやり返してこない，仲間内にウケるといった後続
事象によって高まると分析できる。悪口の頻度（frequency）や強度（magnitude）が高まる場合，後続事
象となる被害児の嫌がる反応等は加害児にとって好ましい事態といえる。

 

「キモイ」「ウザい」「デブ」の悪口・
からかい不適切な関わり行動

被害児の存在や容姿、いじ
めっこ仲間、教師の不在

被害児が「うるせえ」と嫌がる（面
白い反応）、何もやり返してこない
（被害がない）、仲間内でウケる

先行事象  Antecedent 後続事象  Consequence

「おはよう」「これどうするの？」
「こうしたらいいよ」「昨日何してた？」
適切な関わり行動

行動  Behavior

「昨日○○のテレビ見た。ダメよ
ダメダメ」と大声で話す不適切な
発言（注意喚起）

担任が「おしゃべり止めて。
お話しします」、クラスみんな
が静かになる

「シー、Aくん、静かに」仲間は
笑う、真似る

仲間が「おはよう」と返す、「こうし
たらいい」と援助してくれる、「あり
がとう」といわれる、「○○したよ」
と話題が広がる

図１　不適切／適切な関わり行動のABC分析

３．適切な関わり行動をつくり，不適切ないじめ行動を減らす
　ASD児の問題行動の支援について，現在では予防的な観点から，直接的にその低減を目指すのではな
く，適切な行動の形成に重点が置かれる。適切な行動の形成によって，結果として，不適切な行動が低減す
ることが実証されている。背景には1980年代に開発された機能的コミュニケーション訓練（Functional 
Communication Training；FCT）の開発があり，関わり行動の微弱なASD児では，不適切な関わり行動が
伝達機能を持ち，上述のFAにもとづき，不適切な関わり行動に機能等価で，その場に相応しい，周囲に望
まれる適切な関わり行動の指導が優先される（村本・園山，2009）。不適切な関わり行動しかできないのは，
それしか知らない，身に付けていないからで，適切な関わり行動のレパートリーを持たず反応選択できない
問題と捉えられる。このFCTは，いじめ行動への支援に役立つ視点と方法論を提供してくれる。いじめ行
動は，身体的，言語的，関係性の性質にかかわらず，対人トラブルや相互交渉の問題，不適切な関わり行動
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としてラベリングできる。図１下のように，「キモイ」等の悪口に直接的に支援を試みるのではなく，おは
よう（挨拶），これどうするの？（教示要求），こうしたらいいよ（援助），昨日何してた？（雑談）といっ
た適切な関わり行動の形成が目標となる。適切な関わり行動が生起しやすい先行及び後続事象を整備する支
援が必要となる。適切な関わり行動や多様なレパートリーが身に付き，良好な仲間関係の構築につながると
すれば，結果として，不適切ないじめ行動の生起は未然に防がれる。いじめなくても仲間と上手く，穏やか
に関われるようになる。
　以上，支援に向けての大切な視点，その本質はいじめ行動の低減ではなく，適切な関わり行動への積極的
な指導にあると考えられる。もちろん，学校現場で起きているいじめ加害の発生要因をシンプルに捉えるこ
とに異論はあろう。学級の社会階層や規模といった学級属性レベルのリスク要因（Menesini & Salmivalli, 
2017）を背景に，集団でのいじめ加害，被害では集団特有の複雑かつ多岐に渡る環境事象が関連することは
容易に推測される。問題発生に至るプロセス分析も不可欠であろう。本稿ではいじめ行動を支える環境要因
や支援方略について，その一端を提案したに過ぎない。
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６　平成30年度　上越地域の小・中学校のネット依存症に関する調査研究

上越教育大学学校教育実践研究センター　准教授　清水　雅之

１．はじめに
　平成28年度の研究成果報告において，「上越地域の小・中学校のネット依存症に関する調査研究」を報告
した。385人の児童生徒に対して，独立行政法人国立病院機構　久里浜医療センター（以下，久里浜医療セ
ンターとする）のインターネット依存度テスト1)（以下，IATとする）を利用した調査であった。調査によ
り，小学生の５・６年生では1.5%～3.1％の割合で，インターネットの利用が重大な問題をもたらし，治療
の必要があると思われる児童がいることが分かった。また中学生では2.5～8.3％存在していることが分かっ
た。
　上記の調査から２年が経過したが，内閣府による調査2)によると，この間も小・中学生のインターネット
の利用時間は表１のように増え，小・中学生に対するインターネット利用上の注意点やトラブルについての
学習会は増えている。学校によっては，全学年に対して学年ごとや全校で学習会を設定するところや保護者
と一緒に学習会を実施し，親子で一緒に考える機会としているところもある。こうした取組に対して，「学
校現場では取組の効果がなかなか感じられない」「学校での取組だけでは限界がある」と行った声も聞こえ
る。

表１　青少年のインターネット利用時間

平成27年度 平成29年度 増減

10歳 75.0分 78.1分 3.1分

11歳 79.9分 95.7分 15.8分

12歳 99.2分 128.2分 29.0分

13歳 121.0分 136.3分 15.3分

14歳 138.4分 154.0分 15.6分

15歳 163.7分 178.8分 15.1分

16歳 190.0分 219.2分 29.2分

17歳 191.1分 214.6分 23.5分

　そこで，インターネットの利用時間が長時間化している現在のネット依存症に関する実態調査を行い，経
年変化を調べることを目的として，上越地域の小・中学生のネット依存症に関する調査を実施することにし
た。

２．調査方法
　調査は，平成30年５月から平成31年１月に，筆者がインターネット利用についての学習会の講師として呼
ばれた学校で行ったものである。小学校３年生101名，小学校４年生108名，小学校５年生267名，小学校６
年生206名，中学校１年生61名，中学校２年生６名，合計749名が対象である。質問項目は，平成28年度の調

1)　独立行政法人国立病院機構　久里浜医療センター（http://www.kurihama-med.jp/）ホームページ参照
2)　内閣府による平成27年度及び平成29年度の青少年インターネット利用環境実態調査　調査結果（概要）を利用して，表を

作成した。インターネット依存度テストを平成28年度，30年度に実施したのに対し，インターネット利用時間の調査結果
は，調査報告のタイミングにより，それぞれ前年度のものとしている。
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査で使用した久里浜医療センターのIAT3)で示されている20項目である。なお，前回実施した際は，小学生
への調査には，家庭でインターネットを利用していない児童が多い場合を考慮し，インターネット利用に限
らず，児童が依存の傾向を知りたいメディアを指定する方法で実施したが，本調査では小・中学生は同じ調
査項目で実施した。

３．調査結果
　平成28年度及び平成30年度の学年別の調査結果は，表２の通りである。なお，平成30年度の中学校２年生
の調査数が少なかったため，参考数値として括弧内に数値を掲載することにした。

表２：インターネット依存度テストの学年毎の結果

29-39点 40-69点 70-100点

平成28年度 平成30年度 平成28年度 平成30年度 平成28年度 平成30年度

小３ 85.1％ 13.9％ 1.0％

小４ 71.3％ 28.7％ ０％

小５ 73.2％ 79.1％ 23.6％ 20.2％ 3.1％ 0.7％

小６ 73.3％ 73.8％ 25.2％ 25.2％ 1.5％ 1.0％

中１ 60.7％ 77.0％ 36.9％ 19.7％ 2.5％ 3.3％

中２ 58.7％  （50.0％） 33.0％  （50.0％） 8.3％   （０％）

中３ 42.0％ 53.4％ 4.6％

　表１と表２から，インターネットの利用時間が増えている一方で，「インターネットの利用が重大な問題
をもたらし，治療の必要がある」と思われる70～100点の児童生徒は，平成28年度の1.5～3.1％であったの
に対し，平成30年度では，0.7～3.3％（小５～中１）とほぼ同じ状態であった。木になるのは，平成30年度
の調査では，70～100点の児童が１％存在していた小学校３年生である。また，小学校４年生の40～69点の
児童が28.7％存在していたことである。スマートフォンやネット接続型ゲーム機の発展・普及に伴い，そう
した機器の利用が低学年化していることは現場からの報告にあったがIATの結果を見て，中・低学年学年の
児童に対しても何らかの対応をする必要があると感じる。

４．おわりに
　小・中学生のインターネット利用時間が増えているのに対し，小学校５年～中学校１年の平成28年度と平
成30年度の調査比較を見ると，20～39点の児童生徒の割合が増えており，学校での取組が一定の効果を表し
ているように感じる。しかし，これらはそれぞれの割合を比較しただけであり，統計的な分析等は行ってい
ない。今後は，各項目間の相関関係等を分析し，それらをもとに学校での指導に活かせるようにしていかな
ければならないと考える。

3)　20の質問に対して，１～５点の点数をつけ，合計で依存度を判定する。合計得点が20～39点は「平均的なオンライン・
ユーザー」，40～69点は「インターネットによる問題があります。」，70～100点は「インターネットがあなたの生活に重大
な問題をもたらしています。すぐに治療の必要があるでしょう。」と判断される。
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７　「いじめの早期発見に係る教員の基本的な資質・能力」についての学習成果

上越教育大学大学院学校教育研究科　准教授　留目　宏美

１．本稿の目的
　いじめへの対応に係る教員の基本的な資質・能力の育成のためには，教員養成段階の早期から，習得をめ
ざす諸項目について学生が理解を深めること，そして，学生が習得をめざして，自己の学習課題を明確にも
ちながら学び続けることが重要と考える。以上の認識から，学校におけるいじめへの対応のポイントの一つ
である「早期発見」に注目し，教員の基本的な資質・能力を整理した。そのうえで，上越教育大学教育学部
１年生および教員免許取得プログラムを履修する大学院１年生を対象に，授業を行った。
　そこで，本稿では，「いじめの早期発見に係る教員の基本的な資質・能力」を取り扱った授業で，履修生
が記入したリフレクション・シートの内容分析結果の概略を報告する。

２．「いじめの早期発見に係る教員の基本的な資質・能力」の整理
　平成25年10月，文部科学省が通知した「いじめ防止基本方針の策定について」（25文科初第814号）の別添
資料参考２によれば，学校におけるいじめへの対応のポイントは，「いじめの防止」「早期発見」「いじめに
対する措置」である。そのうち「早期発見」の基本的な考え方は，「日頃からの児童生徒の見守りや信頼関
係の構築等に努め，児童生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに，
教職員相互が積極的に児童生徒の情報交換を行い，情報を共有すること」と述べられている。この定義は，
いじめの「早期発見」に必要な，教員の基本的な資質・能力に置き換えられる（表１）。

表１　「いじめの早期発見に係る教員の基本的な資質・能力」（試案）

早
期
発
見

１．日頃から児童生徒の見守りに努めることができる

２．日頃から児童生徒との信頼関係の構築に努めることができる

３．児童生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つことができる

４．教職員相互が積極的に児童生徒の情報交換を行い，情報を共有することができる

３．「いじめの早期発見に係る教員の基本的な資質・能力」に関する授業の概要
　当授業は，上越教育大学が前期に開講している必修科目「人間教育学セミナー」の２コマ分（計180分）
で行った。上述した４つの下位項目からなる「いじめの早期発見に係る教員の基本的な資質・能力」につい
て理解を深めること，そして，自身の今後の学習課題を明らかにすることをねらいとした。前半１コマは，
講義，ケーススタディ，リフレクション，後半１コマは，グループ・ディスカッション，リフレクションと
いう流れとした。講義は，いじめの早期発見の重要性と意義，課題について集団講義を行った。ケーススタ
ディは，早期発見が円滑に行われず，組織的な対応が遅れたいじめ事例をとりあげた。グループ・ディス
カッションは，７～９名毎の小グループで行い，各グループにファシリテーターがついた。リフレクション
は，リフレクション・シートへの記入を各自に促し，履修生が自身の学びを振り返る機会とした。

４．結　果
　分析したリフレクション・シートは，履修生のうち93名が記入した計182件のシートである。そこには，
履修生それぞれがとくに重要と考えた項目に関するキーワードが挙げられており，それに沿って考えが述べ
られていた。最も多く挙げられていたキーワードは，「子供」であり，大きく２つの文脈で用いられてい

－40－



た。一つは，教員に身を置いた「自分」が，子供とどういう関係にありたいのかを思考する文脈であった。
たとえば，「子供の立ち場に立つ」「子供の思いを尊重する」「子供とともにいる」など，「自分」は被害を受
けた子供を中心に位置取ることの重要性が表明されていた。また，被害・加害・傍観など子供どうしの関係
のなかで，「自分」は「どうすれば良いのか，考えていきたい」といった記入もあった。もう一つは，「子供
の変化やSOSを見逃さない」「子供の置かれている状況をしっかり判断する」など，子供を観察する力，理
解する力，判断する力，聴いて受け止める力を習得することの重要性についての文脈であった。
　次に，キーワードに多く挙げられていたのは，「教職員」であった。「（他の）教職員に早めに伝える，相
談する，抱え込まない」「（他の）教職員の気づきを受け止める」など，情報交換・共有の過程で，「自分」
がどういう点に心がけ，いかなる姿勢をとるのかが思考されていた。また「（情報共有の後に）どう対応す
るかが肝心」「対応方針を意思統一しなければ混乱する」など，早期発見の後の動きについて検討する履修
生もいた。これより，情報連携における「自分」のあり方，さらには行動連携への円滑な移行を見据え，理
解を深めていることがうかがえた。
　履修生はそれぞれに，子供と「自分」のあるべき関係について，子供理解や子供とのかかわり方につい
て，さらには他の教職員とのコミュニケーションのあり方や連携の進め方について，自己の今後の学習課題
に位置づけ，学びの抱負を述べていた。

５．さいごに
　教員をめざし，教員養成大学に入学した初年度前期に，「いじめの早期発見に係る教員の基本的な資質・
能力」について学んだ履修生は，子供や他の教職員と「自分」の関係について思考していた。これは，基本
的な学びではあるが，これ以降の学習のレディネスを高めることに寄与できると考える。教育関係への関心
は，教員として探求し続ける必要のある課題であろう。また，教育関係を支える他の教職員との関係につい
ても同様である。今後の課題は，上記を踏まえた系統的なカリキュラムのさらなる実践的な展開と，評価の
充実である。
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８　いじめの指導において，教員が難しさを感じていることに関する研究

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（2006）は，社会の変化への対応や保護者等からの期待の高まり等を背景として，教員の中に
は，多くの業務を抱え，日々子どもと接しその人格形成に関わっていくという使命を果たすことに専念でき
ずに，多忙感を抱いたり，ストレスを感じる者が少なくないことを指摘している。このような多忙感を教員
が抱くことについて，栃木県教育委員会（2012）.は「予定外の用務が入ってきたとき」「ずっと多忙な状況
が続くと予想されるとき」に教員が多忙感を強く感じていることを報告している。いじめに関係する指導や
対応は教員にとって「予定外の用務」であり，状況によっては「多忙な状況が続くと予想されるとき」もあ
ると考えられる。このことから，いじめに関係する指導や対応は教員が強く多忙感を抱く要因となっている
ことが予測される。そこで本研究では,　学校現場の教員がいじめ指導に関してどのような点に難しさを感
じているのかを明らかにし，いじめ問題の解決にあたって何が必要なのかを検討する。

２．方　法
（１）調査対象と調査方法
　関東及び甲信越地区の小学校・中学校・高等学校・時別支援学校に勤務する教員150名を対象に2018年７
月～８月の間に調査を行った。具体的には，教員免許更新講習及び教育研究会等の休み時間等を活用し
REAS（リアルタイム評価支援システム）を活用したWEBによる集合調査によって行った。そして有効回
答のあった135名（男性：54名,女性：81名）を分析対象者とした（有効回答率90.0％）。
（２）調査内容
　「いじめに関する指導において難しいと感じたことの有無」に関する設問を設定し，「ある」と回答が
あった者に「いじめ問題の解決に向けた，発見，解決，事後指導といった過程の中で，難しさを感じたこ
と」について文書で回答させた。また，保護者からのクレームやイチャモンが注目され，社会問題化されて
いることから，いじめの指導に関しても何らかの関係があると考え，「いじめに関する保護者対応において
難しいと感じたことの有無」に関する設問を設定し，「ある」と回答があった者に「いじめに関する保護者
対応において難しさを感じたこと」について文書で回答させた。そして，これらの文書データについて，公
立中学校の管理職経験者，公立小学校の教員，いじめ問題に関する研究を行っている研究者の協力を得て，
内容ごとにカテゴリカルデータとして分類した。

３．結　果
（１）いじめに関する指導において，教員が難しさを感じていること
　「いじめに関する指導において難しいと感じたことの有無」に関する質問では，90%の教員が難しいと感
じたことがあると回答していた（Fig. １）。また，「いじめ問題の解決に向けた，発見，解決，事後指導と
いった過程の中で，難しさを感じたこと」については，「保護者対応」が17％，「いじめの事実確認」が
17％，「いじめの発見」が14％，「いじめの事後指導」が13％，「加害者対応・指導」が12％，「被害者対応・
指導」が９％となり，「保護者対応」「いじめの事実確認」を筆頭にいじめの指導全般にわたり教員が難しさ
を感じていることが明らかになった（Fig. ２）。
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Fig.1　いじめに関する指導において難しさを感じたことの有無

保護者対応
17%

いじめの事実確認
17%

いじめの発見
14%いじめの事後指導

13%

加害者対応・指導
12%

被害者対応・指導
9%

いじめの発見（SNS関係）
4%

傍観者対応・指導
3%

組織的な対応
3%

子供のいじめの認識の相違
2%

子供の発達特性を捉えた対応
2%

再発防止
2%

他校種と連携
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Fig.2　いじめに関する指導において難しさを感じたことの内訳

（２）いじめに関する保護者対応において，教員が難しさを感じていること
　「いじめに関する保護者対応において難しいと感じたことの有無」に関する質問では，86%の教員が難し
いと感じたことがあると回答していた（Fig. ３）。「いじめに関する保護者対応において難しさを感じたこ
と」については，「加害者の保護者対応」が26％，「保護者との認識の温度差」が25％，「事実の認識」が
22％，「被害者の保護者対応」が10％，「学校の指導への苦情」が６％となり，「加害者の保護者対応」「保護
者との認識の温度差」「事実の認識」の３点を中心にいじめの指導に関わる保護者対応全般について教員が
難しさを感じていることが明らかになった（Fig. ４）。

ある
86%

ない
14%

Fig.3　いじめに関する保護者対応において難しさを感じたことの有無

－43－



加害者の保護者対応
26%

その他
2%

保護者との認識の温度差
25%

事実の認識
22%

被害者の保護者対応
10%

学校の指導への苦情
6%

感情的な保護者対応
5%

非協力的な保護者対応
4%

傍観者の保護者対応
0%

Fig.4　保護者対応において難しさを感じたことの内訳

４．考　察
　いじめ問題を解決するためには，保護者の協力は欠かせない。しかし，教員が難しさを感じていることの
トップに「保護者への対応」があがっていることは，いじめ問題の解決にあたり大きな問題と考えられる。
この問題を乗り越え，学校が保護者との信頼関係を築き，いじめ問題に適切に取り組むことができるよう，
「保護者との信頼関係を構築する研修」「保護者対応の研修」などの充実を図るとともに，一人の教師に全
てをゆだねるのではなく，学校が組織的にいじめ問題の解決に取る組むことができるようになることが重要
である。そのためには，関係の諸機関を中心に社会全体で学校を支援する体制と社会風土を構築することが
極めて重要であると考える。

引用文献

文部科学省 （2006）．中央教育審議会（答申）今後の教員養成・免許制度の在り方について
栃木県教育委員会 （2012）．「教員の多忙感に関するアンケート調査（検証）」報告書 　栃木県教育委員会
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９　いじめ裁判事例の教材開発に関する検討

上越教育大学大学院学校教育研究科　講師　蜂須賀　洋一

１．はじめに
　東京都の中学生いじめ自殺裁判（東京高裁1994年）から25年が経過しようとしている。その間，いじめ問
題はいわゆるピーク期として何度もマスコミで取り上げられ，社会問題化してきた。そして，学校側や加害
者側を訴える民事裁判も増加してきた。被害者側は，「真実を知りたい」「二度と起きてほしくない」等の思
いから訴訟に踏み切っている。「現時点ではいじめはなかったと把握している。一人で給食を食べているこ
とは良くない状態だと把握していたが，いじめとは把握していない。」という校長の言葉が，判決書に記さ
れている（前橋地裁2014年）。いじめ事案では，学校側のこのような言葉をよく耳にし，裁判では，安全配
慮義務として予見義務違反や防止義務違反等が繰り返し争点となってきた。被害側の思いとは裏腹に，過去
の事例は教訓として活かされていないように思われる。
　今，学校内の安全を守るために，スクールコンプライアンスの視点から，法的責任等についての学びが求
められている。本研究の目的は，過去の事例であるいじめ裁判の判決書を，教員養成段階の学生が学ぶ教材
として開発することである。そこで，本稿では判決書を検討し，いじめ問題の対策等に関する学びの構成要
素について，若干考察を述べていく。

２．いじめに対応する義務－安全配慮義務
　いじめ問題の対策等に関する学習の構成要素として挙げられるのが，第一に，安全配慮義務としていじめ
問題に最善を尽くす義務を理解する可能性である。学校・教師には，いじめに限らず，生徒間の暴力や授業
中の事故等，児童生徒等に生ずる危険を防止することが求められている。表１は，いじめ裁判の安全配慮義
務について判示した要約である。

表１　いじめ裁判における安全配慮義務について

【１】中学生いじめ自殺：東京高裁（1994年５月20日判決）：判例時報149号42頁
　公立中学校の教員には学校における教育活動及びこれに密接に関連する生活関係における生徒の安全の確保に
配慮すべき義務があり，特に，他の生徒の行為により生徒の生命，身体，精神，財産等に大きな悪影響ないし危
害が及ぶおそれがあるようなときには，そのような悪影響ないし危害の発生を未然に防止するため，その事態に
応じた適切な措置を講ずる義務があるといわなければならない。
【２】小学校いじめＰＴＳＤ：金沢地裁（2018年２月26日判決）D1-Law.com判例体系
　一般に，校長，教頭及び教諭その他の小学校教職員らは，学校における教育活動によって生ずるおそれのある
危険から児童を保護すべき義務（安全配慮義務）を負うものと解されるところ，この義務には，教育活動自体に
よって生ずるおそれのある危険のみに限らず，これと密接に関連する生活関係において生ずるおそれのある危険
からも児童を保護すべき義務を含むものと解すべきである。

　学校・教師には，児童生徒の命や身体，精神を守る重大な責任があることがわかる。そして，安全配慮義
務の具体的な内容として，実態把握義務や防止措置義務，自死回避義務，調査報告義務等が示される。判決
書を通して，学生が，安全配慮義務の概念や内容を理解することで，いじめ問題に誠実に対処する必要性を
自覚する契機になると思われる。

３．裁判事例に示されるいじめ防止義務の具体的措置
　第二に，安全配慮義務の内容を，学校現場で教師が行うべきいじめ問題への具体策として学べる可能性で
ある。判決書には，時系列であたかも物語ように，いじめの態様が示されている。それは，学生にとっては
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フィクションではなく，現実味を帯びた実際に学校内で起こる得る事例である。具体的な場面を通して，何
をしなかったことが安全配慮義務違反となるのか，逆にどのような措置をなすべきだったのか，事例ごとに
教師の具体的な姿として示されている。表２は，裁判所が示したいじめの問題への具体策の要約である。

表２　裁判所が示すいじめの問題への具体方策

【３】中学校いじめ精神的苦痛：名古屋地裁（2013年９月25日判決）： D1-Law.com判例体系
　いじめは往々にして継続して行われること，表面的には解消したように見えても目が届かないところで潜行し
て行われることに照らすと，メモを示されたことを契機として，加害生徒だけでなく，被害生徒や周囲の生徒か
らも事情聴取をしたうえ，いじめの存否や内容を十分に調査する必要があった。
・ いじめの存在が確認できた場合は，加害生徒や傍観していた生徒に対し，いじめは人間として許されないこと

を十分に指導し，場合によっては加害生徒の保護者に対しても家庭で加害生徒に指導するよう求める。また，
被害生徒とその保護者に対して，いつでも被害申告するよう声をかけ，継続的に様子を見守るなどのいじめの
再発の防止措置をとる義務がある。

・ いじめの存在が確認できなかった場合は，いじめの可能性が強いことを前提として，生徒全員にいじめは人間
として許されないことを十分に指導する。また，被害生徒とその保護者に対して，いつでも被害申告するよう
声をかけ，継続的に様子を見守るなどいじめ発生の防止措置をとる義務がある。

【４】中学校いじめ自殺：東京高裁（2002年１月31日判決）：判例時報1773号３頁
　担任教諭は，従前の指導教育方法のみではその後のトラブルの発生を防止できないことを認識し，関与してい
た加害生徒らに対する継続的な行動観察，指導をし，被害生徒や加害生徒の家庭との連絡を密にし，さらには，
学校全体に対して組織的対応を求めることを含めた指導監督措置をとるべきであった。
・ 日常の学校生活において生活状況を把握するために休み時間等における見回りを強化する。
・トラブルの解決に加え，被害者と相手側生徒らと交友関係修復にも配慮しつつ事情聴取等を行う。
・ 教職員の目を避けて発生するトラブルに対処するために，関与していない生徒からも事情を聞くなどして実態

を的確に把握する。いじめが継続的に行われていることを的確に把握する。
・ いたずらやちょっかい，悪ふざけ等に名を借りた悪質で見過ごし難いいじめ行為であり，時として重大な結果

が生じるおそれがあることを認識，理解させ，直ちにやめるように厳重に指導を継続し，個々の生徒に対する
指導や学年集会，クラスでの学級活動等を通じて全校生徒に周知徹底する。

・ 被害者Ａに対しても，Ａが行った女子生徒らに対するちょっかい等が，自分自身に対するいたずらやトラブル
を招来し得ることを理解させるために継続的に面談等の機会を持つ。

・ 被害者とトラブルを起こした生徒のその後の様子や指導の効果について注意深く観察し，トラブルや小競り合
いが継続している場合は，相手側生徒の保護者とも面談するなどして問題点を指摘し，学校側が厳重に指導す
る方針であることを伝えるとともに，家庭においても指導をするように申し入れる。

・ 被害者の保護者にも，学校における様子や改善すべき点について率直に伝え，家庭における指導を依頼する。
また，Ａの言動の観察を依頼するなど，より強力な指導監督を継続的，組織的に講じる。

・ 個々のトラブルについて，学年主任，教頭，校長らに報告し，指示を仰いだり，複数の教諭と情報交換をした
りしつつ共同で指導するなどの対応策を学年会等で検討する。

・担任教諭，他の教職員に対して，気軽に相談できる機会や窓口を設ける。
【５】小学校いじめ自殺：前橋地裁（2014年３月14日判決）：判例時報2226号49頁
　担任や校長は，被害者が大きな精神的苦痛を受けていることを認識可能であった。したがって，担任や校長
は，以下のとおり被害者の精神的苦痛を軽減させるべき具体的措置を講じる義務があった。
・ いじめの実態を的確かつ十分に把握する（アンケート調査の実施や聞き取りや児童の様子の注視，心理専門職

の資格を有するカウンセラーの活用など）。
・ 加害行為の児童に自己の言動の問題点を理解させ反省させるために，当該児童だけでなくその保護者を含めた

指導を行う。
・ 被害児童へ向けて，加害児童に対する指導内容を伝えて，学校・教師が，そのような言動を許さない強い姿勢

で臨んでいることを示し，被害児童を安心させる。
・ 把握した事実関係，実施した教育的指導等を報告し，学校全体としてクラスの児童の言動の実態を把握した上

で，担任等による指導内容を検討し改善しなければ，学校全体でより強力な指導を行っていく。
・友達づきあいの苦手な被害児童について，担任教諭との個人的な心のつながりを強固にする。

　ここでは，「いじめの実態を的確かつ十分に把握すること」や「いじめの兆候があったときは，問題を軽
視することなく，観察・注視，聞き取りなど情報収集等務めること」「校長を中心にした学校全体での組織
的に対応すること」「学校と家庭との連携を密にし，協力して対応すること」「全員にいじめは人間として許
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されないことを十分に指導すること」「軽度のいたずらも重大な結果が生じるおそれがあることを繰り返し
指導すること」「被害者側へ向けて，学校・教師の許さない強い姿勢を示し，被害者を安心させること」「被
害児童生徒について，担任教諭との個人的な心のつながりを強固にすること」等の多様な具体策が示されて
いる。裁判所が示すこのような具体策は，文部科学省のいじめ問題の通知内容と重なる面がある。通知内容
の文章だけでは，具体的な教師の姿をイメージできないが，判決書を教材化することで，時系列の中で，い
つ，誰が，何をすべきであったのか等具体的な場面と結びつけて，主体的に考える場を構築できるのではな
いかと考える。

４．裁判事例に示されるいじめ防止義務の具体的措置
　第三に，「これくらいはいじめではない」「トラブルは成長には必要だ」などと自分の経験則で物事を図っ
てしまいがちな判断を，客観的な判断に高める可能性である。表３は，教師や児童生徒の認識に対する裁判
所の判断である。

表３　教師や児童生徒の認識に対する裁判所の判断

【６】高校いじめ自殺：神戸地裁（2016年３月30日判決）： 判例時報2338号24頁
　「ムシ」と呼ばれる，蛾の死がいを椅子の上に置かれる，コーラス練習時に「汚い」「エキスがつく」などと言
われて周りの生徒に衝突させられる等のいじめ行為が認められる。
　少なくとも一学期中，加害生徒らが，本いじめ行為を免れるため隠ぺい工作等を行った形跡などは見当たらな
いばかりか，本いじめ行為の態様は，侮辱し，その人格を深く傷付ける悪質なものであって，単なる生徒間の
じゃれ合いやからかい行為の域を大きく超えていて，このような行為との区別は容易であった。そして，本いじ
め行為は，何らかの僅かな徴表を捉えさえすれば，これを容易に認識することが可能であった。しかし，担任教
諭は，加害生徒やＡ自身，その保護者らに対しても然るべき調査を実施することなく，漫然といじめ行為を発見
するための措置を講じなかった。
【７】中学校いじめ転校：京都地裁（2010年６月２日判決）：判例時報2101号99頁
　被害者Ａに対し，『金もっこり』と呼ぶなどしてからかう，弁当のおかずを無理にもらう，水筒のお茶を勝手に
飲む，肩等を強く殴る，殺すなどと言うなどの行為を継続的に行ったことが認められ，その態様や継続性等から
すると，Ａがこれらの行為を嫌がっていることを認識しながら，Ａがおとなしく内向的な性格であったことに乗
じて，原告Ａに対する嫌がらせとして行っていたことは明らかである。
　また，加害者は，Ａらを他の男子生徒の前で数回歌わせているが，歌い終わった後に他の生徒から笑い声等が
起きていたこと，以前からＡに対して嫌がらせを行っていたことなどからすれば，Ａらに歌わせた目的は，合唱
の練習を真摯に行うことにあったのではなく，Ａらに対する嫌がらせというべきである。そうすると，Ａに対す
るこれら一連の嫌がらせ行為には，違法性があるといわざるを得ない。

　【６】では，「単なるじゃれ合いやからかい行為の域を大きく超えている」「僅かな徴表を捉えさえすれ
ば」と教師の認識不足を指摘している。【７】では，「おかずを無理にもらう」「水筒のお茶を勝手に飲む」
等，教師や児童生徒がいじりと認識しがちな行為について，暴力等の行為とあわせて，「一連の嫌がらせ行
為には，違法性がある」と判示している。いじめ問題の対策は，教師がいじめではないかと推察することか
ら始まる。許される行為か許されない行為か，裁判事例で学ぶことで，判断の参考になるのではないかと思
われる。

５．おわりに
　本稿ではいじめ裁判判決書を検討し，いじめ問題の対策等に関する学生の学びの構成要素について考察し
た。その結果，「安全配慮義務を理解する可能性」「教師が行うべきいじめ問題の具体策を学べる可能性」
「いじめの認識について客観的な判断を学べる可能性」を確認できた。判決書には，学校・教師にとって，
法的見地に加え，教育的見地からも参照できる言葉が紡いである。今後も，裁判事例を検討・教材化し，ま
た，授業実践を通して，教員養成段階の学生にどのような学びを構築できるのか明らかにしていきたい。
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第Ⅴ章　その他本字業務おける平成30年度の取組み

社会貢献としての研究成果の公開等

上越教育大学大学院学校教育研究科　教授　稲垣　応顕

　鳴門教育大学・福岡教育大学・宮城教育大学と本学が連携した『いじめ防止プロジェクト（BPプロジェ
クト）』が４年目を迎えた。今年度の成果の一つとして，以下に本学の「社会貢献としての研究成果の公
開」について報告する。

１． 「深めよう　絆　新潟県民の集い（上越地区）　ストップ・ザ・いじめ―自他の命を守るために―」での
『ホンネトーク』の共催

　上越市文化会館（９月15日（土）13:15～16:00）で開催された表記集会において，上越市教育事務所と共
催して２時間に渡る『ホンネトーク』を行った。上越地区の中・高校生の代表各４人が登壇し意見を交換し
た。なお，林泰成副学長と本稿執筆の稲垣が司会（ファシリテーター）を勤めた。来場者は約650人であっ
た。昨年に引き続き２回目の実施であった今回は，①『いのち』とは?生きるとは?②『いじりといじめ』は
同じか異なるか?③あなたの『居場所』はどこにあるか?何故，そこが居場所なのか?をテーマとした。生徒
たちからは，①について「いのちは，
親からもらって次の世代へつないでい
くもの。自分のものだけれど，自分一
人だけのものではないもの」，「生きる
とは，人間である自分が人間としての
喜びや幸せを感じられること」，②に
ついて「いじりといじめは違う。いじ
りはされている人も傷つかず，言い返
せていて，お互いに笑っていられる。
いじめは一方的で笑えない。そこが大
きな違いだと思う」，③について「一
人の居場所もあるけど，同時に気持ち
の通じ合える人と一緒にいる場所が居
場所である」などの声が聞かれた。加
えて，携帯電話やSNSに依存する風潮
の有る今日を背景に，フロアーからは
「形態やネットの使い方，および子ど
も達にとっての居場所」に関する質問
が寄せられた。
　会では，ネットいじめ等から守るた
めにも，先生や保護者をはじめとする
大人は学校が，家庭が子供たちの居場
所になる必要性があるとの共通理解が
図られた。
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２．「上越市教育コラボ2018　学び愛フェスタ」でのパネル展示
　高田公園オーレンプラザ（11月17日（土））に留目宏美准教授が中心となり，本学のBPの取り組みをバネ
ル展示で紹介した。その内容は，①本学の取り組みの柱である，「教員研修のプログラム開発」，「大学授業
のカリキュラム開発」，「社会貢献としての研究成果の公開，研修会の共催，いじめ問題への関心の喚起・啓
発」，「研究と実践からなる小冊子の発行（兼　成果報告書）の発行」について。②これまでの取り組みであ
る，「いじめ等予防対策支援プロジェクトフォーラム」（１年目），「大学院修士課程での『いじめ等先端課題
研究特論』の授業開設」と「ネットいじめ・特別支援教育の観点・差別審に立ち向かう人権・同和教育から
成る分科会形式によるフォーラム」（２年目），「教員養成大学におけるいじめ授業の在り方を考える―授業
参観と研究協議会―」（３年目），「第66回日本PTA全国研究大会新潟大会」でのパネルディスカッション
（コーディネーター：高橋
知己教授），石川県教員総合
研修センターでの「いじめ
を考える―その実態と実践
―」をテーマとしたシンポ
ジウム（清水雅之准教授，
山田智之准教授，留目宏美
准教授による話題提供／村
中 智 彦 准 教 授・ 稲 垣 が 司
会）（４年目）の成果報告で
あった。

３．「新潟市いじめ防止市民フォーラム」での講演とディスカッション
　新潟市港南区文化会館（12月８日（土）
13:30～16:00）で開催された表記集会で，高橋
知己教授が「事例から考えるいじめ問題の現状
と対応」と題した講演を行い，参加者とのディ
スカッションを行った。来場者は，約200人で
あった。具体的には，データを基に小５と中２
にいじめが多い事，先生任せではなく地域・保
護者が日頃から信頼関係を構築しおくことの重
要性を語った。また，上述の具体論として，①
学校と家庭を対立項としない，②いじめの避難
訓練を行う，③他者との違いを理解し認め合う
事=人は違う存在であるからこそ話し合える
（楽しめる）という意識を持つこと，④全ての
大人が子供からの信頼を得るため行動・言葉・
態度を大切にすることなどの共通理解が得られ
た。

－49－
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