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●一番見つけるのが難しかったいじ
めの事案があれば教えてほしいです

いじめ

放課後にLINEグループ内で 
起こっていたいじめ
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・いじめに気づくきっかけと
いうのは何が一番多いですか

いじめ

「同級生・友人等の情報」

文部科学省の2016年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題」に関する調査結果
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・いじめの被害者・加害者の保護
者に対してどのような対応をされ
ていますか。

いじめ

「事実の報告」 
「学校の方針を伝える」 
「指導経過の報告」
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・いじめをしていた人へどう声
かけや関わりをされましたか。

いじめ

【３段階指導】　

　①「事の重大さを認識させる」　

　②「反省させる」

　③「責任をとらせる」


　☆ストレスを除去。 
　　発散させる方法を教える
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・いじめられた子への心のケアはどうされまし
たか？その際、養護教諭と連携されましたか？
（もし連携されていたらどのようにされたのか
教えていただきたいです）

いじめ

カウンセリング 
自己有用感の向上 
他者からの良い評価

「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援　～養護教諭の役割を中心として～　文部科学省　https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1384974.htm

6

・いじめをされたとき、加害者に暴
力したらいじめがなくなりました。
担任はどう思うのでしょうか。

いじめ

暴力による解決は賛成できません。

大人に報告し、毅然たる態度で対応すべきです

7

・いじめを起こさないようにするには
どうしたらいいか。（担任・親・総理
大臣、それぞれの立場で教えてほしい）

いじめ

【担任】自己有用感を育む学級経営

【親】　学校支援ボランティアとして

　　　　休み時間や登下校の見守り

　　　　ストレスをためさせない。学校に行かせない

【国】　オンライン授業参加の許可 
　　　　監視カメラの設置

8



●いじめでいじめられる側にも問題
があるということを聞きますが先生
はどう思いますか。

いじめ

いじめる方が100%悪い 
　相手が嘘をついたら、ナイフで傷つけてもいいのか？ 
　相手がわがままだったら、蹴ってもいいのか？ 
　いじめ加害者に都合がいい。 
　観衆・傍観者が自分の弱さをごまかす言い訳だ。
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・いじめ問題と向き合う時にやっ
てよかったことと失敗したなと思
うことはありますか。

いじめ

⭕いじめ対応マニュアル通りに組織対応　


❌学校が介入しない加害保護者から被害保護者への謝罪


❌被害保護者へ事実報告や学校の方針を伝えないで対応
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いじめ

いじめ対応マニュアルカードを 
ダウンロードもできます
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いじめ

→「いじめ2.0（無料公開）」に 
　いじめ対応マニュアル　 

　を掲載しています　 

　http://arasen.net/ijime2-0/
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http://arasen.net/ijime2-0/


・学校にも色々な生徒がいると思いますが、クラス
作りにおいての子供との接し方、自己流の問題解決
の方法などがあれば教えていただきたいです。 
・荒れているクラスだからこそしたことはあります
か。 
・小学校で学級経営するときに大切なことを教えて
ください。

学級経営

問題が発生したときこそチャンス。

学級の目標を立て達成させる。
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・不登校の子どもとの関わりは、
どのように対応していましたか？

不登校

原因はさまざま。

専門家を招いたケース会議で対応を決定
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①心理的要因� 
����悩むポイントは1人1人全く違う

家族・教師への反発

人生への失望

人間関係

進路への迷い

わからない

成長の不安
不登校に 
結びつく悩み 

悩みごとをつのさせて、
人に会うことや学校に通
うことを嫌がっていると、
不登校に発展していく。 
悩みに早く気付き、話し
合えば、事態の悪化を
防げます。

不登校
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②身体的要因� 
����ストレス性の頭痛・腹痛がきっかけに

頭痛 
もっとも多い症状の一
つ。登校前にも登校し
てからも生じる。

腹痛 
胃腸の健康状態に関係な
く、常に腹痛に悩まされ
る。家に出るのが怖くな
り、閉じこもってしまう。

貧血 
めまいを起こして倒れてし
まう。貧血以外にも呼吸が
乱れたり、のぼせたりして
倒れることがある。

手足の痛み 
原因不明の痛み、関節
痛、しびれなどに襲われ
る。教室を離れると落ち
着く。

だるい・気持ち悪い 
倦怠感があり、元気よく家を出
られない。休むと決めると元気
になることが多く、仮病と誤解
されがち。

不登校

きっかけになりやすい
身体症状 
学校に対して強いストレス
を感じていると、それが身
体の不調となって表れま
す。家にいれば体調は安定
するため、休みがちになり、
閉じこもります。
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③社会的要因� 
����社会が多様化して不安定に

働く・手伝う

グループに参加

社会活動をする

高校・大学
に通う

高校・大学に 
再チャレンジ　

その他の学校へ　

選択肢が
増えている 

不登校が多くなる
のは中学校からで
すが、それは中学
卒業後に進路が
一挙に多様化する
ことと関係してい
るようです。将来
への不安や迷い
が、子供の生活を
不安定に。

価値観が
多様化した 

不登校が増え
ているこの背
景には、社会
の変化があり
ます。学校に
以前ほどの絶
対的な存在感
がなくなった。

不登校
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3つの要因は絡み合っている

心理的・ 
社会的 

まずは症状を抑える 
痛みやだるさが強い時は休む。場
合によっては薬を使い、症状の苦
しみをとりのぞくことから始める。

心理的要因 
悩みやストレス、考え方の
偏りなど。人間関係や成績
の問題が関係していること

も多い。

社会的要因 
学校や企業の形態が多様化し
て、不安定な社会になった結
果、不登校になりやすい環

境になっている。

身体的

じっくり対応 
心理的・社会的な問
題は、すぐに解決し
ない。どのような形
で折り合いをつける
か、じっくり話し合う。

身体的
要因 

ストレスによって身体症状を
起こす場合と、その反対に、
喘息やアトピーなどの身体
症状からストレスを感
じる場合がある

不登校
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発達障害の二次障害として 
起きることもある。

LD
学習障害。学習面の発達に遅
れがある。特定の科目が極端に
できず、友達にからかわれる

ことがある。

AD／HD
注意欠陥/多動性障害

落ち着きがなく、衝動的な
行動を取りやすい。他の子ど
もとの間にトラブルを起こ

すことが多い。

広汎
性発達障害

　自閉症、アスペルガー症候
　群などの総称。コミュニケー
ションをとるのが苦手で、周
　囲の人に意志を上手に
　　　伝えられな

い。

自信喪失 
周囲への不信

不登校 
対人恐怖症

二次障害 
発達障害への対応
が遅れたために、
別の問題が発展す
ることを二次障害
という。不登校の
他に、暴力、非
行、ストレス性疾
患などにかかる場

合も。

特別支援教育�
適切な支援 
（環境調整）

不登校
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虐待による不登校
• 衣食住がまともに保障されておらず、保護者は、夜、家にいなかったり、朝

も起きて こなかったりで、子どもが学校に行く意欲を持てない。 

• 年下の兄弟の世話をさせるため、保護者が子どもを学校に登校させない。 

• リストカットをくり返す母親を心配して、子どもが家から出られなくなる。 

• 「服装が臭う」などを理由としてまわりからのいじめのターゲットにされる中
で不登校に 追いつめられる等々。

不登校

➡こども家庭センターへの通告等、関係機関と連携。 
��SSW(スクールソーシャルワーカー)と連携して環境調整。 
➡「出席させないことについて、正当な理由がない場合」に就学義務違反 
��になる。（学校教育法91条：罰金10万円以下の罰金に処す） 
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・虐待についての質問です。虐待は４種類の虐待が
あると思いますが、性的虐待が他の虐待の件数に比
べ、少ないと思います。性的虐待は発見しづらいこ
ともあり、難しいと思いますが、性的虐待を発見す
るためにどうすれば良いなど何かありますか？

虐待

相談されやすい信頼関係を築く。

日頃から「一人で悩まずに誰かに相談して」

とメッセージを送り続ける。
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学級経営

　あいさつでつながる。ほめる。

　☆「ドッジボールの球、速いな」

・学級の中に自分を無視した
り、避けたりする児童とはどの
ように関わっていくべきですか
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学級経営

教師が授業時間を守る

（終了時刻を守る）

わかりやすく面白い授業をする。

授業に作業を入れる。

空白の時間を作らない。

・時間を守らない、私語
してばかりの学級にどう
関わっていきますか。
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学級経営

スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー、指導主事を招いて
「ケース会議」を開催し、

支援法を決めて関わっていく。

・家庭環境が複雑だったり、重い過
去を背負っている子どもと関わると
きに、気をつけていることや、心が
けていることなどを知りたいです。
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学級経営

恐怖で人を動かすことは
百害あって一利なし。

目的は人間形成

目標は大会の勝利。

・日本の部活動の顧問の指導
は厳しいように感じる。ビクビ
クしてやる部活にどのような意
味があるのか。
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学級経営

幸せになってほしい

支える。つなげる。

・どんな子供になってほしいと思って指
導をしていますか。クラスメイトに陰口
を言われていて、友達がいなくて、いつ
も１人の子がいたらどうしますか。
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学級経営

叱ります。断じて言ってはいけない言葉
だと真剣に指導します。

学級全体に共有して指導します。

・「死ね」等の言葉を児童から言われ
た時、児童を怒りますか。それとも学
級で言葉の意味を考えますか。先生は
どのような対応をされますか。
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学級経営

自分で決めさせて、実行させ、やり遂げさせる

やればできることを実感させる。

・日本の子供は自信のない子
が多い。そうすれば自信をつ
けることができますか。
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子どもに「どうする？」って、やることをキメさせる。 
子どもが決めたを実践すれば、心からほめていく。 
子どもはびっくりするくらいの結果を残す。
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大人の心が変わり、関わりを変えれば、 
子どもの心が変わり、子どもはびっくりするくらいの取組を始める
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大人は子どもを「信じる」のではなく、どこまでも「信じ抜く」。 
子どもは大人の行動をじっとみている。 
信頼関係が築けたら、子どもはまっすぐ応えようとする。
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