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一般社団法人 ここから未来
ここから未来は、さまざまな学校事故・事件
の調査や研究を行い、その情報を発信する団
体です。また、子どもの生命や人権を守るため
に、講演などの各種啓発活動を行っています。

2

武田 さち子（たけだ さちこ）

一般社団法人 ここから未来理事 / 教育評論家
著書に『わが子をいじめから守る10 カ条』
（WAVE 出版）、他多数
Web サイト「日本の子どもたち」主宰
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/

cocomirai.org

1

Step

子どものサインに気づく
いじめや暴力の被害を受けていても、
子どもが自分から大人に相談できるとは限りません。
でも、言葉や態度には表せなくても、大人が気づいてくれることを期待しています。
自分から言わなくても大人が気づいてくれたことに勇気づけられ、
子どもはいじめを打ち明けています。
周囲の大人が気づくことは、いじめの問題解決に向けての大切な一歩なのです。
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おもに家庭で見られるサイン
どんな子どもでも、いじめの被害者にも、加害者にもなり得ます。
「SOS のサインかもしれない」と思わないと気づくことはできません。
ひとつのサインを見つけたら、他にもサインはないか、慎重に観察します。これらのサインがなかった
からといって、
「いじめはなかった」とは言えません。また、いじめ被害を疑っていたら、大人からの
虐待だったり、いじめ行為に加担していたりしたということもあります。
●体調や身体的な変化
□頭痛、腹痛、胃痛、吐き気、めまい、発熱
などの体調不良。食欲不振、食欲増加。や
せる、急に太る。
□不眠。怖い夢を見る。夜中に驚いて飛び起き
る。朝、起きられない。疲れやすい。
□頭髪や眉毛、まつ毛が抜ける。
□チック、アトピーが出る、ひどくなる。
□過呼吸、めまい、自律神経失調症。
□たびたびケガをするが理由を言わない、理由
が不自然。
□タバコを押しつけられたような跡がある。
□髪の毛を切られたり、焦がされたりする。
□体を極度に見せたがらない。

●持ち物の変化
□持ち物がよくなくなる、壊される、汚される
（特
に文房具、教科書、ノート、上履き、カバン、
学校の机、部活動で使用する道具、自転車
など）。
□金がなくなる（学校に納める金、貯金箱の
金や貯金、親兄弟、祖父母の金など）。
□大切にしていたゲームや購入したばかりのソ
フトなどがなくなる。貸した、いらなくなっ
たから友だちにあげた、売ったと言う。
□見慣れない持ち物がある。
□弁当を残す。今までしていなかったのに、弁
当箱を洗ってから帰る。
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●服装の変化
□臭いや清潔さを非常に気にする。
□服を破いてきたり、汚してきたり、濡らしてくる。
□夏でも長袖を着る。
□フードをかぶって外出する。
□急に茶髪に染めたり、スカートの丈を長くし
たり、
ピアスをする、眉毛を剃る。

●周囲からの情報
□カバン持ちをさせられていた。
□友だちから変なあだ名で呼ばれている。
□悪い仲間とつき合っている。
□殴られていた。
□元気がなかった。
□万引きをした、金をとった。周囲に金を借り
ている。
□自転車やバイクを盗んだが、所持していない。
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●周囲との関係の変化

●言葉や行動の変化

□休み時間や放課後、休日に遊ぶ友だちがい
ない。
□放課 後や休日も、常に友だちに束縛されて
いる。
□友だち関係に上下がある。
□遊ぶときに、大きな金額を持って行く。
□強い口調で言われる、命令される。
□いやなあだ名で呼ばれている。
□旅行みやげに高価なものを買いたがる。
□誕生日会に誰も来ない。誕生日会に一人だ
け呼ばれない。
□友だちの誕生日にはプレゼントをするが、自
分の時には誰からももらえない。
□集合写真やグループ写真で一人だけ離れて
いたり、うつむいていたりする。

□言葉づかいが荒くなる。無口になる。

□つき合う友だちが変わる。

●感情の変化
□元気がない。表 情がなくなる。暗くなる。
顔がこわばる。笑顔がなくなる。自信をな
くす。
□感情の起伏が激しくなる。急に泣きだす。甘
える。イライラして怒りっぽくなる。
□きょうだいゲンカで手加減をしなくなる。
□今まで楽しんでいたり興味をもっていたりし
たことをやりたがらない。
□周囲の物音や動きに過敏になる。
□対人恐怖症になる。外出や人混みを怖がる。

□体臭や清潔さを非常に気にする。

□学校や部活、友だちの話をしなくなる。
□他人に対してマイナス評価が多くなる。
□ひとりごとが多くなる。
□集中力がなくなる。成績が落ちる。
□帰宅後、部屋に直行する。部屋から出てこ
ない。
□金遣いが荒くなる。何に金を使ったか言わ
ない。
□家の経済状況を気にする。
□授 業 参 観を隠したがる。学 校に来るなと
言う。
□送り迎えをしてほしがる。
□学校に行きたがらない。保護者に黙ってさ
ぼる。塾をさぼる。
□部活をさぼる。やめたがる。やめる。
□合宿や移動教室、修学旅行など、宿泊を伴
う行事に行きたがらない。
□転校したいと言う。引っ越しの予定を聞く。
□休みの日でも外出したがらない。
□外出した際、周囲を気にする。
□家出をする、自殺をほのめかす、自殺未遂。

●携帯電話やネットでの変化
□携帯でよく呼び出される（特に夜）。
□携帯に出たがらない。電話を怖がる。
□メールや LINE が頻繁に届く。受信等に過
敏になる。届いても見たがらない。見せたが
らない。
□携帯を一時も手放さない。
□受信しても内容を確認したり、返信したりせ
ずにすぐ消す。
□受 信内容について聞いても、言いたがら
ない。
□頻繁にやりとりしていたメールや LINE が来
なくなる。
□サイトなどに悪口や個人情報が載せられて
いる。
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年齢別の特徴的なサイン
保育園・幼稚園〜小学校低学年
体調や表情に変化が出やすいことから、
よく

ることもあります。頭ごなしに叱らずに子どもの
話をよく聞いてください。

観察することで、原因が分かることもあります。

友だちづきあいが活発な時期です。本人に聞

一方で、言語能力が未発達なため、気持ち

いても親しい友だちがいない場合や、逆に休み

や出来事をうまく伝えることができなかったり、

の日もいつも必ず一緒にいる、特定の友だちと

自分がなぜいやな気持ちになるのか理解でき

の約束を最優先するような場合には、注意して

ていなかったりすることもあります。

観察しましょう。好きでつき合っているわけで

いじめる人や虐待する大人を直接指して「怖

はなく、
強要されて断れずにいることがあります。

い」と言わず、いやなことを連想させるものや

ただし、批判は禁物です。大切な友だちだった

場所を指して、
「怖い」ということもあります。

場合、子どもからの信頼を失いかねません。

何が怖くて、何が怖くないのか、どのように怖
いのか、丁寧に聞いてみましょう。
自分がされたことを、他の児童やきょうだい、
ペット、人形などにすることがあります（虐待

また、男女問わず、服を脱がせるなど性的
ないじめが始まります。大人から見れば大した
ことではなくても、本人は羞恥心から死にたく
なるほど傷ついていることがあります。

者の言動を真似て、たたく、暴言を吐く、きつ
い言葉を浴びせるなど）
。どうして、そのような
ことをするのか、同じようなことをされたことが
あるのかを聞いてみましょう。
理由が分からないのに身体症状が強く出る
ときには、とにかく休ませましょう。落ち着い
てからようやく話し始めることがあります。

中学生〜高校生、大学生
中・高・大学生になると、部活動でのいじめが
増えます。子どもがその部活動に夢をかけてい
るような場合、
やめることができず、より追いつ
められやすくなります。
いじめを受けると、家ではストレス発散のた
めに保護者やきょうだいに対して攻撃的になる

小学生〜中学生
小・中学生の場合、教科書やノートが破れ

ことがあります。
リストカットなどの自傷行為を
することもあります。

ていたり、ひどい落書きがあったり、文房具が

特に男の子の場合は、なかなか保護者に打

なくなる、壊されるなど、身の回りの持ち物で

ち明けようとしません。身体症状が出たり、いじ

分かることがあります。他の教科書やノートな

めを打ち明けたりするときには、
かなり追いつめ

どと比較して、
いつからか、どうしてこうなったか

られていると考えたほうがいいでしょう。最悪

を聞いてみましょう。
子ども自身がやったと思い、

の事態に備え、無理をさせないようにします。

厳しく叱ると、保護者に隠すようになります。

保護者に話せない場合でも、きょうだいや親

小学校の中学年、高学年頃から、万引きの強

せきには話せる、カウンセラーや弁護士などの

要や恐喝など、犯罪的ないじめが始まります。

専門家には話せるということがあります。子ども

万引きや置き引き、自転車・バイク泥棒などで

が話しやすい人を見つけて、話を聞いてもらう

補導されたことがきっかけで、いじめが発覚す

のもひとつの方法です。
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Step

事実を確認する
事実確認はとても大切です。
対策を立てるためにも、何が起きているのか積極的に情報収集しましょう。
ひとつ気になるサインを見つけたら、他のサインがないか、注意深く観察します。
子どもから話を聞くときには、つらい気持ちに寄り添います。
もし、話を聞いた大人が泣いたり怒ったりすると、子どもは話したことを後悔します。
問われるのは、大人としての冷静な判断です。
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ホットな心とクールな頭脳
子どもの話を聞くときに、保護者に求められる
のはホットな心と、クールな頭脳です。

話した内容がすべてとは限らない
多くの子どもは軽いことから話します。保護
者の反応を見て、もっと話すか、話すのをやめ

日頃から話しやすい雰囲気づくりを
日頃から、子どもと本音で話せる関係をつ
くっておきます。子どもに過 剰に期待したり、

るかを考えます。報復への恐怖心から、一番
恐れている相手ではなく、軽いいじめをした相
手のことだけを話すこともあります。

良い子でなければ愛されないと子どもが思って

暴行や恐喝、性的被害など深刻なことほど

いたりすると、保護者から批判されそうなこと

話しにくいものです。周囲に知られるくらいな

を相談できません。

ら、死んだほうがましと考える子どもがいるこ
とを知ってください。

ありのままを受けとめる
「 あなたにも悪いところがあるんじゃない

話してくれたことに感謝し、思い出したこと
があればいつでも話してほしいと伝えます。

の？」などと言われると、子どもは本当のこと
を話せなくなり、都合のいいことだけを話すよ

直接的に話すとは限らない

うになります。
「うそでしょう」
「気のせいでは」

「いじめられている」と言わずに、
「学校を休

などと疑わずに、ありのままを受けとめましょう。

みたい」
「転校したい」と言うこともあります。
なぜそう思うのかをじっくりと聞きましょう。

共感的に受けとめる
軽く思える内容でも、感じ方は人それぞれ
に異なります。子どもが話すことを共感的に受

理由を言わなかったり、あいまいだったり、
不自然な言い訳をするときには、脅されていた
り、強い恐怖感を抱いていることがあります。

けとめましょう。気持ちが弱っているときには、
否定的な対応は大きな打撃になります。
そして、冷静さを保ちましょう。大人が泣い

「友だちがいじめられている」と言うことも
自分もいじめられているのに、
「友だちがい

たり、怒ったりすると、子どもは不安を感じたり、

じめられている」と言うこともあります。うそを

話したことを後悔したりします。

ついているのではなく、保護者の反応を見て、
ど
う話したらいいのかを確かめているのです。

加害者である可能性も踏まえて
お子さんを仲間に引き入れたり、口止めした
りするために、いじめに加担させていることも
あります。万引きや窃盗を強要されていたり、

「いじめられる側にも問題がある」
「いじめく
らいなんだ」などと言ったりすると、子どもは
本当のことを言えなくなってしまいます。
一見、関係のないような話から始めることも

家からお金を持ち出していたりすることもありま

ありますが、そこにいじめのきっかけがあった

す。いじめる立場から、いじめられる立場にな

り、何から話していいか、うまくまとめられな

ることもあります。

かったり、話すことをためらっていることもあり

どんな話も、冷静に受けとめましょう。

8

ます。せかさずに丁寧に話を聞きましょう。

cocomirai.org

不安から安心へ
「大切に思っている」と子どもに伝える

文章にしたり絵に描いたりする方法も

大人に相談して裏切られたり、相談したこと

出来事や気持ちをノートに書くほうが、事実

がばれて報復されたりした経験をもつ子どもも

を伝えやすい場合もあります。交換日記やノー

います。そのために、
相談することに慎重になっ

ト、メール、LINE などを利用して、親子で気

ている場合もあります。

持ちを伝え合う方法もあります。

あるいは、脅されていたりするために、どう
しても話せない場合もあります。こんなときに
無理に聞き出すと、子どもを追いつめてしまう
こともあります。
話せない場合には、リンチなどを受けて死
ぬほどの恐怖を植えつけられていたり、
「殺す」
「親も殺す」などと脅されたりしている場合もあ

時間の経 過を追って書くことで、あいまい
だったことを思い出すこともあります。
ただし、強制されると書けなかったり、文章
にすることが苦手だったりする子どももいます。
小さい子どもの場合、絵に描いて状況を説
明してもらったり、人形などを使って場面を再
現してもらったりするのもいいでしょう。

ります。はっきりといじめのサインがあるのに
話そうとしない場合は、より危険な状態と判断

結論を急がせず最後まで冷静に

して、まずは子どもの安全を図り、目を放さな

返事をせかすと、せっかく頭の中でまとまり

いことが大切です。いつでも、話を聞く用意が

かけていた思考が中断したり、プレッシャーの

あること、とても大切に思っていることを子ど

ために話せなくなったりすることもあります。子

もに伝えましょう。

どもの沈黙に、どれだけ耐えられるか。大人
の力が試されます。

他の人に聞いてもらう方法も
心配をかけたくない、がっかりさせたくない
という理由で、保護者に話せないこともありま

子どもが肝心なことをまだ話していないにも
かかわらず結論づけると、対応を間違えること
もあります。

す。そんなときは、きょうだい、
親せき、
昔教わっ

また、保護者が感情的になって、学校や相

た先生、習い事の先生など、子どもが信頼し

手の家に怒鳴り込むのではないかなどと心配に

ている人、カウンセラー・いじめ相談員・弁護

なると、子どもは警戒して、本当のことを話せ

士などの専門家に聞いてもらうことも方法のひ

なくなることもあります。

とつです。ただし、人選には気をつけましょう。
「あなたにも悪いところがあるのではないか。そ
こを直せばいじめられなくなる」などと、いじ

大人が勝 手に結 論を出してはいけません。
子どもと相談しながら、一緒に問題解決をは
かっていきます。

めを被害者の問題と考えたり、
「いじめに負け

問題解決のために必要なことは、理由を話

るな」
「やり返して来い」などはっぱをかけたり

してきちんと説明した上で、合意をつくりだし

する人は、
「誰も自分の気持ちを分かってくれ

ます。その際、子どもの不安について聞いたり、

ない」とかえって絶望させる可能性があるので、

その対処方法や、うまくいかなかったときの代

避けましょう。

替案なども一緒に考えておきましょう。
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大人の知恵で丁寧に
一回一回の機会を大切にする

加害者と親しかったりした場合、隠ぺいや口止

小さい子どもの場合、記憶が長くもたなかっ

めが進んだり、保護者にチクッたとして報復さ

たり、記憶が上書きされてしまったり、話したこ

れることもあります。変なうわさが広がり、いじ

とで安心して忘れてしまうこともあります。

めのきっけになってしまうこともあります。

中学・高校生の場合でも、
心の傷が深い場合、
本人が話したがらなくなったり、心因性反応か

教師から聞く

ら記憶が抜け落ちたりすることもあります。何

情報収集するときは、事実と、教師自身の主

度でも聞けると思っていると、聞けなくなること

観とを分けて聞きます。
「心配ない」
「いじめは

もあるので、一回一回の機会を大切にします。

ない」
「単なる子ども同士のトラブル」というの

できれば、録画や録音しておくといいのです

は、教師の主観だと考えたほうがいいでしょう。

が、そのときに、誘導するような質問の仕方を

具体的な変化や気になる出来事があれば、

していると、証拠としての適切性を認められな

話してもらいます。わが子に不利な内容であっ

いこともあります。録音などが難しい場合、メ

ても、感情的にならず、最後まで冷静に聞く努

モをとり、メモの原本も保存しておきましょう。

力をします。感情的になると、相手は本当のこ
とを話してくれなくなります。

友だちや他の保護者から聞く

すでにある程度分かっている事柄でも、こ

子どもが話したがらないときや、子どもが話

ちらが先に提示してしまうと、それ以外のことは

してくれたことを確認するために、できるだけ広

話してくれないことがあります。まずは、教師が

く情報を収集します。

もっている情報について聞き、話に出てこない

子どもが親しくしている友だちや、他の保護
者に、それとなく聞いてみましょう。ただし、

ことがあれば、そのことについて質問します。
教師も、事が重大になればなるほど、保身か

大人に話したことで、今度は自分がいじめの

ら知っていることを話してくれなかったり、うそ

ターゲットになるのではないかと恐れて話してく

をついたりします。特に、クラスや部活動にいじ

れないこともあります。無理に聞き出すことは

めがあるなど、教師自身の責任につながること

避けましょう。

はなかなか認めたがらないものです。
「よくある

まずは、
「このところ、うちの子ちょっと元気
がないんだけれど、何か知らない？」
「学校で
何かあったのかしら？本人は何も言いたがらな
いのだけれど」
「お子さんに聞いてもらえる？」
と軽い感じで聞きましょう。

こと」
「心配ない」という言葉をうのみにしない
ようにします。
また、保護者が責める姿勢を見せると、本
当のことを話してくれにくくなります。
保健室の利用状況や部活動、授業への参加

その際、泣いて帰ってきた、お金をとられて

状況なども聞いてみましょう。保護者の知らな

いる気がする、いじめられていると話したなど

いところで、遅刻や早退、欠席をしていること

と、あまり具体的なことは言わないようにしま

もあります。保護者から聞かないと、話してく

す。その子どもがいじめの加害者であったり、

れないこともあります。確認しましょう。

10
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Step

問題点を整理する
確認した内容をもとに、時系列で全体の流れが分かる資料を作ります。
整理した資料は、今後、子どもが再びいじめ被害にあわないように対策を立てるときや、
情報収集を誰から、どのように行うかの計画を立てたり、
学校や教育委員会に対応を要望しに行ったりするときに使います。
どこに問題があるのか、課題をはっきりとさせることのできる資料作りは、
問題解決のための第一歩です。

11

5W1H を時系列で記録する
出来事を時系列で記録する
明らかになった事実は、時系列に整理します。
書かれていることが本当のことだと認めてもら

ひそ声で、笑いながら、怒った調子でなど、
様子が分かるよう具体的に書きましょう。
⑤何かをされたときの、 自分の気持ちや行動

うためにはいくつかの配慮が必要です。

も書きます。
「本当はお金を渡したくはなかっ

① 5W1H（いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、

たが、プロレスごっこで痛い思いをしたので、

どのようにして）がはっきりしていること。

また同じことをされるかもしれないと思うと

②記録をした日時がはっきりしていること。

怖かった。500 円くらいで、痛い思いをしな

③後から書き足したり、内容を変更したりして

いで済むならいいかと思って渡した」など。

いないこと（追記・修正はもとの記録との違
いが分かるよう色を変え、追記日時を記す）
。
④記録のもととなるメモ、録音・録画、写真な
どが残っていること、など。
記録は、ノートや日記帳に書きます。手書

⑥暴行などは、日時だけでなく、場所の見取
り図や配置図なども記録します。相手の服
装や持ち物なども書いておきます。
⑦名前を知らない人については、よく見る顔か、
同じ学校の生徒か、誰と親しくしているか、

きが苦手な方は、自分宛にメールします。その

年齢は上か、身体の大きさ、髪型、服装な

テキストを Excel などで整理します。

どを記録します。

なお、5W1H が完全であるに越したことは
ありませんが、不完全でも分かる範囲で書い
ておきます。

⑧物理的被害、経済的被害、心理的被害につ
いても書いておきます。
⑨恐喝の場合、いつ、どこで、誰に、いくら
渡したか、金種を思い出せるようなら、それ

知らない人が読んでも分かるように

も書いておきます。渡したお金を、どこから

①いつ、誰に、どんなことをされてどんな気持

どうやって工面したかも記録します。

ちを感じたか。

時間がたつと記憶があいまいになるので、で

②いつ頃から始まったか、きっかけは何か。

きるだけ早い時期に記録します。子どもから聞

③「無視された」だけでなく「おはようと声を

き取りをしたときのメモなども、証拠となること

かけたのに、横を向いて返事をしてくれな

があるので、捨てずに原本を残します。

かった。A ちゃんだけでなく、B、C ちゃん

こうした記録は、学校や保護者に対応を求

も同じことをした」
「私が話しかけて聞こえて

めたり、他の機関に相談したりするときにも使

いるはずなのに返事をせず、まるで私がそ

えます。動こうとしない相手を動かす切り札に

の場にいないかのように、A、B、C ちゃん

なることもあります。

だけで話を続けた」など具体的に。
④脅しの言葉を言われたり、命令されたりした

記録を使う、使わないは後から考えればい
いことです。過去に戻って失われた証拠を残す

ことなどは、いつ、誰に、どんなことを言わ

ことはできません。証拠になりそうなものは、

れたか、されたかを詳しく、できるだけ相手

なんでも残しましょう。

の言葉をそのまま記録します。大声で、ひそ

12
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いじめの証拠ってなに？
メモ :

金銭：

●日記や手帳。

●恐喝の場合、金銭を渡した日時や相手、ど

●日時・場所・目撃者を含む関係人物の氏名・
所属。分からなければ特徴など。
●悪口や脅しの言葉、命令などは、言われた

こから工面したか、金種などを書く。
●通帳記録、支払い明細書、レシート、請求
書など。

ことをできるだけそのまま書く。自分が返し
た言葉なども書く。
●現場の見取り図、人の配置図、それぞれの
役割、かかわった人物の特徴や似顔絵など。
●その時の自分の感情（怒り・恐れ・悲しみ・
不安）なども書く。
●誰かに相談したときの日時や場所、氏名（同

モノ：
●壊されたり、汚されたりしたもの（衣類等を
含む）
、使用された凶器。
●現物を残すのが難しい場合は、写真やビデ
オで撮影する。
●卒業式の寄せ書き、アルバム、文集なども。

席者を含む）、内容も書いておく。
けがや病気：
手紙類：

●診断書や医薬品購入の領収証。

●もらった手紙（脅し、悪口、謝罪文など）や

●全身の状態、けがの状態などを写真や動画

渡されたメモ類（悪口、恐喝、使い走りメモ、

に残す（日付が分かるようなものを一緒に写

命令文など）、年賀状、いじめや学級に関係

す）
。

する学校からのお知らせやファックスなどを
保存する。
●自分が出した手紙や相談内容を書いた連絡
帳のコピーや写真。メールのデータ保存・
印刷。

証言：
●いじめの目撃証言、加害者の言動、教師や
保護者の言動などを録音・録画する。
●紙に書いてもらう。メモする。書き取ったも
のに証言者のサインをもらう。

電話・FAX：
●通話や留守番メッセージを録音。

スマートフォンを使って証拠を残す：

●いたずら電話や無言電話の日時や回数を記

●掲示板や SNS の書き込みなどを保存する
（ス

録。
●送受信した FAX、通信履歴のコピー（感熱

クリーンショットなど）
。
●会話などを録音する。

紙は時間がたつと消えるので、普通紙でコ

●メモアプリで記録を残す。

ピーしておく）。

●記録を自分宛にメールしたり、信頼できる人

●通話履歴（事前に通話履歴を確認するサー

宛にメールしたりする（送信記録で日時が特

ビスの契約が必要・契約会社に確認）を取

定できる。スマホを取り上げられたり、壊さ

り寄せる。

れたりしても証拠が残る）
。
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ネットいじめの証拠の残し方と対応策
ネットいじめの兆候
□ SNS を頻繁にチェックしている
□スマホの着信音を無音にするようになった
□深夜にネットを利用するようになった
□ネット利用を避けるようになった
□パケット通信量が急に増えた
□子どもに関する事実と異なるうわさが増える
□パソコンやスマホの画面を親に隠す
事実確認と証拠保存
●サイトや SNS での書き込み
□パソコンやスマホなどに書き込みが表示さ
れた状態を、機器本体ごと写真に撮って保
存します。日付も分かるようにしておきます。
□データを保存する、スクリーンショットを撮
る、印刷するなどの方法で記録を残します。
□記録したデータ類は、パソコンに転送した
り、USB などにコピーしたりして二重にバッ
クアップを残します。
□サイトや SNS への書き込みなどは、今まで
見られたものが急に見られなくなることもあ
るので、早めに記録を残します。
●インターネットにアップされた動画
□集団暴行や性的いじめをされたことが判明
したら、スマホで写真や動画が撮られてい
ないかをすぐに確認します。
本人は羞恥心から言えないことがあります
が、いじめ加害者や周囲で見ていた子ども
のほうが話してくれることがあります。
学校にも確認してもらいましょう。
□動画を再生し、再生機器本体ごとビデオに
記録します。

●直接見ることのできないものの記録
□本人や保護者の見ることのできない SNS で
の悪口やいじめの計画などは、グループ内の
メンバーの協力を得ることができれば、内
容を見たり記録を残したりすることができま
す。
協力者の安全には十分に配慮しましょう。
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いじめ防止対策推進法 第 19 条 3 項
いじめ防止対策推進法第 19 条 3 項には、
インターネット、SNS などを通じたいじめに
ついて以下の記載があります。
3 インターネットを通じていじめが行われた
場合において、当該いじめを受けた児童等又
はその保護者は、当該いじめに係る情報の削
除を求め、又は発信者情報（特定電気通信役
務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者
情報の開示に関する法律）の開示を請求しよ
うとするときは、必要に応じ、法務局又は地
方法務局の協力を求めることができる。
法に触れる可能性のあるネットいじめ
□誹謗中傷や脅迫めいたメールを送る
→名誉毀損、脅迫
□ネット上に実名を含む誹謗中傷を書き込む
→名誉毀損、侮辱
□裸の写真を撮ってネット上に投稿する
→児童ポルノ禁止法
□ネットいじめ行為全般
→いじめ防止対策推進法
学校と平行して他の機関にも相談する
インターネットを通じたいじめでは、悪意
のある情報があっという間に拡散してしまい、
深刻化するケースも少なくありません。
学校に相談するのと平行して、警察や法務
局、地方法務局にも相談することも考えまし
ょう。ネットいじめに特化した相談窓口もあり
ます。
警察庁インターネット安全・安心相談
https://w w w.npa.go.jp/cybersafety/
index.html
法務省インターネット人権相談受付窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.
html
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Step

解決策を立てる
子どもがいじめられると、保護者は強い怒りに駆られ、
加害者やその保護者、学校に怒りをぶつけたくなります。
しかし、感情的に行動しても
対立を深めるだけで、決して問題解決にはなりません。
解決のプロセスでは、保護者はいったん
自分の感情を脇に置いて冷静に対処することも必要です。
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子どもと一緒に解決策を立てる
解決策は子どもと一緒に考える
いじめの解決には、子どもを守るためには、

接あって説明します。
②子どもは、教師や相手の保護者には絶対に

周囲に何と思われようともかまわないという強

言わないでほしいと言うかもしれません。で

い覚悟が必要です。それと同時に、沈着・冷

も、問題の解決には、他の大人の協力が必

静な判断と行動が求められます。

要であることを理解してもらいます。

行動を起こすときには、常に最悪の事態を

③話をする時期について子どもと相談します。

想定し、結果を熟慮して行います。最悪の事

本人の同席についても希望を反映します。

態とは、不登校でも、ひきこもりでもなく、子

④すぐに行ってほしいと言う場合は、精神的に

ども自身が、自殺などで命を失うこと、相手に

追い込まれている可能性も。可能な限り早く

危害を加え、死なせてしまうことです。

学校に行くか、保護者が相談に行ける日ま

解決策は、子どもと一緒に考えます。子どもが

で、学校を休ませます。

望むことは何か、丁寧に話を聞き、話し合って

⑤学校との交渉は、
できるだけ複数で行くよう

決めましょう。これは、
子どもの言うとおりにする

にします。ただし、考えがばらばらにならない

こととは違います。子どもと合意がつくりだせな

ように、事前によく話し合っておきます。

いうちに、勝手に行動してはいけません。保護

⑥懇談会や家庭訪問の予定があれば、その前

者の勝手な行動は、子どもの立場をより悪くし、

に話すか、その時に話すかを決めます。

子どもからの信頼を失いかねないからです。

事前に相談しておけば、教師は懇談会等を利用して

子どもの行動について作戦を立てる
①毎日の出来事を、いじめだけでなく、他のこ
とも含めて、日記などに書くよう子どもにアド
バイスします。親も記録を残します。
②携帯メールや LINE の内容は、どんなに腹
が立つ内容でも消さないようにします。デー
タを外部メモリーなどに残しておきます。
③携帯電話に電話がかかってきたら録音しま
す。録音の仕方も練習します。
④ IC レコーダーでの録音も視野に。
「カバン
にレコーダーが入っていることを自分は知ら
なかった」などの説明も考えておきます。音
声に反応して自動録音する機能を使います。
学校・教師に、いつ、どのように話をするか
①電話や連絡帳などで済まさずに、教師に直
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情報収集や指導をしやすくなります。懇談会等の際
に相談する場合、いじめの相談をしたことが周囲に

分かりにくい利点がある反面、時間が経過すること
で子どもがより追いつめられる可能性もあります。

⑦話をする際に、何か心配なことがないかを子
どもに確認します。
子どもから聞いたということは内緒にしてもらう方法
などを子どもにも提案し、安心感を与えることがで
きます。

⑧教師に絶対やってほしくないことについては
明確にし、箇条書きで文書にします。
⑨学校がいじめや生活アンケート、児童生徒
と担任との交換日記などを行っている場合、
いじめの事実を書き、できればその箇所を
コピーしておきます。
ただし、交換日記などは、他の子どもに見られる危

険性があります。児童生徒に回収や配布をさせてい
ないか、管理の状態などを子どもに確認します。

cocomirai.org

いじめから避難する
いじめからの避難の方法を考える

番号を変えても、親しくしている子どもを通じ

①休み時間は人目のあるところにいる。仲良く

て、いじめの加害者に知られてしまうこともあり

している友だちと一緒にいる。危険を感じた
ら職員室や保健室に逃げこむなど。

ます。
いじめ加害者が直接ではなく、別の子ども

②放課後、誘われたり、部活でいじめられたり

を使って呼び出すこともあります。呼び出され

している場合は、家の用事を理由にして、す

たときにどうするか、町でばったりいじめ加害

ぐに帰宅できるよう
「家の手伝いを約束した」

者にあったときにはどうするか、予め話し合っ

「おばあちゃんが遊びに来ている」など、具
体的な理由を考えておきます。
③危険を感じたら、保護者などが迎えに行くこ
とを子どもと約束し、そのことを教師に連絡
しておきます。迎えに行くまで職員室や保健
室で待つなどの段取りも考えておきます。

ておくことで、冷静に対応できます。
たとえば、
①呼び出しや連絡があったときには、必ず保
護者に知らせること。
②夜は保護者が携帯電話を預かる。周囲にも、
家のルールだと知らせておきます。

④「親にチクッただろう」と言われたときにどう

③電話に出ない、メールには返信しない。来

答えるかを考えておきます。
「自分は言ってい

た電話やメールは、証拠としてデータを残し

ないが、親が怪しいと思い始めたみたいだ」

ておくことを子どもと決めておきます。

「学 校から親に何か連絡があったみたいだ
が、具体的なことは知らない」など。

④親しい友人からの誘いであっても、その友
人が脅されていたり、事情を知らずに協力

⑤殴られそうになったらどうするか、複数の案

していたりすることもあるので 気をつける

を考えておきます。大声を出す、防犯ブザー

ように話しておきます。会うときには、で

を鳴らす、職員室や保健室に駆け込むなど。

きるだけ保 護者のいる時 間 帯に自宅で 会

⑥携帯電話への非通知電話を拒否する方法、

うか、外出先を必ず連絡するよう決めてお

なりすましメールの拒否の仕方などを、子ど
もと一緒に調べたり、携帯電話会社などで
確認したりします。

きます。
⑤出かけた先で、いじめ加害者にあったとき
には、コンビニや喫茶店などで、保護者な
どが迎えにくるのを待つなどの方法を決め

加害者からの呼び出しに応じない準備を

ておきます。

学校に行っていなくても、保護者の知らない

これ以外にも、子どもが不安に思っている

ところで携帯電話で呼び出されたり、LINE な

こと、心配していることについても、充分に

どで誹謗中傷されたりすることがあります。呼

話し合っておきましょう。

び出しに応じなければ、次に会ったときに報復

「何かあったら、隠さずに話してほしい」こ

されるのではないかと恐怖を感じて、応じてし

と、
「どんなことをしてもあなたを守る」こと、
「あ

まうこともあります。

なたをとても大切に思っている」ことを、しっ

呼び出されないよう、メールアドレスや電話

かりと子どもに伝えましょう。
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うまくいかなかったときのことも
うまくいかなかったときのことも考えておく

具体的に思いつかない場合でも、
「それでだ

最初に状況を軽く考えておざなりなやり方を

めだったら別の方法を考えよう」、
「いじめ相談

すると、ますます問題解決が困難になります。

などはいろいろなところがあるから学校以外の

時間や手間を惜しまず、子どもとじっくり向

ところにも相談してみよう」
、そんなことでもか

き合いながら、ことを進めていきます。

まいません。

いじめは、相手のあることですので、こうす

また、どうしても解決しない場合には、学校

れば必ず解決するということはありません。そ

に行かない、転校するなどの選択肢もあること

れでも、ひとつ試して失敗したことで、子ども

を、子どもに伝えておいてください。子どもに

が絶望しないよう、次の対策も考えておきます。

絶望感だけは与えないようにしてください。

「大丈夫」の本当の意味は？
ここから未来理事 篠原 真紀
息子の真矢は、大好きな友だちがいじめに
あい、かばっているうちに自らも標的にされて
しまいました。それは、
「いじり」にカムフラ
ージュされた「いじめ」でした。
「篠原君へのいじりが酷くて心配です」
そう担任教師に言ってくれたクラスメイトの
女の子。
残念ながら担任教師は真矢に「大丈夫か？」
と聞き、真矢も「大丈夫です」と答えただけで
終わってしまいました。
本当に大丈夫だったのでしょうか？日々加害
生徒たちから執拗にいじめ行為を受けていた
のに……。
担任教師は本当に心配して聞いてくれたの
でしょうか？
ひょっとして「大丈夫」という返答を期待し
て声をかけたのではないでしょうか？
「大丈夫」という言葉の前には、
「今は」
「ま
だ」という言葉が隠れていると、私は思います。
プライドもあり思春期の真っ只中の中学生、
必死に自分一人で戦っていた真矢。
本当に思い当たることがなければ「え、何の
こと？」と答えると思います。
担任教師に心配だと言ってくれた女の子は、
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真矢が亡くなった後に我が家を訪れ、
「私がもっとしっかりと伝えていればこんな
ことにならなかったのに。本当にごめんなさい」
と涙ながらに謝ってくれたのです。
私は驚き、「そんなことはないよ。あなた
は何一つ悪くないから。真矢を心配して先生
に言ってくれたんだよね、ありがとう」と言
いました。
教員になるのが夢だと話してくれた彼女は、
当該中学校で教育実習をする予定だったので
すが、泣きながらキャンセルの電話をしてきた
そうです。彼女の中で真矢の死が大きく影響
してしまったのでしょう。
1 年ほど前、バスを待っている時に、反対
側の歩道からリクルートスーツ姿で満面の笑み
で会釈をしてくれた彼女。
4 月からは立派な社会人になっていることで
しょう。また笑顔の彼女に会いたいです。

篠原 真紀（しのはら まき）

2010 年 6月7日、当時中学 3 年生だった次男の真矢
（ま
さや）さんが「友だちのことを護れなかった」という遺

書を遺し自死。以来、いじめをなくす活動にかかわる。

cocomirai.org

5

Step

具体策を実行する
具体策を実行する上では、拠り所となる法律や通知、条例などの知識も求められます。
国や自治体、学校などのホームページを参照して、必要な情報に目を通しておきます。
Step 5 で紹介していることは、これまで多くの保護者たちが
子どもを守るために学校などとやりとりをした結果、
明らかになってきた「より効果的な方法」をまとめたものです。
少し難しい内容も含んでいますが、丁寧に読んでください。
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いじめ防止対策推進法の活用
いじめ防止対策推進法の成立

また、第 8 条には、
「学校及び学校の教職

2013 年 6 月 28 日に「いじめ防止対策推進

員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを

法（平成 25 年法律第 71 号）
」
（以下、いじめ

受けていると思われるときは、適切かつ迅速に

防止法）が成立し、同年 9 月 28 日に施行さ

これに対処する責務を有する」とあります。

れました。いじめ防止法は、子どもをいじめか
ら守るために、大人、特に学校や教師に対して、

いじめの「疑い」がある段階で、学校には
適切かつ迅速に対処する義務があります。

いじめ対応の義務を明確にした法律です。学
校や教育委員会と交渉する前に、しっかりと読
んでおきましょう。

いじめ対策チームに対応してもらう
過去、多くのいじめ事件で、担任が一人で抱

また、国や自治体、各学校は、いじめ防止

え込んで被害が深刻化したことの反省から、い

法の内容を具体化した「基本的な方針」を策

じめ防止法では、
「いじめの防止等の対策のた

定しています（法第 11 〜 13 条

めの組織」を設置（第 22 条）し、組織対応

国、学 校の

方針策定は義務、自治体は努力義務）
。

することになっています。

国の定めた「いじめの防止等のための基本

国の基本方針には、
「学校いじめ対策組 織

的な方針」
（2017 年 3 月 14 日改 訂）
（以下、

は、いじめの防止等の中核となる組 織として、

国の基本方針）や自治体や学校の基本的方針

的確にいじめの疑いに関する情 報を共 有し、

をホームページなどで検索して、こちらも目を

共有された情報を基に、組織的に対応できる

通しておきます。

ような体制とすることが必要である。特に、事

2017 年の改訂では、
「策定した学校いじめ

実関係の把握、いじめであるか否かの判断は

防止基本方針については、学校のホームペー

組織的に行うことが必要であり、当該組織が、

ジへの掲載その他の方法により、保護者や地

情報の収集と記録、
共有を行う役割を担うため、

域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容

教職員は、ささいな兆候や懸念、児童生徒か

易に確認できるような措置を講ずるとともに、

らの訴えを、抱え込まずに、又は対応不要で

その内容を、必ず入学時・各年度の開始時に

あると個人で判断せずに、直ちに全て当該組

児童生徒、保護者、関係機関等に説明する」

織に報告・相談する」とあります。

とあります。

また、
「学校の特定の教職員が、いじめに
係る情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に

相談、交渉の進め方
第 9 条には、
「保護者は、その保護する児

報告を行わないことは、同項（法第 23 条 1 項）
の規定に違反し得る」と書いています。

童等がいじめを受けた場合には、適切に当該

担任教師に相談してもらちが明かない場合

児童等をいじめから保護するものとする」
「保

や、担任のいじめ対応能力や学級運営に不安

護者は、
（中略）学校が講ずるいじめの防止等

がある場合には、担任だけでなく、最初から

のための措置に協力するよう努めるものとする」

いじめ対策組織の教職員にも話し合いに入って

とあります。

もらうよう、要請しましょう。
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学校との交渉の仕方①
より良い方法を積み重ねる

分な配慮を求めましょう。

同じ話し方をしても、相手によって受け取り

たとえば、いじめを知っていて、話してくれ

方も、対応も変わります。こうすれば必ずうま

そうな児童生徒の名前を挙げて、事実確認を

くいくという方法はありませんが、以下に挙げ

した上で、無記名のいじめアンケートや面談を

る方法は、これまでに効果的だった方法を集

実施し、被害者からの相談ではなく、アンケー

約したものです。参考にしてください。

トや面談であがってきた情報として、事実を
確認し、指導してもらうなどの方法も考えられ

面談時の注意点
電話や連絡帳で済まさず、直接会って話を
します。保護者が教師に相談をしていることが、
他の児童生徒に分からないよう、時間や場所
を工夫します。
真剣さを分かってもらうためにも、夫婦また

ます。
それ以外にも、子どもや保護者が不安に思っ
ていることがあれば、具体的に伝えます。
約束を確実に実行してもらうために、大事な
ことは箇条書きにして、他の教職員とも情報共
有してもらうのもひとつの方法です。

は他の保護者と一緒に行くと効果的です。ただ
し、対立関係にならないよう、感情的になった
り、攻撃的になったりしないよう、気をつけます。

学校の本気度や対応力を確認する
国の基本方針には、
「各学校は、学校いじ
め防止基 本 方針において、アンケート調査、

証拠の使い方
学校に相談や交渉に行く前には、できるだ

個人面談の実 施や、それらの結果の検 証 及
び組織的な対処方法について定めておく必要

け証拠を集めておきます。ただし、手の内を

がある。アンケート調査や個人面談において、

すべてさらしてしまうと、学校は保護者が把握

児童生徒が自ら SOS を発信すること及びいじ

している内容の範囲内でしか対応しようとしな

めの情報を教職員に報告することは、当該児

いことがあります。まずは学校に適切な調査を

童生徒にとっては多大な勇気を要するものであ

依頼しましょう。

ることを教職員は理解しなければならない。こ

いじめ被害を時系列にまとめた資料を、対

れを踏まえ、学校は、児童生徒からの相談に

応を求めるためのきっかけとなる大まかなもの

対しては、必ず学校の教職員等が迅速に対応

と、詳細なものと 2 種類用意して、学校には

することを徹底する」と書かれています。

大まかなものだけを提供する方法もあります。

被害者側が具体的な要望をすると、その範
囲内でしか対応をしてくれないことがあります。

被害者や証言者の安全を守る

学校の対応能力や本気度を見るために、具体

被害者の子どもが一番恐れるのは、保護者

的にどのような対応をしてくれるのかを聞いた

にいじめの相談をしたことが、友だちにばれる

上で、その内容を検討し、対応の課題や問題

ことです。自分の子どもやいじめを証言してく

点、危険性などを指摘したり、こちらからの具

れた子どもが被害にあわないよう、学校に十

体的な提案をしたりする方法もあります。
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学校との交渉の仕方②
被害者を危険にさらす対応例
事実確認の方法がまずいと、
いじめの事実が
隠され、
被害者をより危険にさらしてしまいます。
・最初にいじめのリーダー格に話を聞く、加害
者全員を集めて話を聞く
いじめを否定されたり、口裏あわせをされた
りします。多くの場合、目撃者や関与の低い子ど

期限を定めて報告を求める
学校には、ある程度の期限を決めて、文書
での報告を求めます。
対応を約束しながら、子どもに「大丈夫か？」
と聞くだけだったり、
「様子を見ていました」と
言って具体的には何もしなかったりすることが
これまで繰り返されてきました。

ものほうが話してくれやすいので、子どもたちの

それ以外にも、気になることがあったら、必

安全に十分配慮した上で、こうした子どもたち

ず連絡してほしいことや、
保護者からも気になる

から話を聞くなどして情報収集するべきです。

ことがあれば相談させてもらうことなどを話し、

・加害者と被害者を同席させて話を聞いたり、

具体的な連絡方法などを話し合います。合意

けんか扱いをして握手させて終わりにしたりする

した内容については、メモにまとめておきます。

自殺など重 大事態に至った事 案の多くで、
学校は「いじめと思わなかった」
「生徒間トラブ
ル」と言い訳をしています。いじめ防止対策推
進法にのっとった対応を依頼しましょう。

二度目以降に話をするとき
学校が「生徒を指導します」
「加害者の保護
者にも伝えおきます」言っても、いじめがなく
ならない場合やひどくなっている場合は、実際

緊急保護者会開催の要望

には対応していなかったり、おざなりな対応で

いじめが判明した場合、加害者への個別指

あったり、被害者側に言っている内容と加害者

導だけでなく、クラスや学年、学校全体で、い

側に言っている内容とが異なったりしているこ

じめ防止に取り組んでもらうことを要望します。

とがあります。

また、
いじめが広範囲に及んでいる場合、他

実際にはどのように指導したのか（いつ、ど

にも被害者がいる場合、金銭の授受など犯罪

こで、誰が、どのくらいの時間をかけて、どの

にかかわるような場合、子どもの命にかかわる

ように話をしたのか、児童生徒の反応、記録

ような場合は、緊急保護者会を開いて、他の保

は残しているか、設置者に報告は上げたかな

護者にも情報共有してもらうことを要望します。

ど）
、教師や相手の保護者にも確認しましょう。
また、いじめ防止法で組織対応することに

学校との交渉も記録をとる

なっていても、結局は担任教師一人に対応が

学校とのやりとりは形に残るよう、メールや

押しつけられ、問題を抱え込んでいることもよ

FAX、手紙、連絡帳などを使います。電話は録

くありますので、他の教師や保護者との情報

音します。
面談も、
いつ、
どこで、
誰と誰に会ったか、

共有や協力体制はどうなっているかについても

誰がどんな話をしたか、録音・メモを残します。

確認します。

相手の反応や回答、結果はどうなかったかを
5W1H で記録します。
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担任や顧問だけでなく、面談には、学校管
理職にも同席してもらいましょう。
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加害側への対応の仕方
加害者に対応を求めるとき
学校は保護者同士で話し合ってくださいと言
うかもしれませんが、いじめは学校で起きて

害者が抱える問題が深刻な場合、同じことを
繰り返すことがあります。
実際に、重大事態で第三者委員会が立ち上

います。学校での様子を保護者は知りません。

がったり、いじめがあったと公式に認定された

学 校・教師の責任 逃れをさせないためにも、

り、民事裁判の係争中にもかかわらず、いじめ

学校を交えて話をするようにしましょう。

が繰り返されていた例もあります。いじめの継

いじめ防止対策推進法 23 条第 5 項には、
「学
校は（略）、
いじめを受けた児童等の保護者とい

続や報復は十分にありえるものとして、対処す
る必要があります。

じめを行った児童等の保護者との間で争いが
起きることのないよう、
いじめの事案に係る情報
をこれらの保護者と共有するための措置その他
の必要な措置を講ずるものとする」とあります。

いじめが解消している状況とは？
国の基本方針には、
「いじめが『解消してい
る』状態とは、少なくとも次の２つの要件が満
たされている必要がある。ただし、これらの要

相手の保護者と話をするとき
保護者は、自分の子どもがいじめをしたとは

件が満たされている場合であっても、必要に
応じ、他の事情も勘案して判断するものとする」

認めたくないものです。相手によっては強く抵

として、以下の内容が書かれています。

抗されたり、反撃されたりすることもあります。

① いじめに係る行為が止んでいること

保護者間で感情的にこじれると、ますます問

被害者に対する心理的又は物理的な影響を

題解決が困難になります。相手の感情にも十

与える行為（インターネットを通じて行われるも

分配慮しましょう。ただし、事実はあいまいに

のを含む）が止んでいる状態が、少なくとも 3

せず、はっきり伝えます。

か月間継続していることを目安とする。

できるだけ事実や証拠を挙げて、具体的な

いじめの被害の重大性等からさらに長期の

対応を求めます。暴行により、けがをしていれ

期間が必要であると判断される場合は、より

ば、診断書のコピーも持って行きます。その際、

長期の期間を設定する。

問題なのは治療費ではなく、今後二度とこのよ

②いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判

うなことが起こらないようにしてほしいというこ

断する時点において、被害児童生徒がいじめ

とをはっきりと伝えます。

の行為により心身の苦痛を感じていないと認め
られること。

再発防止のために

被害児童生徒本人及びその保護者に対し、

いじめは繰り返されることが多く、その場合

心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等

はエスカレートすることが多いので、再発した

により確認する。学校は、いじめが解消に至っ

場合にどうするかも話し合っておきます。

ていない段階では、被害児童生徒を徹底的に

学校の対応や指導が不適切であったり、加
害側の保護者の協力が得られなかったり、加

守り通し、その安全・安心を確保する責任を
有する。
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「将来のため」が子どもを追いつめる
保護者は、いじめがあっても、子どもの将
来を思って学校に行くことを勧めます。しかし
時には、すでに崖っぷちに立たされている子
どもを死に追いつめてしまうこともあります。
中学 3 年生の Mくんは、学校で暴行や恐
喝にあうのがいやで、登校するふりをして、学
校を欠席していました。しかし、担任から自宅
に電話があり、母親は初めて息子が無断欠席
していたことを知りました。母親が理由を尋ね
ると、Mくんは「学校でたたかれた」
「学校が
怖い」と話しましたが、生徒の名前は口にしま
せんでした。父親が帰宅して後、母親ととも
に改めて、たたいた生徒の名前を問い質すと、
Mくんは蚊のなくような声で涙を流しながら、
4 人の名前を告げました。
クラスが違っていて電話番号が分からなか
ったり、不在だったりしため、唯一、同じ小学
校出身で同じスポーツ少年団に所属していた
A宅に父親が連絡しました。すると、Aが両親
とともにMくん宅を訪問して、いきなり3人で
土下座をしました。
Mくんの父親は、MくんがAらの暴力のため
に学校に行っていないことを話しました。A の
母親が息子に事実を確認しましたが A は否定。
Mくんの父親が、Aに Mくんをたたいたことは
なかったかと追及すると、学校の教室前のベラ
ンダで 2 回たたいたことを認めました。
父親は、A に、小学校の頃同じスポーツ少
年団に所属し、一緒に遊んでいたのだから、
Mくんと仲良くし、他の生徒が Mくんを殴った
ら止めてほしいと頼みました。Aの母親は、仲
直りの印として、AとMくんに握手をするよう
に促し、Mくんの父親も握手をするよう促した
ところ、Mくんは下を向いて一度も顔をあげな
いまま、Aの顔を見ずに仕方なさそうに握手し
ました。
Mくんは、A 一家が来てから、正座したまま、
ガタガタ震えていただけで、一言も口をきかず、
黙ったままでした。
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その夜、Mくんの母親は担任教師の自宅に
電話をかけ、Mくんが休み時間に学校のベラ
ンダでたたかれたこと、生徒3人の自宅に電話
をかけ、連絡がとれた Aと両親が Mくん宅を
訪問し、話し合いの上、謝ってもらったこと、
明日からMくんを登校させるが、欠席した場
合には、夕方にでも連絡がほしいことなどを
伝えました。
父親は、MくんとAが仲直りし、学校に行
っても安心だと考え、Mくんと弟を居間に座ら
せ、
「お父さんは会社に行くのが仕事、お前た
ちは学校に行くのが仕事だから、明日から学
校に行きなさい」と説教し、勉強についても、
ここ3年間頑張れば、50 年後も楽になるから
一生懸命頑張るようにと10分位にわたり、少
し大きな声で説教しました。
ところが翌日、Mくんは学校に行くふりをし
て、公民館のところにいたのを昼過ぎに母親
が発見しました。
母親が登校しなかったことを叱ると、
Mくん
は黄色い布製ベルトを首にまいて、首を吊る
真似をして、
「お母さん、ぼく、自殺するからね」
と言いました。しかし母親は、登校しないこと
を叱られると思ってひねくれて冗談を言ってい
るのだろうと思い、とりあわず、仕事に戻りま
した。
直後、Mくんは公民館の外壁の非常用はし
ごに黄色い布ベルトをかけて首を吊りました。
遺書には、6人の生徒の名前をあげて、なぐ

られたり、けられたりしたこと、金をとられた
ことなどとともに、
「おれが死ねばいじめはか
いけつする。親も、おれのことぐらいは、わか
っているはずだが、休ませてくれない一生うら
んでやる」と書いていました。
その後の調べで、Mくんは 2年生になって、
3年生から継続的に暴行や恐喝を受けるよう
になり、2年生の2学期頃からはAら同級生か
らも日常的に集団暴行を受け、意識を失った
こともあったことが分かりました。
（判例時報1800号参考）
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6

Step

それでも解決しないとき
学校の対応や指導が不適切であったり、
加害側の保護者の協力が得られなかったり、加害者が抱える問題が深刻な場合、
同じことを繰り返すことがあります。
調査委員会が立ち上がり、重大ないじめがあったと認定されたり、
民事裁判が行われているにもかかわらず、いじめが繰り返されていた例もあります。
いじめの継続や報復は十分にありえるものとして、対処する必要があります。
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被害にあった子どもの心のケア
被害者の安全確保とケア

やめてしまったり、自殺未遂や他の問題行動

いじめが繰り返されるときは、子どもを学校

を繰り返すこともあります。症状が強く出たり、

に行かせないほうが安全です。再発防止策が

長引いたりするときには、専門医に相談します。

整ってから、登校させます。

早めのケアが影響を最小限にとどめます。

いったんは収まったいじめが、ほとぼりがさめ

一度深く傷ついた人は、より傷つきやすくな

た頃に再発し、
エスカレートすることがあります。

ります。前の学校でいじめられた子どもが次の

大人が関与したいじめが繰り返されるときに

学校でもいじめられると、わずか数日から数週

は、より危険度が高いと判断して、
すぐに対応し

間で命を絶ってしまうことがあります。転校先

ます。転校も視野に入れたほうがいいでしょう。

や新たな進学先でも再び傷つくことがないよう
に、学校関係者と十分話し合ってください。

学校に弾力的な対応を求める
2006（平成 18）年 10 月 19 日付の文部科

学校や教育委員会と関係の薄い専門医に相談

学省初等中等教育局長からの「いじめの問題

学校や教育委員会から勧められる教育相談

への取組の徹底について（通知）
」には、以下

やカウンセリングは、無料で受けられるという

の提案がされています。

メリットがありますが、いじめなどの学校問題

「いじめを継 続させないための弾力的な対

から切り離して、乳幼児の頃からの母子関係

応」として、
「いじめられる児童生徒又はいじ

や家庭環境、性格など本人の問題にすりかえ

める児童生徒のグループ替えや座席替え、さ

られたりします。

らに学級替えを行うことも必要であること。ま

また、診断時に得られた情報が調査委員会

た、必要に応じて児童生徒の立場に立った弾

の調査や民事裁判などで、学校側に有利な証

力的な学級編制替えも工夫されてよいこと」

拠として利用されることもあります。

「いじめられる児童生徒には、保護者の希望

できれば学校や教育委員会、自治体の影響

により、関係学校の校長などの関係者の意見

が及ばないところで相談するほうが無難です。

も十分に踏まえて、就学すべき学校の指定の

費用の負担については事前に、学校や加害者

変更や区域外就学を認める措置について配慮

側と話し合っておきます。

する必要があること」
国の基本方針にも、
「市町村の教育委員会は、

家族の心のケアも

いじめられた児童生徒又はその保護者が希望

子どもがいじめられると、家族もまた心が傷つ

する場合には、就学校の指定の変更や区域外

きます。他のきょうだいも、学校に行けなくなっ

就学等の弾力的な対応を検討する」
とあります。

たり、問題行動を起こしたりすこともあります。
また、本人は前向きに生きなおしたいと思っ

被害者の心のケア
心の傷はすぐには症状が出なくとも、徐々に
出ることがあります。学校に行けなくなったり、
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ていても、家族の怒りやグチによって心の傷が
癒やされないということもあります。家族の心
のケアも必要です。
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調査委員会設置の要望
調査委員会の設置を要望する
問題が解決しないときには、調査委員会の
設置を要望しましょう。
いじめ防止対策推進法第 28 条 1 項には、
「い
じめにより当該学校に在籍する児童等の生命、

登校に至った疑いがある児童生徒が欠席を余
儀なくされている状況を解消し、対象児童生
徒の学校復帰の支援につなげることと、今後
の再発防止に活かすこと」としています。
2017 年 3 月の「いじめの重 大事態の調査

心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ

に関するガイドライン」にも目を通してくださ

ると認めるときや、いじめにより当該学校に在

い。いじめ防止法の運用面の問題に言及して

籍する児童等が相当の期間学校を欠席するこ

います。

とを余儀なくされている疑いがあると認めると
きには、速やかに、当該学校の設置者又はそ

調査主体を学校設置者に

の設置する学校の下に組織を設け、質問票の

不登校事案の調査は、学校が主体となるこ

使用その他の適切な方法により当該重大事態

とが原則となっていますが、 国の基 本 方針

に係る事実関係を明確にするための調査を行

では「従前の経 緯や事 案の特 性、児 童 生徒

うものとする」とあります。

又は保護者の訴えなどを踏まえ、学校主体の

また、
「被害児童生徒・保護者が希望する

調査では、重 大事 態への対処 及び同種の事

場合は、調査の実施自体や調査結果を外部に

態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得ら

対して明らかにしないまま行うことも可能」
「決

れないと設 置 者 が 判 断する場 合 や、学 校の

して、安易に、重大事態として取り扱わないこ

教 育活 動に支 障 が 生じるおそれ があると設

とを選択するようなことがあってはならない」

置者が 判断する場 合には、設 置者において

とあります。被害者のプライバシーを守りつつ、

調査を実 施する」
「学 校が 調査 主体となると

調査を依頼することもできます。

決定した場合でも、調査を進める中で必要に
応じ調査主体を設置者に変更し、引き続き設

学校・教職員の対応も調査対象
前述の「事実関係を明確にするための調査」

置者で調査を実施することも考えられる」と
あります。

とは、
「重大事態に至る要因となったいじめ行

多くは学校内のいじめ対策委員会や、そこに

為が、いつ、誰から行われ、どのような態様

外部の専門家を加えた調査委員会が調査に当

であったか、いじめを生んだ背景事情や児童

たっています。学校内での調査委員会は、
これ

生徒の人間関係にどのような問題があったか、

までの多くの例を見ると、どうしても学校的価

学 校・教職員がどのように対応したかなどの

値観のもとで判断されがちで、自分たちの抱え

事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする」

る問題に気づかないことがあります。

こととあります。

できるだけ、いじめや学校の現状、児童生

2016 年 3 月の「不登校重 大事態に係る調

徒の心理に詳しい、学校とは利害関係のない

査の指針」では、調査の目的は「不登校に至っ

第三者を交えた調査委員会（いわゆる第三者

た事実関係を整理することで、いじめにより不

委員会）の設置を強く求めましょう。
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学校・教育委員会の抵抗
学校、教育委員会の抵抗

はうわさや報道等に影響され、記憶があいま

学校や教育委員会の強い抵抗により、調査

いになり、事実関係の整理そのものに大きな

が進まないこともあります。調査が遅れれば、

困難が生じるおそれがあることから、可能な限

被害者の教育を受ける権利が不当に侵害され

り速やかに実施するよう努めること」
「第三者

続けます。また、子どもたちや教職員の記憶

調査委員会の立ち上げ等に時間を要する場合

があいまいになり、証拠も失われます。

があるが、当該調査主体の十分な調査が可能

いじめ防止対策推進法第 16 条 4 項には、
「学

となるよう、学校の設置者及び学校は、状況

校の設置者及びその設置する学校は、相談体

に応じて早い段階での聞き取りや、関係資料

制を整備するに当たっては、家庭、地域社会

の散逸防止に努めること」とあります。

等との連携の下、いじめを受けた児童等の教
育を受ける権利その他の権利利益が擁護され
るよう配慮するものとする」とあります。

事前に調査方針の説明を受ける
同ガイドラインには、
「予め、重大事態の調

国の基本方針には、「法第2号の『相当の期

査において、どのような事項（いじめの事実関

間』については、不登校の定義を踏まえ、年間

係、学校の設置者及び学校の対応等）を、ど

30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期

のような対象（聞き取り等をする児童生徒・教

間、連続して欠席しているような場合には、上

職員の範囲）に調査するのかについて、被害

記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の

児童生徒・保護者に対して説明すること。その

判断により、迅速に調査に着手することが必要

際、被害児童生徒・保護者が調査を求める事

である」
「児童生徒や保護者から、
いじめにより

項等を詳しく聞き取ること」とあります。

重大な被害が生じたという申立てがあったとき

学 校には説明責任があります。事前に説明

は、その時点で学校が『いじめの結果ではな

を受け、自分たちの要望も書面などにまとめて、

い』あるいは『重大事態とはいえない』と考え

調査委員会に伝えましょう（文書で提出しても、

たとしても、重大事態が発生したものとして報

調査委員会に伝わっていないことがあります。

告・調査等に当たる」
「児童生徒又は保護者か

確認しましょう）
。

らの申立ては、学校が把握していない極めて重
要な情報である可能性があることから、調査を

対象児童生徒からの聞き取りも視野に

しないまま、いじめの重大事態ではないと断

不登校重大事態の指針では、
「対象児童生

言できないことに留意する」と書かれています。

徒からの聴取にこだわらないこと」とあります。

「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ

しかし、当事者がどのように感じているかは、

イン」にも、不登校状態が 30 日に満たなかっ

いじめの事実認定や不登校との因果関係を認

たり、転校や退学したりしたことから、調査を

定する上で大きく影響します。子どもの精神状

行わなかったことが、不適切な例として挙げら

態にもよりますが、できるだけ子ども本人から

れています。

の聞き取りも受けられるように働きかけたほう

また、
「時間が経過するにつれて、児童生徒
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が、いい結果が生まれるように思います。
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鍵を握るアンケートの取り扱い
アンケートの内容と方法
「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ
イン」には「アンケート調査の様式、聴き取り
の方法、手順を、被害児童生徒・保護者に対し
て説明すること。説明した際、被害児童生徒・
保護者から調査方法について要望があった場
合は、可能な限り、調査の方法に反映すること」
とあります。
学校などは、調査対象をクラスや所属する
部など、狭い範囲に収める傾向があります。し
かし、いじめが予想より早くから始まった可能
性も、いじめを伝え聞いた生徒から重要な証
言が得られることもあります。また、
「記述が
無責任になる」と記名式としがちです。
アンケート対象をできるだけ広く、情報を得
やすい質問とし、子どもが本当のことを書きや
すい無記名式を要求しましょう。
アンケート結果の取り扱い
同ガイドラインには、
「アンケート調査等の結
果、調査票の原本の扱いについて、予め、情
報提供の方法を説明すること。アンケートで得
られた情報の提供は、個人名や筆跡等の個人
が識別できる情報を保護する（たとえば、個人
名は伏せ、筆跡はタイピングし直すなど）等の
配慮の上で行う方法を採ること、又は一定の条
件の下で調査票の原本を情報提供する方法を
採ることを、予め説明すること」とあります。
アンケートに、学校にとって不都合なことが

傷つくのは心
ここから未来理事 篠原 宏明
「一番辛かったいじめは、僕が授業中に発表
していたときに、馬鹿にしたような物真似や冷
やかし、
そしてクスクスとせせら笑いをされたこ
と。本当に悔しくて涙が出そうになった。それ
以上に辛かったのは、そんなあいつらを止めて
くれてくれなかった先生たち。僕はそんな先生
たちに対しても絶望した」
これは長い間いじめを受け続けてきた、
ある
中学生の言葉です。彼は数人の生徒から、ほぼ
毎日、
殴る蹴るのいじめを受け続けてきました。
しかし、そんな彼が最も辛かったといういじめ
は、暴力的な行為ではありませんでした。
いじめは、その “ 行為 ” によって、重篤なも
のと軽微なものに分けられてます。前述の彼
に対する行為も、
「馬鹿にした物真似や冷やか
し」
「せせら笑い」
、
「先生の見て見ぬふり」など
、
は、
「殴る」
「蹴る」などと比べて、軽微に映る
かもしれません。しかし彼は、我々が “軽微 ” と
捉えかねない行為が、最も辛かったと振り返っ
ています。この差はいったい何なのでしょうか。
それは、いじめで傷つくのは、体ではなく
心だからではないでしょうか。
彼が最もダメージを受けたのは、彼自身の
心です。心をズタズタにされる行為こそが、い
じめの正体だと思うのです。だとすれば、いじ
めの重さをその “ 行為 ” ではかるのは、非常
に危険なことです。
心がどれだけ傷ついているかは、目に見え
ないもの。だからこそ、周囲の人たちの気づき
が必要なのではないでしょうか。

書かれていた場合、被害者側に見せる約束を
反故にし、
「廃棄した」とする学校や教育委員
会の対応例もあります。情報提供の時期や方
法、対象文書、アンケート個票原本の保存期間

篠原 宏明（しのはら ひろあき）

2010 年 6月7日、当時中学 3 年生だった次男の真矢
（ま
さや）さんが「友だちのことを護れなかった」という遺

書を遺し自死。以来、いじめをなくす活動にかかわる。

などを合意文書にしておきましょう。
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保護者ができるその他のこと
個人情報の開示請求
自治体によって報告内容は異なりますが、

一方で、弁護士が入ったことで、訴訟を警戒
し、対応が硬化することもあります。代理人の

公立学校でいじめ等が発生したとき、学校は

存在をいつ、どのような形で伝えるかは、弁

教育委員会に対して「事故報告書」を作成して

護士と相談して計画的に進めます。訴訟を安易

提出することになっています。

に匂わすことは、得策ではありません。

また、いじめ防止対策推進法第 23 条 2 項

弁護士報酬は、何をどこまでしてくれて、実

には、学校がいじめの通報を受けたときや、
「当

費を含めてどれくらいかかるのか、事前にしっ

該学校に在籍する児童等がいじめを受けてい

かりと確認しましょう。

ると思われるときは、速やかに、当該児童等
に係るいじめの事実の有無の確認を行うため
の措置を講ずるとともに、その結果を当該学

警察への相談
いじめが暴力や恐喝を伴うなど、犯罪行為

校の設置者に報告するものとする」とあります。

に及ぶ場合や、学校や教育委員会の指導でも

学校や教育委員会に、いじめについてどのよ

改善が見られない場合、警察に相談しましょう。

うに報告されているのか、確認してください。

文部科学省も、2013（平成 25）年 1 月 24

「見せられない」
「情報開示請求の手続きを

日付「いじめ問題への的確な対応に向けた警

とるように」と言われたら、個人情報開示請求

察との連携について（通知）
」
、同年 5 月 16 日

を使って、開示するといいでしょう。手続きを

付「早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事

とらなくても見せてくれるかどうかは、学校側

案について（通知）
」で、警察と連携した対応

の誠意の有無の判断にもなり得ます。

の重要性について書いています。

事故報告書に、本来、報告すべきものが報

警察に行く場合、被害届や告訴状を出しま

告されていなかったり、被害者側の認識とは異

しょう。被害届は、犯罪の被害にあったと考える

なる内容が報告されたりしていることもありま

者が、被害の事実を警察などの捜査機関に任

す。間違った内容が報告されているときには、

意に申告する届け出をいいます。被害届があっ

訂正を求めましょう。

ても捜査を開始するかどうかは担当警察官もし

もう少し、学校の対応について知りたければ、
「○○（児童生徒氏名）に係る会議録のすべて」

くは担当課長の判断に左右されます。
告訴状は、犯罪被害者が告訴することで、

やいじめ防止対策会議や職員会議の記録など

捜査機関が捜査をつくすものと解され、法律

も、開示請求するといいでしょう。

上の効果をもたらします。ただし、刑事告訴す
るためには、何年、何月、何日、何時頃、誰が、

弁護士の活用
弁護士には訴訟だけでなく、学校や教育委

どこで、誰に、どうされたなど、具体的な事実
が必要です。

員会、加害者側との交渉なども依頼できます。

告訴を受けた捜査機関は、これを拒むこと

代理人を立てることで、相手側も法律にのっ

はできないことになっていますが、実際には、

とった対応を迫られます。

告訴状不受理や放置などの問題があります。
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関連URL
いじめ防止対策推進法
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
seitoshidou/1337278.htm

子供の自殺が起きたときの背景調査の指針
（改訂版）[ 概要 ]
http://w w w.mext.go.jp/component / b_
menu/shingi/toushin/_ _icsFiles/afieldfi

いじめの防止等のための基本的な方針

le/2014/09/10/1351863_01.pdf

http://w w w.mext.go.jp/component /a _
menu/education/detail/__icsFiles/afieldfi

いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応

le/2018/03/19/1304156_02_2_1.pdf

及び児童生徒の自殺予防について（通知）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/

不登校重大事態に係る調査の指針について
（通知）

seitoshidou/1360770.htm

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
seitoshidou/1368460.htm

「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」の
マニュアル及びリーフレットの作成について

学校におけるいじめ問題への的確な対応について
（警察庁生活安全局長 通知）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/shotou/046/gaiyou/1259186.htm

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
seitoshidou/1331900.htm

「日本の子どもたち」/

武田さち子作成

http://www.jca.apc.org/praca/takeda/
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン

⇒ 「オリジナル資料」

http://w w w.mext.go.jp/component /a _

http://w w w.jca.apc.org /praca/takeda/

menu/education/detail/__icsFiles/afieldfi

takeda_data.html

le/2017/03/23/1327876_04.pdf

●学校・教育委員会の隠ぺいの手口
●被災者が知っておきたい、いじめ・事故・

子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き
http://w w w.mext.go.jp/component /a _
menu/education/detail/__icsFiles/afieldfi

事件対応
●各地のいじめ重 大事 態 調 査・検 証委員会
一覧

le/2016/11/11/1304244_01.pdf
子供の自殺が起きたときの背景調査の指針
（改訂版）
http://w w w.mext.go.jp/component / b_
menu/shingi/toushin/_ _icsFiles/afieldfi
le/2014/09/10/1351863_02.pdf

こどもの
こころと
からだ、
未来へ。
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未来を、
その手に。
ここから未来ブックレット
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