いじめ防止にかかわる講演会・シンポジウムを開催して
―いじめ防止対策推進法以降の教職科目「生徒指導」－
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はじめに
平成 25 年 11 月 9 日・10 日、日本生徒指導学会第 14 回大会が京都市立堀川高等学校を
会場に 開催された 。開会式に 続く講演で は、大阪弁 護士会弁護 士の横山 巌氏が「学校
の今を 見つめる－ 大津市立中 学校におけ るいじめに 関する第三 者調査委員 会報告書を読
み解く －」をテー マに話され た。講師の 横山氏は、 大津市立中 学校におけ るいじめに関
する第 三者委員会 委員長とし て調査に当 たり、大津 市長からの 委嘱状を受 けてから約５
カ月後の平成 25 年１月 31 日に詳細な調査報告をまとめた。
これ までにいじ めにかかわ る多くの事 件が発生し 、自死に至 ったケース も数多く報告
されて いるが、事 実経過の報 告は曖昧に なっている ことが多い 。そのなか で、大津市の
中２男 子生徒の自 殺で発足し た第三者委 員会は、今 後の第三者 委員会の在 り方を考える
モデルとして、設置当初から大きな注目を浴びた。
大津市立中学校いじめ事件の後、国は平成 25 年６月「いじめ防止対策推進法」を制定
し、こ れまでのい じめ事件に 対する対応 の反省と社 会総がかり でいじめに 向き合う姿勢
を示した。
本報告の藤女子大学講演会・シンポジウムは、
「いじめと向き合う－意識改革－」をテ
ーマにして、平成 26 年 7 月 16 日土曜日の午後本学を会場に開催し、全道各地から 120
名が参加した。
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「講演会・シンポジウム」の開催に至るまで
日本 生徒指導学 会での横山 巌氏の講 演を拝聴し 、本学学生 にぜひ聞か せたいとの思
いから 、一地方の 大学生向け の講演が可 能なものか どうかを、 不躾にも学 会当日の懇親
会の席で横山氏にお聞きした。横山氏からは日程さえ合えば協力したいという回答を得、
早速、講演会の開催について学部長や関係者と協議した。
大学 当局は積極 的に開催を 支持してく れることに なった。こ の講演会の 対象について
は学内 の学生はも ちろんのこ と、広く道 民・市民に 開放するこ とや本学学 生の授業に影
響の少ない土曜日午後の開催とすることなど、基本線が確認された。
筆者 としては、 講演会及び シンポジウ ムの司会や 進行係を学 生に担当さ せること、シ
ンポジ ストの一人 として学生 にも参加さ せることを 当初の企画 書で示した が、残念なが
ら学部 長の了解が とれなかっ た。この事 業は、授業 の一環では なく、藤女 子大学主催の
講演会 ・シンポジ ウムである から、講師 やシンポジ ストに失礼 があっては 困るというの
が最大の理由であった。
４月 当初には横 山氏の内諾 を受け、正 式に学長名 で依頼した 。また、北 海道教育委員
会が平成 26 年４月に「北海道いじめの防止等に関する条例」を施行したことから、それ
につい ての説明を 学校教育局 生徒指導・ 学校安全グ ループのい じめ問題対 策チーム主幹
佐藤裕 之氏に依頼 した。６月 中旬には開 催要項が完 成し、関係 機関への周 知を行った。
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新聞社 へ事業概要 の掲載を依 頼したほか 、全道市町 村教育委員 会、全道高 等学校、石狩
管内中学校及び札幌市内小・中学校に開催要項を郵送した。
２

国の「いじめ防止対策推進法」と「北海道いじめの防止等に関する条例」
昭和 61 年の東京都中野区富士見中学の２年男子いじめ自殺、平成６年の愛知県西尾市
の中２ 男子の自殺 、北海道滝 川市の小６ 女児の自殺 などいじめ が大きな社 会問題となっ
たが、有効な手立てが打てずに大津市のいじめ自殺事件（平成 23 年）が起きた。
中野区富士見中学いじめ自殺事件では、中学教師がいじめに加担したし、平成 18 年の
福岡中 ２いじめ自 殺事件でも 教師がいじ めに加担し たといわれ ている。そ して、大津市
中２い じめ自殺事 件では、自 殺した生徒 からいじめ 相談をされ ていた担任 が適切な対応
をとらなかったことが問題とされた。
今般、国が制定した「いじめ防止対策推進法」（平成 25 年６月）には、国、地方公共
団体、 学校それぞ れがすべき ことが示さ れている。 国又は公共 団体の公権 力の行使に当
る公務 員が、故意 又は過失に よって違法 に他人に損 害を加えた ときやなす べきことをな
さない 場合には、 国又は公共 団体が、こ れを賠償す る責任があ ることや不 法行為に基づ
く民法上の損害賠償へと発展する可能性が高くなった。
また、地 方公共団体 がすべき施 策としては 、「地域基本方針の策 定」「いじめ問題対策
連絡協議会の設置」「第 14 条 3 項に規定する教育委員会の附属機関の設置」があり、地
域基本方針は首長や議員も関与する条例の形で定めることが望ましいとされている。
さらに、学校がすべきこととしては、
「学校いじめ防止基本方針の策定」で、全ての学
校に策 定義務があ るとしてい る。そして 、策定する だけではな く公開する ことも求めら
れてい る。また、 いじめ防止 のための実 効性のある 組織の構築 や具体的対 応として、未
然防止・早期発見・対処が求められている。
北海道では国のいじめ防止対策推進法を受けて、平成 26 年４月に「北海道いじめの防
止等に 関する条例 」を制定し た。条例は 、いじめ防 止等のため の対策を総 合的、効果的
に進め 、児童生徒 の尊厳を守 るとともに 、児童生徒 が互いの違 いを認め合 い、支え合い
ながら 、健やかに 成長できる 環境をつく ることを目 的としてい る。この条 例の策定によ
り、行 政機関はも とより学校 、家庭、地 域、関係機 関における それぞれの 役割に応じた
取組を推進することになった。
これ で法的整備 が進んだと いえるが、 そのことで 、国も地教 委も学校も 安心してはな
らず、 ここからが 授業や行事 などすべて の教育活動 で教職員全 員の対応、 行動が求めら
れる。
３

これからの教職課程科目「生徒指導」の進め方
文部科学省は大学に教職課程の認定にあたり、その教育課程及び教員組織については、
免許状の種類ごとに、詳細に基準を定めている。中学校・高等学校教諭では、
「教職の意
義等に関する科目」、「教育の基礎理論に関する科目」、「教育課程及び指導法に関する科
目」、「生徒指導、教育 相談及び進 路指導等に 関する科目 」を大学に 置くことを 規定して
いる。
本学では前期「生徒指導（進路指導を含む）」（２単位）、後期「教育相談」（２単位）
を設定 している。 科目「生徒 指導」では 、生徒指導 の基礎的な 概念を整理 し、その範囲
を明ら かにしなが ら生徒指導 が教育全領 域で展開さ れるもので あることを 認識し、実践
的なあり方を身につけることとしている。テキストは「生徒指導提要」
（文部科学省）を
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使用し、具体的事例をもとに考察している。
また 、科目「教 育相談」で は、生徒一 人一人の発 達に即して 、好ましい 人間関係を 育
て、生 活によく適 応させ、自 己理解を深 めさせ、人 格の成長へ の援助を図 るものである
ことから、教師をめざす学生が教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む）
の理論 及び方法の 基礎を学び 、資質の向 上を図るこ とを目標と している。 科目「生徒指
導」と同じくテキストは「生徒指導提要」（文部科学省）を使用している。
「いじめ防止対策推進法」以降の教職科目「生徒指導」及び「教育相談」においては、
今後、次の事項をシラバスの盛り込み、指導方法や内容の改善を図っていきたい。
① 各学校はこれまでの取組を見直し、子どもたちの声を聞き、保護者の意見に耳を傾
け、地域や関係機関と連携を図りながら生徒指導について問い直す必要がある。学
校が閉鎖性を打破し、自らを外に開くことが要請されていること。
② これまでは組織的な取組という点で不十分であり、担任の抱え込みから事態が深刻
化してしまったことが多かった。今後は学校全体で対応することが求められており、
心理や福祉の専門家等との連携の重要性も指摘されていること。
③ 教職員と家庭・保護者がサポーターではなく、パートナーの関係を築くことも求め
ら れ て い る。 相 互 に 尊重 し 合 い 、「 子 ど も の危 機 は 社 会の 問 題 」 の認 識 を 共 有す る
ことが大切であることも指摘されていること。
４ 「講演会・シンポジウム」の概要
(1) 開催のねらい
平成 26 年４月に「北海道いじめ防止等に関する条例」が施行され、市町村や学校では
同条例 の趣旨を踏 まえ、見直 しはもちろ んのことそ の指導体制 の整備・強 化が求められ
ている。
今この時期に、
「大津市立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会」の委員長
を務め た大阪弁護 士会弁護士 の横山 巌 氏の講演を とおして、 大津市で起 きた事件をも
う一度 想起し、学 校の今を見 つめ直す機 会としたい 。さらに、 シンポジウ ムでは、本音
で意見 交換したり 、知恵を出 し合ったり して、子ど もたちの明 日を拓くた めの教育につ
いて共に考える場とすることをねらいとした。
(2) 講演会
講師の横山 巌氏は平成 24 年８月から 25 年１月 31 日までの間、「大津市立中学校に
おけるいじめに関する第三者委員会」の委員長として調査にかかわり、平成 25 年３月末
には、230 ページにも及ぶ詳細な報告書をまとめた。その調査は、司法で用いられる厳密
な事実 認定の手法 を取り入れ 、結論を導 き出してい る。そのこ とに説得力 があり、今後
の第三者委員会による調査のスタンダードになるべきとの高い評価を受けている。また、
この報告書が平成 25 年７月 17 日に文科省が発表した「チーム学校」など、学校活動を
担う外部人材を大幅に増員する方針を決める一つの要因になったといわれている。
横山氏は講演の中で、
「いじめは、いつでも、どこでも、だれにでも起こること。いじ
めが存 在している ことを否定 し、その存 在が隠され てしまうこ とこそ最も 恐れるべきこ
と」と訴えた。また、
「いじめは子どもの関係性の中で生じている。見えなくなっている
いじめについては、生徒自身の力で解決していくことが極めて大事である」と述べた。
また、教師及び教師を目指す学生に対して次のように訴えた。
「子どもたちは先生が好
き。先 生と話した がっている 。教師は人 の成長にか かわるすば らしい仕事 であり、だれ
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でもが なれるわけ ではない。 単なる職業 ではない。 皆さんは選 ばれた方々 。未来の担い
手であ る子どもと かかわれる ことに、誇 りと自信を 持って臨ん でいただき たい」と訴え
た。
さらに、
「いじめ問題に真摯に向き合うことで、いろいろな課題が見えてくる。その課
題に目 を背けるこ となく、教 師、学校自 らが取り組 むことで、 学校は常に 深化し続ける
と確信 する。教師 の皆さん、 教師を目指 している皆 さんには、 教師を目指 したときの原
点に立 ち返り、子 どもたちが 好きだとい う想いを持 って、子ど もとかかわ っていってほ
しい」と期待を述べた。
(3) シンポジウム
シン ポジウムで は、講師の 横山氏のほ か、条例に ついて説明 した主幹佐 藤裕之氏、 北
海道高 等学校長協 会調査研究 部人権教育 委員会委員 である足寄 高校長西堀 隆亮氏、元札
幌白陵高校 PTA 会長であり教育心理相談士でもある鎌倉真智栄氏の 4 人が登壇した。鎌
倉氏は 筆者が担当 する科目「 教育相談」 のゲストス ピーカーと して毎年招 いていること
からお 願いした。 コーディネ ーターは、 本学文学部 長の石田晴 男氏（前札 幌市立新琴似
北中 PTA 会長）が務めた。
議論 の中で、西 堀氏はこれ まで勤務し てきた多様 な高校にお けるいじめ への対応や 新
任校長 として現任 校で取り組 んでいるこ となどを紹 介した。ま た、いじめ 防止条例がで
きたことで、学校が組織として取り組むことが一層重要になったことを強調した。
鎌倉氏は、PTA 会長として校長と力を合わせ、学校改革に取り組んだ経験から、学校と
PTA そして地域社会との連携の重要性について話された。また、自身の子育ての中でいじ
めの体験があり、その際の学校の対応を思うと、
「教師は少し構え過ぎの傾向が強いので
はない か。先生方 が生徒を見 てちょっと 変だと感じ たときは、 子どもの体 や心が大きく
変化しているので、それを正面から受け止めてほしい」など教師に期待した。
佐藤 氏はいじめ 問題につい て、事実関 係を明確に しながら組 織で対応す ることや子 ど
もたち に自尊感情 や自己有用 感を育てる 教育活動を 充実してほ しいことな どを各学校に
要請した。
会場 からも中学 校教頭から 、中学校の 実態につい て説明があ り、学校運 営上からも ミ
ドルリーダーを育てることが課題になっていることが話された。
また、PTA 関係者からは、大津いじめ事件報告書の中には、PTA とのかかわりが表面に
出てこない。このように、学校は密閉空間になりやすく、意識的に PTA 等外部との連携
を図る ことが必要 である。さ らに、学校 のなかでの 生徒の様子 を一番把握 しているのは
養護教 諭の場合が 多いことか ら、養護教 諭の学校の 中での立ち 位置が非常 に重要になる
と思うなどの発言があった。
最後 に横山氏は 、今日のシ ンポジウム に参加して 、改めて学 校と保護者 ・地域社会 と
の連携 の重要性を 認識したと まとめを述 べたあと、 本日配布し た「大津市 立中学校のい
じめにかかる報告書全文をぜひ自分のこととして読み、何かを感じ取っていただきたい」
と参加者に期待した。
５

「講演会・シンポジウム」の感想・意見（参加者アンケートから抜粋）
120 名の参加者のうち本学学生は 40 名程度で、これは教職履修学生の約 25％に当たる。
将来教員を目指す学生たちであり、真剣に参加し全員が感想文を提出した。また、一般
参加者のうち、市町村教育委員会職員や PTA 関係などで約 40 名、教諭をはじめ養護教諭
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や副校長など小・中・高等学校関係者が 40 名ほどであった。
○ 私 は 不 登校や 登 校 拒否す る 子 どもは あ る 意 味 幸 せ だ と 思 う 。 私 は 中 学 校 1 年 生 の 時 、
クラス内でいじめを経験してからそう思うようになった。「学校には行きたくない」
と自分の意思表示ができる環境が整っているということは、裏を返せばバックアップ
が万全な状態であるからだ。私がいじめに遭っていたときに助けられたことは、決し
ていじめを誰かに止めてもらったことではない。ただ一言「大丈夫か？」「最近元気
か？」そんな何でもないような言葉がまるで自分を気にかけてくれているような気持
ちになる。ただそっと寄り添ってくれるだけでいい。そんな人が周りに一人でもいて
あげられるように、教員、友人、家族はいろんな視点から子どもを見ることが、これ
からの子どもたちが少しでも呼吸のしやすい、生きていきやすい、未来に希望を持つ
ことができることにつながると思う。
（人間生活学科 3 年）
○ 現在私は、「国のいじめ対策について」という題のもと、卒業論文を書いている。そ
もそも私がいじめについて興味を持ったのは、大津市のいじめ事件がきっかけだった。
今回、その第三者委員会の横山委員長のお話を聞けたことは大変貴重な体験で感謝し
ている。お話を聞いて、私は保育者を目指しているが、教師を目指す学生だけではな
く、これから親となる私たちや社会人の方にも本当に勉強になる講演会だったと思い
ます。（保育学科 4 年）
○ この講演会に来る前に、大津いじめ事件の記事を見直していたのですが、読んでいる
だけでも心が痛い事件でした。私も小学校の時にいじめられていたことがありました。
担任は助けてくれなかったし、家族にも相談できませんでしたが、友達が助けてくれ
ました。PTA の方の話、教師間の連携の話、コミュニケーション能力の話、条例の話、
とても幅広い話が聞けて本当にためになりました。参加することができてよかったで
す。（日本語・日本文学科 1 年）
○ 資料を見るだけで胸が痛み、涙が出そうになりました。やはり、担任の先生、周りの
教職員、養護教諭たちの対応を見る限り、私にははれものに触るような態度で、深く
関わろうとはしていないように感じました。もちろん担任の先生は責められたことで
しょう。しかし、養護教諭の先生も体に傷を受けた生徒を見てなぜもっと深入りしな
かったのでしょうか？私は対策というより、先生たちの心に疑問を持ちました。何と
かしなければならない、放っておけないという「情」が日々の忙しさで麻痺してしま
ったのではないかと思いました。先生方の心のケア、指導・支援もこれから重要だと
改めて思いました。
（日本語・日本文学科 4 年）
○ 有事が起こった後のことばかり考えがちだが、そうではなく「予防」に考え方をシフ
トした方が、様々な対応が可能だと気付かされた講演会でした。本市の教員の方々に
も聞い て頂きたか ったです 。「先生（保 護者）の気 づき」、 大切なことだ と思います。
貴重な時間を過ごさせていただきありがとうございました。（市町村教育委員会）
○ 今 日は大変勉 強になりま した。その 中でも改め て自分でも 意を強くし たのは、教師
は「 使命」であ るというこ とです。自 分自身、毎 日出勤する 朝に自分に 言い聞かせ て
いる ことですの で、まさに 「我が意を 得たり」と いう気持ち でした。決 して百点で は
ない 自分ですが 、使命感を 強く持ち、 自分自身の 人間的成長 も含め、ま た日々子ど も
たちとしっかり関わっていきたいと思います。（小学校）
○ い じめについ て「いつで も、どこで も、誰でも 」が被害者 、あるいは 加害者になり
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得る 状況におい て、教員と して第一に どのように して行動を とっていく べきか考え さ
せら れました。 また、大津 市立中学校 の報告書を 拝読させて いただくと 、被害生徒 Ａ
は何 度もサイン を出されて いるなかで 、生徒を救 うことがで きなかった こと、非常 に
胸が 痛みました 。このよう な痛ましい 事件を繰り 返すことを なくしてい くためにも 、
教育 現場や家庭 において、 子どもたち の成長にど う携わって いくべきか が、課題で あ
ると感じました。（中学校）
○ 教 師は仕事で はなく「使 命」という のは、今現 場で頑張っ ている先生 方にぜひ知っ
てお いていただ きたいこと です。学校 がいじめや 自殺の事実 を隠したり 、先生自身 の
不祥 事があった りして学校 や教師への 評価が社会 的に低下し ていると思 います。そ の
こと が先生方の 自尊心の低 下、さらに 心の病につ ながってい くのではな いかと考え ま
した 。これから の日本を担 う子どもた ちの教育に 携わること ができるの は本当に素 晴
らし いことです 。先生方が 自信を回復 し、向上し ていく社会 になるとよ いですね。 本
日はありがとうございました。（PTA）
おわりに
科目「生徒指導」では、教師を目指す学生に対して筆者の体験談をよく話しする。そ
れもほとんどが失敗談である。教師によるいじめや教師の監督不行届と毎日の学級・ホ
ームルーム経営は常に隣り合わせにあるという例では、私が担任をしていた中２女子生
徒のＭさん、高２男子生徒のＮ君の話をした。その生徒二人は、私のことを傍観者、同
調者またはいじめの加担者とみていたかもしれないという話である。日常の勤務を通じ
て、教師が自ら気付くのか、同僚の教師がどう助言するのか、また生徒の声なき声をど
のようにして丁寧に聴いていくのか。日々さまざまな方法で生徒と接していかなければ
ならないことを学生たちに伝えたい。
次年度は、いじめ防止対策推進法以降の教職科目「生徒指導」として、シラバスを再
構成したいと考えている。できれば、学生たちの手で、外部の方にもシンポジストに入
っていただき、授業時間内で 90 分一本勝負の「シンポジウム」やってみたい。人選も流
れも企画は学生たちに考えさせたいと思う。きっとすばらしいシンポジウムができると
思う。
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