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生 徒 指 導～いじめ問題への対応について～ 
川口市教育局学校教育部指導課指導主事  沼口 昭一郎

【このような学校（クラス）ではいじめが起きにくい】 

□全教職員が「学校いじめ防止等のための基本的な方 

針」を読んで理解している。 

□報告・連絡・相談・見届けが徹底されている。 

□いじめ情報がすぐにいじめ対策委員会（いじめ対応 

教員）に報告され、全教職員で情報を共有している。 

□アンケートは回収してすぐ目を通している。 

□善悪の基準がしっかり示されている。 

□担任がクラスの人間関係を把握している。 

□定期的・日常的に個人面談をしている。 

□担任にとって率直に相談できる教職員がいる。 

□スクールカウンセラーや相談員と協働できている。 

□学校（担任）が保護者の信頼を得られている。 

１ はじめに
「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」によると、全国におけるいじめの認知件数は、 
年々増加傾向にあり、本市においても同様の傾向が見られ 
る。これは、各学校が法の定義に基づいて積極的な認知に 
努めている結果である。また、いじめの解消では、①いじ 
めに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも３か月継続 
していること②被害児童生徒が、心身の苦痛を感じていな 
いこと、の条件に照らし合わせ、安易に「解消した」と判 
断せずに経過をよく見極めている状況も伺える。しかしな 
がら、「これはいじめではない」「いじめ認知後すぐに指導 
したから解決した」「いじめが発生したことを組織で共有 
していなかった」など、いじめとして認知しなかったこと 
や、初期対応が遅れたことなどにより、いじめが重大な事 
案となった例もある。 

２ なぜ、組織で対応するのか
いじめ問題に限らず問題行動の対応の際、学級担任や部

活動の顧問等、特定の教職員が情報を抱え込み初期対応が
遅れたり、適切な判断がなされずに問題が深刻化したりす
る例が多い。また、児童生徒が抱える課題とその原因・背
景の多様化等に伴い、学校だけで解決することが困難な事
案も増加している。そのため、問題を個人で抱えることな
く、組織で情報を共有し、複数の視点から児童生徒の変化
に対応できる体制を確立することが重要である。

３ いじめかな？まず「報・連・相」を
「いじめ問題は組織で対応する」 
いじめ防止対策推進法においてもいじめ問題に対して 

組織で対応することが示されている。例えば、学級担任と 
して、部活動の顧問としていじめの情報をつかんだ場合に 
どのように対応すればよいのだろうか。「自分が解決しな
ければ」「他の先生に迷惑はかけられない」など、一人で
抱え込んでいる先生はいないだろうか。重要なのは、一人
で抱え込まずに、いじめ対応教員、生徒指導主任、学年主
任など、他の教職員に相談し、情報を共有することである。
そして、確実に管理職まで情報を伝える。そのことで、迅
速かつ丁寧な初期対応を組織的に行うことが可能になる
とともに、児童生徒・保護者に対して誠意をもった対応が
できると考える。各学校においては、「学校いじめ防止等
のための基本的な方針」に則り、「いじめ問題対応マニュ
アル」などを作成することも、いじめ発生から解決までの
より具体的な流れを全教職員で共通理解・共通行動が図ら
れ、組織的にいじめ問題に対応することに繋がるものと考
える。更に、いじめ対応教員等が、情報を集約し、「いじ
め認知件数定期報告表」などに入力し、情報の共有を図る
ことで、自分の学級だけでなく、学校全体のいじめ問題を
共有することができる。 

４ 児童生徒が安心して生活できる学校（学級） 

づくり
  「いじめは、どの学校にも、どの学級にも、どの子供 
にも起こりうる」と、一人ひとりの教職員が認識するとと 
もに、日頃から全教職員が「いじめは絶対に許さない」と 
いう毅然とした対応をし「いじめを起こさせない」学校（学 
級）づくりをすることが重要である。 

５ おわりに
  いじめには「目に見えるもの」と「目に見えないもの」 
がある。だからこそ、いじめ問題に関する研修会や情報交 
換の場を定期的に設け、教職員間でいじめに関する認識を 
共有し、アンテナを高くするとともに、報告・連絡・相談・ 
見届けを徹底し、教職員一人ひとりの「いじめを見抜く力」 
の向上を図ることが重要であると考える。 

【組織的ないじめ対応の流れ】 

① いじめの発見 

 ・教職員による観察による発見。

 ・アンケートによる発見。

 ・被害児童生徒及び保護者等からの訴えによる発見。

② いじめ対応の体制づくり 

 ・「いじめ対策委員会」にいじめ発生を報告し情報を

集約するとともに、いじめ対応教員等を中心に指

導・支援体制を組む。

③ いじめの調査 

 ・複数の教員で、当事者からの聴き取りを行う。

 （原則、一人ずつ個別に聴き取る）

 ・保護者からの聴き取りを行う。

 ・聴き取った情報の整合性を確認する。

 ・事実の一本化を図る。       等

※いじめか否かは、個人ではなく組織で判断する。 

④ いじめの対応 

 ・該当児童生徒の指導・支援を行う。

・被害児童生徒の心のケア等の対応を行う。

 （カウンセラー、相談員との連携）

 ・該当保護者への報告・説明を行う。

 ・指導後の見届けを行う。      等

＜指導の手引き①＞
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「幼児期の教育との接続」と「伝え合い交流する活動の授業改善」について 

川口市教育局学校教育部指導課指導主事 渡辺 貴子 

１ はじめに 

 生活科は、幼児期の教育と小学校教育をつないでい

く重要な教科である。生活科は、設置された時「よき

生活者」を育成する教科として始まった。本気で自分

から取り組むこと、色々な人と力を合わせること、思

いや願いの実現に向けて努力することという「将来に

わたって役に立つ力」を育成する役割を生活科は担っ

ている。今回は、「幼児期の教育との接続とスタートカ

リキュラム」と「『伝え合い交流する活動』での授業改

善」について述べる。

２ 幼児期の教育との接続とスタートカリキュラム 

今回の改訂では、幼稚園教育要領、小学校学習指導

要領に、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示

され、幼稚園、保育所、認定こども園と小学校の教職

員等がこれらの姿を共有し、幼児期の教育と小学校教

育との円滑な接続を図るように努めることが求められ

ている。

総合的な学びから、各教科等における学びに円滑に

移行できるよう、幼稚園教育要領等に示された「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ、生活科

を柱に教育課程全体を視野に入れたスタートカリキュ

ラムの充実に学校全体で取り組む必要がある。児童の

実態を把握するにあたっては、幼稚園、認定こども園・

保育所などを訪問し実践の様子を参観したり、交流学

習、幼小連絡会、指導要録等を用いた直接の引継ぎな

どを通したりして児童理解に努めることが重要である。

３ 「伝え合い交流する活動」での授業改善 

従来から生活科において重視されてきた「気づきの

質を高める」という視点は、深い学びそのものである。

「気づき」とは、自らの思いや願いをもって活動や体

験を通し、実感を伴って「分かる」ことや「得られる

もの」である。

気づきの質を高めていくためには、伝え合い交流す

る活動において、一人一人の気づきを全員で共有し、

深めていくことが大切である。そのために教師がどの

ようにかかわるのかが重要である。

以下は、あさがおを観察し、教師が個々の気づきを

ファシリテーターとなってつなげていく児童と教師の

やりとりの例である。

「伝え合い交流する
活動」においては、
このように、教師の
意図的な働きかけに
よる双方向性のある
やり取り（子供⇔子供
個人⇔集団、子供⇔
教師）が大切である。
授業中の子供の言葉に教師が耳を傾け、「意味づけ」「価
値づけ」「方向づけ」ていくことで気づきの質が高まる。
そのためには、単元のねらいや教師のねらいを明確に
し、意図的に伝え合い交流する活動を仕組み、授業づ
くりを行うことが求められる。併せて、活動するだけ
でその力が身につくのではなく、根底には教師が児童
に寄り添い、共感し、協働することで小さな変化にも
目をとめるなどの深い児童理解がなされなくてはなら
ない。児童の自分らしくのびのびとした活動を促すた
めには、生活科に限らず全ての教科、日々の教育活動
における児童と教師との信頼関係が基盤となる。

４ 終わりに 

 生活科では、校外での活動を積極的に取り入れる等、

具体的な活動や体験を通して学ぶという特質がある。

今日の社会情勢の中においては、新型コロナウイルス

感染症拡大防止に十分配慮しながら、校外での教育活

動に創意工夫を図り学習活動の充実に努めていただき

たい。

Ｔ：あさがおを観察して発見したことは何ですか。

Ｃ：つるの間からつるが生えていた。

Ｃ：つるの間に葉が生えていた。

Ｔ：みなさんのあさがおを見てきましょう。

Ｃ：本当だ・・・（口々に）

Ｔ：そうやって、つるは伸びていくのですね。

【方向づけ】

Ｃ：咲きそうなつぼみがある。

Ｔ：ふつうのつぼみと咲きそうなつぼみは、どのよ

うに違うのですか。【比較】

Ｃ：咲きそうなのはグルグル。咲きそうじゃないの

は、こんなの（手で表現）

Ｃ：グルグルの色がついたつぼみ！

Ｔ：そのつぼみは本当に咲きそうなのですか？咲き

そうなつぼみを探してみましょう。

『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』

①健康な心と体

②自立心

③協同性

④道徳性・規範意識の芽生え

⑤社会生活との関わり

⑥思考力の芽生え

⑦自然との関わり・生命尊重

⑧数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

⑨言葉による伝え合い

⑩豊かな感性と表現

• 

＜指導の手引き②＞
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学校全体で取り組む道徳教育の環境づくりを目指して 

川口市立南中学校 教諭  小山 泰昇

はじめに 

本校は、平成２９･３０年度の

委嘱研究発表の成果と反省を踏

まえ、「学びをつなげ 夢をはぐ

くみ 未来を開く 連携教育の

推進」をテーマに舟戸学園学校間

連携教育の推進に取り組んでい

る。今回は現在本校で取り込んでいる教育活動を紹介

する。 

１ ハートフルタイムの活用 

 本校では毎月第二水曜日の朝に『ハートフルタイム』

を実施している。通常、朝読書をする朝の時間（20分

間）を活用して主に 

①読み物資料を学級で読む時間にする。（量的な時間の

確保） 

②授業の事前や事後として、自分の考えを書き込み欄

に記入する。（自己を見つめる活動の補助） 

③事前アンケートや調査のための時間として活用など 

 に取り組んでいる。授業時間の補足として、事前学 

習の時間として、各学年や学級の状況に応じて実施 

している。 

２ ローテーション道徳 

 主に 10～11 月にかけては各学年で授業者が 1 つの

資料を用いて全学級を順番に回り、授業を行うローテ

ーション道徳を実施している。ローテーション道徳の

有用な点としては、 

①一人の授業者が同じ教材を使って授業をすることに

より、学年全体としての授業の質を確保することが

できる。複数回、同じ授業をすることで授業者の練

度も上がることが期待できる。 

②中学校の場合、副担任も授業を行うことができるた

め、学校全体で道徳教育への意識向上を図ることが

できる。 

③経験の浅い先生方も他の授業者の授業見学がしやす

い環境を整えることができる。 

などが挙げられる。2年間実施し、今年度3年目を迎 

えるが、この有り方は概ね学習者にとっても、授業者

にとっても、満足度の高いものになっている。 

 課題としては、担任がクラスの学習状況を把握する

環境を整える必要があることや、学校全体で学習形態

を整える（いわゆる「〇〇中スタイル」のような形）

必要がある。 

 このローテーション道徳を行うことで、学校全体が

道徳科のよりよい在り方について考える環境として有

用であると感じている。 

３ 校内研修（倫理確立委員会との連携） 

 校内研修では、道徳教育推進教師を主とする道徳部

会と倫理確立委員会との連携による校内研修を行った。

不祥事事故防止の資料を独自に作成し、これを題材に

する模擬授業を行った。授業の一般的な流れを研修す

るとともに、“同じ資料という土台に立ったうえで話し

合う”ことから“自己を見つめる（自己理解）”の活動

になるまでの流れを研修した。 

４ 『考え、議論する道徳』を目指した授業づくり 

 各学年の実態に合わせて、道徳部会が中心となって

『考え、議論する道徳』を目指した授業改善の取り組

みも行っている。 

 昨年度、校内では３回の研究授業が行われ、その後

の研修ではそれぞれの授業の改善や指導のあり方につ

いて活発な話し合いが行われた。単に手法のみが先行

せずに、「自己理解・他者理解・価値理解」を深めるた

めの思考の補助となるよう

な工夫が求められる。教師

がよりそれぞれの時間のね

らいとなる道徳的価値を理

解し、それに向けた発問づ

くり、指導の工夫

を、南中全体でで

きるように取り

組んでいる。 

私の教育実践 
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川口市マスコット「きゅぽらん」 

短い夏季休業期間でしたが、各学校で様々な研修が実施されま

した。先生方は、２学期からの教育活動充実のために懸命に勉強

しています。子供たちはいつもと違う１学期末や２学期の始まり

を元気に迎えました。
教育ルポ 

８月～９月 各学校の教職員研修の様子

教科指導技術向上のための模擬授業 授業規律の徹底を図る方法についての話し合い

新郷小学校 

領家小学校

十二月田小学校 

倫理確立研修

戸塚東小学校 鳩ヶ谷小学校 

オンライン面談のための研修

教職員不祥事根絶研修

事例対応研修（ロールプレイ）

十二月田っ子体操研修 プログラミング教育研修

南鳩ヶ谷小学校 

外国語 研修

戸塚北小学校 

校内研修会（道徳）

柳崎小学校
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８月～９月各学校の子供たちの様子

エピペン対応研修 救急法研修会

里小学校

校内研修会（体育）

飯仲小学校

青木北小学校

校内研修会（不審者対応） 校内研修会（体育）

上青木南小学校 青木中央小学校

生徒指導研修会

幸町小（学級活動） 上青木南小（朝の挨拶）

神根中（避難訓練） 幸並中（部活動の様子） 芝東中（授業の様子）

南鳩ヶ谷小（学級活動）

十二月田小（交通安全教室） 戸塚東小（体育の授業）
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