
研究情報子ども社会研究12号JCI"･"α/qfC/"〃S"‘d)､.Mﾌ.ﾉ2,J""2,2006:106-123

子どもの「いじめ」問題

－児童臨床の立場から事例をもとに－

深谷和子

1．大人を悩ます子どもの問題

人の心や行動を扱う学問である心理学は幅広い領域から成るが、長い間、臨床心理学はそ

のほんの片隅にしか位置していなかった。半世紀の昔に心理学科を置いていた大学は僅かだ

ったが、筆者の学んだ東京教育大学の時間割を振り返ってみても、臨床心理学は非常勤の研

究者が半期2単位を講じていただけで、その内容は翻訳文献の紹介であり、座学であった。

子ども関連の領域で重要視されていたのは、児童心理学や発達心理学であり教育心理学であ

った。

しかし社会の大きな変化が子どもの生活を圧迫し始め、子どもがその影響を受けて多様な

問題行動を起こし、次々とマスコミで報じられるようになる。そうした問題に悩む子どもへ

の支援のための実践的な学問である臨床心理学が、次第に脚光を浴びるようになった。

むろん昔から大人が扱いに困っていた子どもたちは、ある割合で存在していた。非行や学

業不振、しつけの問題など、一口に言えば、大人のコントロールに服さない子どもたちであ

った。しかし子どもの引き起こす問題は、時代と共に次第に広がりと深刻さを増し、不登校

(登校拒否）や「いじめ｣、学級や授業の「荒れ｣、援助交際摂食障害リストカットなど、

今までに子どもの問題行動のリストになかった問題が次々とマスコミによって報じられるよ

うになる。そして残念ながらどの問題も収拾されないまま、また新たな問題が積み重ねられ

ていく。

本稿は、そうした様々な子どもの問題の中から、「いじめ」をとりあげて、その様態と具

体的な対応のどこに問題があるのかを、事例をもとに検証してみたい。

2．なぜ「いじめ問題」か

子どもは発達の途上で折々に問題を起こすが、その多くは一過性で本人の立ち直りも比較

的容易であり、一定の時期をやり過ごせば、後にそれほどの影響を残さない。しかし、中に

は人格形成上長く尾を引く点で放置できない問題もある。「いじめ」がその一つである。子ど

もの間で「いじめ」が発生していることを人々が知ったのは、せいぜい2，30年前である

が（後述)、この問題行動はあっという間に広がりを見せ、今なお子どもの間で発生し続け

(ふかや・かずこ東京成徳大学）
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ている。それはターゲットにされている子どものウエルビーイングを深刻に損なうだけでな

く、一種の社会不安（いじめられ不安）を子どもや親の間に発生させ、人々の対人態度に少

なからずネガティブな影響を与えている｡｢いじめ」がきっかけで不登校を起こし、成人して

｢社会的ひきこもり」に至る例も少なくない。とりわけ社会的ひきこもりは、斎藤(1998)

によれば100万人にも及ぶと推定される深刻な状況にある。

「いじめ」については、1980年頃から1995年頃までの15年間に様々な著書や論文が数

多く刊行され、雑誌で特集が組まれ、学会やその他でも多くのパネル等が実施された。その

経過の中で、「いじめ」の様態やメカニズムについての解明はある程度なされている。しか

し実践の学問である臨床心理学の立場からは、たとえ現象そのものにどのような解析がなさ

れても、現実に起こっている「いじめ」のケースに有効な対処ができなければ意味がないの

だが、学校側は依然としてこの問題への対応に手を焼いている。もっとも「いじめ」類似の

問題は昔からあって、餓鬼大将が地域の中にいた時代のエピソードが思いだされる。しかし

今は、何より子どもにとって安全と安心の場であるはずの教室を舞台として、こうした心理

的物理的加害行為が起こっている。学校という聖域を守るにはどうすればいいか、学校の力

量が試されている状況とも言える。

3．「いじめ」と不登校

臨床の事例の中で見ると、「いじめ」は不登校と強い結びつきをもつ問題である。

不登校について多少触れておくと、病気でも経済的理由でもないのに学校を忌避する子ど

もが人々の注目を引き始めたのは、昭和30年代後半からであった。初めに6大都市からの

発生をみたことで、人々は学校が競争的性格を強めたことが原因であると考えた。しかしや

がて、臨床のケースを扱うカウンセラーたちの間から、学校へ行かない子どもたちの背後に、

友だち関係のトラブルがあるとの報告がされるようになった。これが、「いじめ」がわれわ

れの視野に姿を現した初めであった｡｢いじめ」は不登校と違って統計資料に載りにくいので

発生時期を特定するのは難しいが、こうしたカウンセラーたちの報告から推察すれば、子ど

もの世界に「いじめ」が発生し、広がり始めたのは、昭和40年代からではなかったかと思

われる。テレビが日本で放映され始めたのは昭和28年だったが、33年の東京オリンピッ

クをきっかけに受像機の台数が飛躍的に増え、それまでのきょうだいや近隣の友だちの中で

の子どもの成長は、次第にテレビを友としての成長に移っていった。こうした要因から子ど

もの対人関係能力の低下が起こり、他の要因も複合的に加わって「いじめ」が発生し始めた

と思われる。

「いじめ」の存在が日本中に広まったのは、1983年（昭和58年)NHKのおはよう広場

(昭和58年9月26日、27日、28日、10月4日に放映）からである。番組担当者によると、

この3日間に2,500本の電話と400通の投書が局に寄せられたと聞く。当時としては大変

な反響であった｡｢実は自分も、自分の子どもも」とする反応が次々と寄せられて、人びとは

子ども世界にただならぬ状況が広がりつつあることに気づき始めた。この時から「いじめら

れる」ではなく「いじめ」という名詞が使われ始めた｡(深谷、1996)(遠藤、1984)
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しかし、「いじめ」が人々の知るところになっても、その正体や発生因についての人々の

理解は長らく不十分なままであった。教師も親も「あなたが弱いからいじめられる。強くな

りなさい｣｢問題があるからいじめにあう。反省しなさい」と子どもを諭した。また「最近の

子どもは、いじめられた経験がないから相手の痛みが分からないのだ」とする見方も盛んだ

った。相手の身になることを分からせようと、説諭や道徳の授業が盛んに行われた。従来か

ら子どもの間にあった「喧嘩や意地悪、いやがらせ」と、これとはやや異なった性質をもつ

｢いじめ」との違いが理解されるにはかなり時間が必要であった。

4．鹿川裕史君の自殺

1986年2月1日、東京都の中野富士見中学校2年生の鹿川裕史君が、「いじめ」にあっ

て自殺した。それまでも「いじめ」自殺は少なからずあったと思われるが、この事件では遣

耆が残されており、社会に大きな衝撃を与えた。加害者側に加害の意識が希薄で、ゲーム的

気分が濃厚な「いじめ」の本質が目に見えた事件だった（朝日新聞社,1986)｡*資料1

資料I<鹿ﾉ"裕史君の遺言〉

家の人、そして友達へ

突然姿を消して申しありません

（現因について）詳しい事については

AとかBとこかにきけばわかると思う

俺だってまだ死にたくない。

だけどこのままじゃ「生きジゴク」になっちゃうよ。

ただ、俺が死んだって他のヤツが犠牲になったんじや、

いみないじゃないか、

だから、もう君達もバカな事をするのはやめてくれ、

最後のお願いだ。

昭和6I(1986ノ年2月1日

鹿ﾉ"裕史

「いじめ」はこの事件をきっかけに、社会問題化する。世を挙げての抑止策が講じられる

中で、1994年11月27日には愛知県西尾市の東部中学校で、中2の大河内渭輝君が「いじ

め」を苦にして自殺した。こうした状況を受けて、1996年1月30日には当時の奥田文相が、

多発する「いじめ」といじめ自殺に対して、子ども、親、教員、地域住民に向けて「かけが

えのない子供の命をまもるために」との1,600字にわたる緊急アピールを発表した。いじ

めを扱った数々の著書が刊行され、書店にはいじめのコーナーが設置された。

「いじめ」の発生は、昭和60年度が頂点であった。文部省統計によれば、昭和60年度

は4月1日から10月31日迄に155,066件に達している。しかし「いじめ」には暗数が多

く、実際はこの数字の何倍もの件数が発生していたと考えられる。その多くは「菌ごっこ」
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に代表されるように、目新しいゲームとしてクラスを巻き込んで行われた。高穗(1999)は、

時代と共に「いじめ」の質が変化してきたことを指摘し､「ガキ大将型いじめ｣｢差別型いじめ」

｢情報体験としてのいじめ」に3分類しているが、子どもたちがマスコミ報道で面白そうな

ケーム（｢いじめ｣）の存在を知って、この時期から全国に広がったと思われる。昭和61年、

当時のアイドルだった岡田有希子が自殺した報道で、次々と子どもたちの自殺が発生したの

と似た現象であろう。

しかし「いじめ」は翌61年度には3分1(52,611件）に減少し、62年度には35,067件、

その後は横ばい状態となって来ているが、この数字はあく迄も学校側が把握した数字に過ぎ

ない。

しかしわれわれは、とりあえずこのようなゲーム型の「いじめ」や根の浅い「いじめ」を

抑え込むことには成功したものの、「いじめ」には、いじめずにはいられない子どもの中の

問題がある。妬みや自分でも気づかないいらだち、何とはなしの不幸せ感に根ざす「いじめ」

は、その根が解消されなければそのまま根を張り続ける。

また最近の「いじめ」は倭小化してきており、いっそう人目につきにくくなっている。子

どもに集団力（集団で行動する力）が失われてきており、徒党を組めなくなっていること、

子どもたちが過敏で心が傷つきやすくなってきたことなどから、「いじめ」にある種の質的

変化が生じつつある。最盛期の「いじめ」は、ターゲットにした子に対して皆で共同歩調を

とり「無視や仲間外れ、悪口、嫌がらせ、いたぶり」のような攻撃を長期的に加えるパター

ンであった｡「いじめ」は見えにくいというものの、「いじめ」集団のサイズの点では、発見

が比較的容易であったともいえる。しかし最近の「いじめ」は「ステルス型のいじめ」とで

も言おうか。女子によくあるタイプの「いじめ」であるが、数人でかたまって何となく仲間

に入れない、突然冷たくする、悪口のメモを廻す、じろじろ見たり、ひそひそ話をするなど

で、また場所も、放課の帰り道、部活や塾、お稽古ごとの場など、以前よりさらに大人の目

のとどかない場で行われるようになった。したがって、「いじめ」の発生件数を数えるのは

いっそう難しくなってきている。

このような小学校上学年から中学生の女子の扱い方のむずかしさには、最近、多くの担任

が手を焼いている。この問題は外国でも同様らしく、この問題を扱った本が多数出版されて

いる｡（レイチェル・シモンズ,2003)(ロザリンド・ワイズマン,2002）例えばワイズマンは、

｢意地悪な女の子たち」の章で「影で悪口を言う、うわさ話しをする、裏表がある、やきも

ちをやく、競争心が強い、批判的、批評がましいことをいう、秘密をばらす、人につきまと

う、彼氏を奪う、友達を選ばせる、裏切る、移り気」などを挙げている。そのような友人の

態度への敏感さや小さなことに傷つきやすい心があって、いっそう状況が悪化する。子ども

が総じて子どもらしさを失い、せせこましく、底意地が悪くなってきているとも見ることが

できそうだ。何故なのだろうか。

最近、筆者は都内の大きな書店をいくつか廻って見たが、「いじめ」のコーナーは既にど

こにも設置されておらず、一般の教育書に埋もれて僅かに何冊かを発見しただけだった。代

わって設けられているコーナーは、不登校、虐待、ADHD、自閉症スペクトラム（連続体)、

LD(学習障害）等である。しかし、「いじめ」が沈静化したとは思われない。現場の教師

ユ09



子ども社会研究12号

に「いじめはなくなりましたか」と尋ねると、「ひと頃ほどの数ではないが、まだ確実に起

こっている。ただわれわれが実態をつかむのが、いっそう難しくなっているような気がする」

とする答が帰ってくる。鹿川裕史君が「もう君達もバカな事をするのはやめてくれ」と遺書

を残してから20年が過ぎた｡｢いじめ」は質や形を変えただけで、なおも子どもの世界に根

を張りつづけている。なぜ「いじめ」の発生が抑えられないのか。大人の対応が力をもたな

いのはどこに問題があるのだろうか。

5．『いじめ」問題にある対応の困難さ

「いじめ」問題については既に多くの研究書があるので、ここではいくつかのポイントを

抜き出すにとどめる。

(1)類似の行為と区別が難しい

「いじめ」は、「健康な攻撃性の発揮」と「非行」との中間領域にある行為で、そのためし

ばしば両端のカテゴリーにある行為との弁別が難しく、それもあって対応が難しい｡(深谷、

1996)

(2)子ども集団内部の問題

「いじめ」は子ども集団の中で起こるので、発生を抑えることがむずかしい。多くは学校

(クラス）を場とするが、塾や部活でも起こる。学校の休み時間だけでなく、放課後の帰り

道でも起こるので、発見がむずかしい。

(3)子どもが訴えない

「いじめ」の被害者の多くは、自分がいじめられていることを教師や親に訴えず、隠し通

そうとする。本人が訴えないのは、日本の子どもにある「主張性の弱さ」だけでなく、他人

との関係の中での「自尊心の問題」や「親を心配させたくない｣｢大人の問題解決能力を信頼

していない」などの理由があるので、説得しても本人からの訴えはほとんど期待できない。

しかし、渦中にある子どもは心身に何らかの徴候を示す。大学生の回顧的調査（深谷他

2003）によれば、「いじめ」にあっている最中に、多くの身体症状、精神症状が発生してい

る。筆者の調査によれば、次のように多岐にわたる症状が出現している。

表1「いじめ」にあっていたときの心身状態

身体症状／食欲低下、過食、睡眠障害、夜うなされた

社会的引っ込み／完全不登校、学校を休みたい（休んだ）、帰宅後外に出ない、

休み時間に友だちを避けた

学業への影響／授業に集中できない、家で勉強に身が入らない、成績低下

攻撃性の増加／ものを壊した、ものに当たった、きょうだいや小動物に当たった

内的状態／不幸せ感、孤独感、いらいら、うつ状態、人が恐い、死にたい
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この資料をみると、現場を目にすることは難しくても、周囲が少し注意深ければ被害者の

上に何かが起きていることはある程度察知できると思われる。

(4)発見しても対応が難しい

「いじめ」が発見されても、大人の介入が難しく、効果が上がらない。教師は歴史の中で

長い間、「説諭」を武器にして子どもの指導に当たってきた。それが教師の武器であった。

しかし最近のように教師への尊敬や信頼が全般的に低下していれば、この武器の有効性が失

われる｡｢いじめ」の多発や悪質な「いじめ」は学校や学級が荒れ状態を呈するときに発生し

やすいので、教師への信頼感はいっそう低下した状態で起こる。したがって、従来とは違う

種類の指導力が学校側に求められることとなる。

(5)PTSDが深刻である

「いじめ」が終われば問題が解決するわけではなく、そのPTSDは成人した後までも残

り、しばしは適応上深刻な問題を生じさせる。

6.事例の検討

次に､「いじめ」対応の困難さに直面している学校の事例を検討する。この事例で学校側は、

｢いじめ」解決に向けて、学校という枠の中での努力はしていると思われるが、事態は一向

に改善されない。学校がこれまでの発想やルーティンの指導方法に頼ることをやめて、問題

解決への新しい力量を備えないと、今後も学校に降りかかるであろう各種の危機への対応は

困難ではないか。例えば、子どもの心理とそれをとりまく集団の力学の理解、子どもや親の

心に対する敏感さと手当て等、学校外の社会で人々のもつ問題解決の方法を備えることが重

要と思われる。

<事例〉

(学校が特定できないように、問題の本質を損なわない程度に加工してある）

(1)問題

中学3年の女子生徒が、教室移動の際に上着や教科書、アクセサリーを盗まれ、トイレ

のゴミ箱にすてられる事件が発生した。事件は1，2週間の間隔で何度も発生した。それ以

外にも机に「死ね｣「うざい」とマジックで書かれ、また壁に貼られた運動会の集合写真の本

人の顔に画鋲がつき刺される。加害者は3．4人ではないかと思われるが、特定できない。

女子生徒は食事が摂れなくなって、内科に通院している。教室に入ると吐き気がするので

登校すると保健室に行き、養護教諭と話しをして気分を落ちつかせてから授業を受ける。休

み時間はいつも教室で一人、本を読んで過ごす。友人はいない。日に何度も学校から母親に

｢早退したい」と電話してくるが、母親は頑張って授業を受けるように励ましている。本人

はバスケット部に所属しており、バスケットの強いA高校への進学を目標にしている。母親
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が「欠席が多くなると、A高校に行けない」と説得しているので、辛うじて完全不登校にな

らずに持ちこたえている。しかし、この髪の毛一筋ほどの「守り」がいつまで機能し続ける

かは危ういものがある。

(2)親と学校のやりとり

本人は担任に「いじめ」を訴えたが「我慢しなさい」と言われたそうである。(担任がどん

な文脈の中でそう言ったかは分からないが、本人は、そう捉えている）親は校長に面会を申

し入れ、速やかな対応を要求した。資料lは学校側に対する親の要望事項で、校長がメモ

したものをカウンセラーが入手した。

資料2親からの学校への要求（その1）

I)子どもの「いじめ」被害に対して、具体的対応策を示してほしい

（再犯の防止策を示してほしいノ

2）犯人を探してほしい

3）移動で教室が空になる際には施錠してほしい

4）いじめられている子と，もの気持ちを理解してほしい

子と、もは平気なわけではなく、気持ちがあるんだ（ママノ

5ノとにかく、安心して通える学校にしてほしい

この中には、「いじめ」の対処に重要な手がかりが挙げられているが、学校側はそれに気

づかないのか、その後何も動きがなかったので（対応策が内部で協議されたとしても、親に

は伝わっていない)、親は1週間後に2度目の面会を申し入れた。

資料3親の学校への要求（その2）

Iノどうして回答するのにそんなに時間がかかるのか。

期日を切ろうとしても、上旬とか中旬とか、暖昧な言い方しかせず、しかもそれを過ぎ

ても回答をしないのはなぜか。学校側に誠意が感じられない。自分の子どもだったらと、

自分に置き換えて考えてほしい。

2）学校側は「頑張る」と言うが、頑張るとは具体的にどういうことなのか。具体的にこ

の件に対して何をしているのか、しようとしているのか。

3ノとにかく、子どもが安心して通える学校にしてほしい…それだけです。

この要求は外部者には当を得ているように思われる。しかしこれに対して3週間後、学

校側から親に届けられた文書は次のようなものであった。
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資料4いじめ問題への対応について

○方針

･生徒と生徒、生徒と教師間の人盾潤係を育成する

･相手の立場に立ち、人の心の痛みの分かる心の教育を進める

○○中学校

○今後の対策

1．短期的対策

･生徒指導委員会に本件の連絡

･生徒に「いじめ」に関するアンケートを実施し、実態把握と情報提供の呼びかけを行う

．結果の集計と、それをもとに学級委員会で話し合い、学年集会でまとめを発表する。そ

の内容によっては、専門委員会や係活動等で組織鯨運営を図る。2．長期的対応

･道徳の授業を中心に心の教育を進める（各クラス同じ教材で3回ずつ）

･先を見通した資料収集に努める

○いじめへの対処

･記録、写真を残す（情報の活用を図るノ

･生徒との対話を増やし、日頃から積極的に情報を集める

．教室を移動するときは、学級委員が最後に出てドアを閉める

．休み時間に教師が、担当を割り振って、教室と廊下を巡回する

．「いじめJが発生したときは、当該学年だけでなく、校長、教頭、他学年の職員にも情報

伝達を行い、組織的に対処する

｡被害にあった生徒の心のケアを充実させる（養護教諭､SC､保護者との連携を密にする)。

（以上ノ

この文言には、現実に「いじめ」にあって心身症状を発生させている生徒の扱いをめく．っ

て、学校が具体的にどう問題を解決ようとしているかが見えてこない。

(3)問題の外部化と学校側の対応

3週間待たされてこの文言を受け取った親は、遂にキレる。子どもに聞いても何も解決策

が実行されていない（と親は感じている)。学校側に解決への誠意が感じられないとして教

育委員会に電話をする。ここでも電話を受けてくれただけで、事態は動かなかったと親は言

う。

次に相談機関に相談が申し込まれて、外部の相談室が関与することになった。

学校側はその後、緊急保護者会を開く。主旨は「学校ではいじめの他にも種々問題が起き

ており、学校だけではもはや対処できないので保護者に力を借りたい」であった。その席上

では、他に数名の親が子どもの「いじめ」被害を訴えた。その結果、保護者のボランティア

が休み時間に校内を巡視する事になった。しかしこれらの方法は、単なる形づくりという印

象を受ける。
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数日後、遂に親は警察に電話した。警察からは「本人と一緒に来るように」と指示があっ

た。初めは女性の相談員が、代わって制服の警官が話しを聞いてくれたが、結局「被害届を

出すと、警察が学校に捜査に入らなければならなくなる。よく考えて届を出すかどうかを決

めなさい｣｢被害届を出すかどうかにかかわらず、いつでも相談に来なさい。話を聞いてあげ

るから」と言われ、親は被害届を出すのをやめた｡（しかし相談室側は、警察官と接触させた

くなかった。こうした際の事情聴取は、子どもへのかかわり方への特別な教育や計||練を受け

た專門官であってほしいが、おそらくその可能性は低いであろう。この事情聴取が子どもの

心の傷口を広げるのではないかという不安を感じた。ここまで親の行為がエスカレートして

いくのを、学校は防げなかったのだろうか）

(4)相談機関の対応

相談室では、担当相談員が校長に面会を申し入れた。

校長は真面目で善良な人という印象で、この事態に困り抜いており、カウンセラーにも

「どうしたらいいか教えてほしい」と繰り返した。親は「学校側に力量がない」と表現したが、

確かにその印象は否めなかった。学校側が親に示した文言（資料3）がそうだが、マニュア

ルに基づいて作成された感じである。これに対して親側の要求（資料l、資料2）はよく本

質をついている。しかし、学校側は親の怒りを理解できずに、「夫婦で校長室に乗り込んで

こられるのです」と当惑している。学校が長い間世間から守られた壁の中で、危機や脅威に

さらされることなく過ごしてきている間に、親たちのほうが各種の対応力を蓄積してしまっ

たのだろうか。

(6)この事例における学校と親への相談室側の具体的助言

①生徒側が学校に信頼感をもっていないという前提で対応してほしい

「荒れのない学校」で有効な生徒指導上の説諭や説得などの方法でなく、荒れた現状を踏

まえて新しい方法を考えてほしい｡(校長は「でも、多くの生徒は担任を信頼しています」と

述べ、他方で子どもは「先生をみんなバカにしている」と語っている。現状への認知のズレ

が大きい）

②「いじめ」への真剣な対決姿勢を内外に示してほしい

ある意味で日常的になってきた「いじめ」に対して、学校側（担任）が危機感を欠いてい

る印象を受ける。子どもは心身症的状態を起こしており、①親によるサポート、②相談室の

対応、③A高校に進学したい、などの3つの力が「守り」となって、辛うじて完全不登校、

もしくは不測の事態に至らずにいるに過ぎない。数日前にまたC県で「いじめ」自殺が発生

した状況をもっと深刻に受け止めてほしい。

③生徒にも親にも「伝える努力」をしてほしい

学校側が「いじめ」に真剣に対応しようとしている姿勢が見えない。その姿勢をクラスの

生徒、本人、親に分からせてほしい｡｢いじめ」は大人（学校）と児童生徒の勢力関係の中で

発生し、両者の綱引き状態がある。加害者側に「どうせ学校は何もできないに決まっている」

など、自分たちの力を過信させることのないようにしてほしい。担任は、自分が「いじめ」
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を許容しないこと、｢いじめ」のないクラスや学校にしていく姿勢を生徒に示してほしい｡｢い

じめ」が起こった場合は事実を隠ぺいしないでほしい｡（この事例では「いじめ」行為を学校

内外に隠しており、相談室側で使用した「いじめ」を「嫌がらせ」に言い換えて対応した）

④本人に「見捨てられ感」を与えないでほしい

ターゲットにされている生徒が、自分が周囲からそれとなく支えられていると感じられる

ように、常に遠くから支え続けてほしい。みなの前で大仰に働きかけるのではなく、眼差し

一つ、短い言葉一つによっても見守る者たちの心は伝えられるであろう。

⑤加害者へも柔らかな接近を試みてほしい

加害者側も何らかの不幸を背負っている者たちであろう。適度な距離をとりながら、それ

となく彼らに近づいて、担任の関心とある種の好意を伝えてほしい｡｢君たちのしていること

は許されないことだけど、でもやっぱり君はこのクラスの大事な生徒だよ」という気持ちを

眼差しにこめて伝えたい。その事例を挙げる。

<大学生の回顧的調査の記述より>(1)(深谷,1996)

Aというリーダーに同調して、自分のグループ内で「いじめ」が始まった。しかしい

じめる側をきちんと指導してくれた教師がいたので、「いじめ」はエスカレートせずに

終わった。

その担任は、やたらに教室に来るようになって、教室で仕事したり、みんなと話した

りしていた。ぼくのいたグループにやたらに近寄って来て、「おはよう」とか、「元気で

やってるか｣「こないだのテスト頑張ったじゃないか」とか言うので、初めは気味が悪く

て、「やぱいぜ」とか何とか言っていたが、「いじめ」のことはなにも言われなかった。

気がついたらいじめに飽きていた」

⑥親の感情に十分な配盧をしてほしい。

学校側の対応のまずさから親が感情的になり、子どもも一層心理的に不安定になり、さら

に親の行動がエスカレートしていく。

学校の都合ではなく社会的常識のレベルで対応してほしい。対応は速やかに、どう対応し

ようとしているか説明し、期限を切っても間に合わなければきちんと説明するなど。また親

に出す文書には暖かみと誠意が感じられる表現を工夫するなど。

⑦とりあえず、できることからやってほしい。

今回の行為は移動教室で無人の教室で発生するので、教室を空にするときは施錠し、ロッ

カーにも施錠したらどうか。現に私立・公立の学校でその例もある。（この助言に学校側は、

｢このクラスや学年だけ、またうちの学校だけ施錠をするのは、学校の荒れを世間に公表す

ることになるのでできない」という）

治安のために日本でも、全ての学校の教室とロッカーへの施錠が可能なように設備を整え

ることが必要になったのではなかろうか。ドイツの学校は生徒に休み時間に教室に残ること

を許さず、教室を全て施錠して外で過ごさせると聞いたことがある。日本でも現在、公立の

一部また私立で、施錠する学校もある。学校が既に聖域ではないことを踏まえて対応せざる
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を得なくなっている）

もし施錠が可能でなければ、「いじめ」の発生したクラスでの移動教室時には、授業のな

い教員が交代で詰めて事務をするとか、または親のボランティアには、時間を呈示して教室

に貼りついてもらうなど。ただの校内巡回では意味がない。

⑧長期的には、生徒が自己発揮できる場のある楽しいクラスづくりをしてほしい。

その意味は次の例にみることができる。

<大学生の回顧的調査の記述より〉(2)（深谷、1996)

私が小学校の頃、クラスには「いじめ」の対象になりそうな人と、「いじめ」っ子に

なりそうな人がいたが、誰もその子を「いじめ」なかった。担任の先生の指導のおかげ

だと思う。仲のよいクラスだったから、自然にクラスのカラーのようなものができてい

た。また中学になるととくに勉強が忙しくなるので、生徒間の交流の機会を増やすほう

がいいかもしれない。

<同〉(3)

「いじめ」を起こさないためには、学校でクラスの仲間意識を広げるべく、行事を多

くして、人の輪を広げる。クラスのみんながそれぞれ自己発揮をできるようになってい

て、しかも凄く仲がよければ「いじめ」は起こらない。私のいた中学校、高校がそうい

う学校だった。

(7)相談室側の対応

同時に、相談室側がこのケースにしているサポートを伝えて、理解と協力を求めた。

①不登校や最悪の事態を引き起こさないために、心理療法によって子どもを支え、レジリ

エンス（心の強さ、心の弾力性／後述）を強化し、心理的な安定をはかっていく。

②親には、子どもら毎日十分に話しを聞き取ってやるように。親にできることは、子ど

もの話を毎日聞いてやること。子どもと一緒になって見えない加害者に怒りをぶつけ、「い

じめ」にあっている辛さを共有してやってほしいと助言している。

③親の感情を安定させるためにも、親面接を継続する。

④以後も相互に連携を取り合いたい。

(8)レジリエンスについて

レジリエンス(resilience)は最近心理学や医学で注目され始めた概念である｡｢深刻な危険

に遭遇した際に、適応的な機能を維持しようとする現象｣(Rutter,1990)であり、また「困難

な状況にさらされても、重篤な精神病理的な状況にはならない、あるいは回復できるという

心理面の弾力性(Glantz&Sloboda,1999)などと定義される。(小塩他、2002)従来用いら

れた耐性(tolerance)よりも積極的な内容を含む概念である。子どもの成長に保護過剰な環

境の中で、人の中にある回復力、危機やトラウマからの復元力への信頼への着目を促す点で、

今後、教育の中で取り入れたい概念である。

「いじめ」は発見されてもすぐ．には解決に至らずに、多くの場合は解決までに一定の時間

11戸
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が必要であり、その間を持ちこたえる力（心の強さ）が本人の中に必要である。また「いじ

め」のトラウマはその後も本人の対人態度や自己価値観にマイナスの影響を及ぼす場合がし

ばしばであるが、それを乗り越える力も必要である。レジリエンスは人が逆境に直面して、

それを克服し、その経験によって強化され、変容されると考えられている。

「いじめ」にあって不登校を起こす者、「引きこもり」になる者、対人関係障害が尾を引い

て精神科に通院する者、逆にその体験をバネにして大学に進学する者など、ケースを見てい

ても予後は様々であるが、レジリエンスはその説明概念として使えそうである。アメリカで

は親の離婚や、被虐待，少年非行、DVなど子どもが危機にさらされることの多い社会であ

る。レジリエンスの語は使っていないが、そうした逆境に置かれた子ども対象に、多くの本

が出版されている。(カウフマン他，2005）

この概念についての研究は緒についたばかりであるが、楽観性、積極性、自尊感情とも関

連が見いだされている。ここで扱った事例では、悪い状況の中でも、周囲から支えられるこ

とで、本人の心の力は強化されているとも解釈できそうである。支え手の数と支え手の本人

にとっての意味、援助性の強さなど、周囲の人間関係資源が重要と思われる。

本人を、親、担任、教護教諭、SC、他の教員などが、言葉はむろん、眼差しによる表現

や態度で支えること。さらに担任は、周囲の生徒に、本人への電話、手紙、人のいない場所

での声かけなど、「いじめ」集団のメンバーがいないところで相手を支える働きかけを用意

することも必要であろう。学校は今、子どもとその環境への新しい戦略を求められている。

7｡まとめ：この事例が示すもの

「いじめ」行為の解決のカギは学校側が握っているが、この事例で状況が一向に改善しな

いのはなぜだろうか。

①具体的な戦略に欠ける

学校側としてとりあえず何ができるか、何から始めなければならないか等の、具体的な方

法が案出されていない。あらゆる状況を見すえて学校ができる策を練る必要があるが、会議

を開いているだけの感じを受ける。また、学校側のしようとしていることを、本人と親、生

徒などにその都度伝えていく努力がされていない。

②相手の心に思いが及ばない

当事者たちの心への手当てができていない。子どもはむろん、親やまた加害者の心理を把

握していない。結果として子どもも親も学校側からの「見捨てられ感」を抱き、親は「自分

たちが守らなければ」と、行動をエスカレートさせ、学校にはできない要求を突きつける。

また加害者側の行為の継続を弱めるための手当ての視点も欠いている。

③対応の遅さ

危機対応は速やかでなければならないが、学校側の動きが遅い。学校に流れる時間は、社

会的な時間の流れと大きなズレがあることを感じる。子どもを教育する際の「学校時間」と、

危機対応の際に必要な速度は違うはずである。

④形作りに終始している
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アンケートをとる、緊急保護者会を開く、親に書類を出すなどは、マニュアルに従った外

部に向けての形作りに過ぎない印象を受ける。｢いじめ」限らず危機はその都度種類と内容が

違い、マニュアルに頼ることのできない解決方法がその都度必要なのに、そうした多様な脅

威に慣れていない学校の対応は、あまりにも不器用である。

おわりに

「いじめ」は子どものウエルビーイング(wellbeing)が保障されていない環境で多発する。

個々の事例への適切な対応能力とともに、大きくは、子どもが子どもの間で成長できるよう

な社会、教師と子どもが暖かい関係になりやすい小さなサイズの学級や学校、放課後に友だ

ちと遊べる自由時間を多く与えることなど、子どもが屈託なく自己発揮して過ごせるように、

様々な援助が必要であろう（足立、2005)。また学校や担任は、個々の子どもが「いじめ」

を起こさずにいられる学級づくり、それぞれの子どもが暖かく交流の多い学校での時間の過

ごし方ができるような取り組みをしてほしい。
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別役実1987ベケットと「いじめ」一ドラマツルギーの現在岩波書店

別役実・芹沢俊介・山崎哲1995<いじめ〉考春秋社

土居健郎・渡部昇1995いじめと妬み－戦後民主主義の落し子PHP研究所

江川玖成1986いじめから学ぶ－望ましい人間関係の育成大日本図書

遠藤豊吉I984弱いものいじめ－教室からの報告日本放送出版協会

エリオット,M.&キルパトリック,J．M、平野裕二訳1997いじめに立ち向かう－キッドスケ

ープ・トレーニング・ガイドアドバンテージサーバー

深谷和子1985いじめモノグラフ中学生の世界Vol.22福武書店

深谷和子編1986aいじめ－家庭と学校のはざまで現代のエスプリ至文堂

深谷和子・中原美恵l986b調査レポートI小学生の「いじめ」現代のエスプリ228至文堂

34－43．

深谷和子l986c「いじめ」－ギャング・エイジの異形の姿現代のエスプリ228至文堂5-18

深谷和子l986d調査レポートII中学生の「いじめ」現代のエスプリ228至文堂44-56
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深谷fll子1996「いじめ世界」の子どもたち金子書房

深谷和子・斉藤浩子・熊沢幸子・羽矢節子・出水衣絵2003「いじめ」の残したもの

平井信義・本吉圓子1996「いじめ」と幼児期の子育て－親・保育者の責任と役割萌文社

古市裕一・岡村公恵・起塚考子・久戸瀬敦子1986小・中学校における「いじめ」問題の実態とい

じめっ子．いじめられっ子の心理的特徴岡l11大学教育学部研究収録7175-194

古市裕一・尾崎文・金政瑞穂2000いじめへの対応のあり方とその規定要因｜州山大学教育学部研

究集録第113号51-58

浜[H寿美男・野田止人1995事件のなかの子どもたち－「いじめ」を中心に培波耆店

濱口佳和・笠井考久・川端郁恵・木村史代・中澤淵・三浦香苗1996「いじめ」現象についての子ど

もたちの認識一架空のいじめエピソードに対する自由記述のデータの分析千葉大学教育扣談研

究センター年報第13号25-44

濱ll佳和・三浦香苗・清水幹夫･LII瀞潤・笠井孝久1998いじめに対する子どもの対処行動に関

する研究千葉大学教育実践研究5，23－34

橋本治1998いじめと自殺の予防教育明治|渕書出版

橋本摂子1999いじめ集団の類咽化とその変容過程一傍観背に着目して教育社会第64*

123-142

奏政春l997子どもたちのいじめに関する実態一「教育ストレス」に関する調査研究（Ⅶ）福岡教

育大学紀要第46号第4分lll141-94.

畠瀬直子1986いじめられっ子救川作戦有斐|淵

保坂展人1994いじめの光景集英社文庫

保坂展人1995統・いじめの光景一こころの暴力と戦う集英社文庫

イギリス教育省／佐々木保行監訳1996いじめ－一人で悩まないで教育開発研究所

井上健治・戸田有一・!|'松雅利l986東京大学教育学部紀要26,89-106

入沢充編2000季刊教育法（臨時噌刊)Nol26エイデル研究所

IMAGO特集いじめの心距l9951MAGO6-2青土社

稲村博1986いじめ問題一「1本独特の背景とその対策教育出版

稲村博・斎藤友紀雄編集1995いじめ自殺現代のエスプリ別川

稲村博1985いじめの心理と病理ジュリストNo.838(いじめと人権)23-28

井上健治・戸田有一・中松雅利1986いじめにおける役割東京大学教育学部紀要26,89-106

井上敏lﾘl1986学校ストレスの深岬一いじめ問題の背景を探る世界思想社

井上敏lﾘ」1996「いじめ」カウンセリング－臨床のプロが明かす対応技術明治|XI害出版

石ll1幸平・武井槇次l987失われた子ども空間一登校拒否．いじめ・女子非行新|麗社

石井腫治・上山貴弥・高橘超・井上弥・小山清・三宅重徳1996｢|]･高校生のいじめに対する対処

行動に関する一研究いじめ防止教育実践研究第I巻31-39

糸井浦1995｢LI｣学校のいじめ」学校は何をするか－熱血校長の体当たり提言明治図書出版

伊藤茂樹1996「心の問題」としてのいじめ問題教育社会学会研究第59集21-39．

岩城宏之1996いじめの風景朝日新聞社

児童心III!l995/6月臨時増刊号いじめ対応と予防統本金子書房

児童心理1985/12月臨時増刊号「いじめ」の心理と指導金子書房

児童心理1999/8月臨時増刊号「いじめ」対策ハンドブック金子書房

人権実務研究会（法務省人権擁護局|ﾉ1)1994「いじめ」Q&A一子どもの人権を守ろうぎようせい

滝充1996「いじめ」を育てる学級特性明治|叉|書出版

鎌田慧1995いじめ自殺と学校一先立たれた親の訴えアドバンテージサーバー
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鎌田慧1996学校なんかなんでもない－ホンネで語ろういじめの問題ポプラ社

鎌田慧・保坂展人1995いじめられている者へ－いま言えること、伝えたいこと徳間書店

神村栄一・向井隆代1998学校のいじめに関する最近の研究動向一国内の実証的研究からカウン

セリング研究31190-201

菅野純1996いじめ一子どもの心に近づく丸善ブツクス

菅野盾樹1986いじめ=<学級〉の人間学新曜社

笠井孝久・濱口佳和・中澤潤・三浦香苗1998教師のいじめ認識千葉大学教育実践研究5,87

-101

香取早苗1999過去のいじめ体験による心的影響と心の傷の回復方法に関する研究カウンセリン

グ研究32,1-13

カウフマン他／和歌山友子訳2005強い自分になる方法一心の力を育てよう筑摩耆房

河合隼雄編1996いじめこころの科学70日本評論社

川上真理子2000いじめ被害者における主観的苦痛の度合いとPTSDについて明治学院大学文

学研究科心理学専攻紀要第5号27-43

川野哲也2004aいじめ問題の現象と解釈道徳と教育318･319日本道徳教育学会

川野哲也2004bいじめ問題の現象と対策道徳と教育320･321日本道徳教育学会

君和田和-1994いじめ－原因と指導法法政出版

金賛汀1980aぼくもう我慢できないよ一光社

金賛汀1980b続ぼくもう我慢できないよ一光社

金賛汀1981遺言のない自殺一光社

金賛汀1982いじめられる奴は死んでしまえ－「いじめ子の論理と病理」一光社

木之下隆夫・菅佐和子編2004クラスに悩む子どもたち－新しい学校づくりに向けて人文書院

小早川朋子1996体験コミックわが子が｛いじめlにあったとき－あなたの子どもを信じてあげて

イースト・プレス

小島雅彦・井沢功一郎2001いじめに関する国内研究のレビュー－いじめの定義と実態心理教育

相談研究（上越教育大学）第1巻第1号、lll-l20

小林剛1985「いじめを克服する－教師への期待」有斐閣

子どものしあわせ編集部編1995いじめ・自殺・遺言－ぼくたちは、生きたかった草土文化

林剛1993「いじめ・体罰」がなぜ起きるか明治図書出版

小浜逸郎・諏訪哲二1995間違いだらけのいじめ論議宝島社

倉本英彦編著2002社会的ひきこもりへの援助一概念、実態、対応についての実証的研究ほんの森

出版

毎日新聞社会部編1995総力取材いじめ事件毎日新聞社

正高信男1998いじめを許す心理岩波書店

松原達哉1995今いじめられている君へ一カウンセラー50人からの手紙教育開発研究所

松原達哉編著1996いじめ子への処方菱一カウンセラー50人によるいじめ解決法教育開発研究所

松原達哉1996いじめる子の心理・性格や環境の問題教育にとって「いじめ」とはなにか（坂本

昇一編）明治図書出版

松原達哉1997小中学校時の「いじめの実体とその対策に関する研究」石橋湛山記念基金研究費助

成費研究成果報告書

松村茂治1994いじめの理解と対応教室でいかす臨床床心理学福村出版第6章108-121.

三島浩路1995集団内いじめの予防と解消特別活動研究343,50-53

三島浩路1997対人関係能力の低下といじめ名古屋大学教育学部紀要（心理学)44,3-9
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三島浩路2003新しい友人間にみられる小学生の「いじめ」に関する研究社会心理学研究19(1),

41-50

宮原広司1983いじめの構造と実践の課題生活指導3195-8

水原浩-1996いじめを考える友達ってええなあ一心の通い合うクラスづくりパステル書房

村山士郎・久富善之・佐貫ひろし1986中学生のいじめ自殺事件一青森県・野辺地中学校のケース

を追う労働旬 報 社

文部省／児童生徒の問題行動等に関する調査研究協力者会議1996a児童生徒のいじめ等に関するア

ンケート調査結果

文部省/1996b児童生徒の問題行動等に関する調査研究協力者会議．いじめの問題に関する総合的

な取り組みについて（月刊生徒指導第26巻第14号所収）

森田洋司1985いまいじめが広がっているPHP特別編集号「いじめっ子．いじめられっ子」PHP

研究所6－32

森田洋司1985a学校集団にいける「いじめ」の構造ジュリスト有斐閣83629-35

森田洋司I985bいじめ－その結果と対策(I)最近のいじめにみられる特徴中学教育4月号

70－78

森田洋司l985cいじめの四層構造論現代エスプリ至文堂22857-67

森田洋司1985d学級にみる「いじめ」の構造一見えにくいいじめ児童心理5月号70-76

森田洋司編1985いじめ集団の構造に関する社会学的研究大阪市立大学社会学研究室

森田洋司・清永賢二1986いじめ－教室の病金子書房

森田洋司・清永賢-1995新訂版いじめ－教室の病金子書房

森田洋司総監修1998世界のいじめ－各国の現状と取り組み金子書房

森田洋司・滝充・秦政春・星野周弘・若井彌-1999日本のいじめ－予防・対応に生かすデー

タ集金子書房

森田洋司監修2001いじめの国際比較研究一日本・イギリス・オランダ・ノルウェーの調査分析金

子書房

向井隆代・神村栄-1998子どもの攻撃性といじめ－発達心理学的視点による基礎研究カウンセ

リング研究31(1),72-81

向山洋-1991いじめの構造を破壊せよ明治図書出版

内藤朝雄2001いじめの社会理論柏書房

中井久夫1996いじめとはなにか仏教3716-23

なだいなだ1996いじめを考える岩波書店

中原美恵・深谷和子1984いじめモノグラフ小学生ナウVol.4-2福武書店

西山明・田中周紀1994さなぎの家一いじめのパワーゲーム共同通信社

野本智子・岡崎奈美子・野村邦子1995いじめの場面での第三者の対処に関する研究発達研究

lllOl-109

小田晋1997非行といじめの行動科学フレーベル館

小寺やす子1994いじめ撃退マニュアルーだれも書かなかったく学校交渉法〉情報センター出版局

尾木直樹l996いじめっ子－その分析と克服法学陽書房

岡安考弘・高山巖2000中学校におけるいじめ被害者および加害者の心理的ストレス教育心理学

研究48410-421

岡村達也1996いじめ雑感一あるいは妄言、世迷言人文会ニュース75,I-12

岡安孝弘・高山嶺2000中学校におけるいじめ被害者および力l1害者の心理的ストレス教育心理

学研究48(4),410-421
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大畑憲-1996いじめについての大誤解近代文藝社

オールウェーズ,D.(松井賞夫・角111剛・戸築幸恵訳)1995いじめ－こうすれば防げる川ﾙ書

店

大坪治彦1999いじめ傍観者の援助抑制要因の検討鹿児島大学教育学部研究紀要教育科学編

50，245－256

斉藤環1998社会的引きこもり－終わらない思春期PHP新書()65

酒井徹1997いじめ克服の日常プログラム学事出版

坂井敏郎1989いじめと恨み心家政教育社

坂本昇-1996描座教育フォーラム「いじめ」への取り組みl教育にとって「いじめ」とは何か

明治図書出版

坂本昇-1996満座教育フォーラム「いじめ」への取り組み2「いじめ」に学校はどう取り組むか

明治図書出版

桜井茂男・宮田敬l985いじめっ子．いじめられっ子教育心理33942-947.

佐瀬稔・亀川愛子1992いじめられて、さようなら草思社

瀬尾和子l984いじめっ子.いじめられっ子馬場謙一他編子どもの深層有斐閣95-117

芹沢俊介いじめはどうして起きるのか一石虹I-|-!集団暴行死事件からボーダーインク

嶋田洋徳1997学校ストレスといじめ教育実践研究（広島大学学校教育学部付属教育実践総合セ

ンター）243－53

清水貴裕・瀧野揚三1998いじめの加害者に影響する被害者と第三者の反応大阪教育大学紀要

第IV部門第46巻第2号347-363

宗内敦l981いじめっ子にみられる仲|ﾊl関係教育心理29116-119.

杉原一昭・宮|11敬・桜井茂男1986「いじめっ子」と「いじめられっ子」の社会的地位とパーソナ

リティ特性の比較筑波大学心理学研究8,63-71

スミスP.K.&シャープS.(守屋慶子・尚橋道子監訳)1996いじめと取り組んだ学校ミネル

ヴァ書房

鈴木康平l989aいじめに対する小･!|!学校の認識熊本大学教育実践学研究661-81.

鈴木康平l9891)いじめに対する教育学部2年次生・教育実習生・現職教員の意識，熊本大学教育学

部紀要38257-270

鈴木康平199()いじめに対する態度と1111i(|fi観一とくに小･!|-!学《l畠の場合熊本大学教育学部紀要（人

文学科）39285-302．

鈴木康平1994学校におけるいじめ教育心理学年報第34集132-142.

高木修1986いじめを規定する学級集団の特徴関西大学社会学部紀要第18巻1号1-29.

高野清純編1986いじめのメカニズム教育出版

竹川郁雄1993いじめと不登校の社会学一集団状況を同一化意識法律文化社

竹村和久・高木修1988"いじめ”現象に|奥lわる心理的要因一逸脱者に対する否定的態度と多数派に

対する|司洲傾性教育心理学研究第36巻第1号57-62

タツム,D.P.&レーン,D.A.綿景山任佐・斉藤憲司訳1996いじめの発見と対策一イギ

リスの実践に学ぶ日本評論社

滝充1992"いじめ”行為の発生要因に関する実証的研究一質|H1紙による追跡調査データを用いた

諸仮説の整理と検証教育社会学研究第50集366－388

滝充1996「いじめ」を育てる学級特性一学校がつくる子どものストレス明治図書出版

滝川一廣1995いじめの背景と日本的特性教育と医学43(11).

詫磨武俊l984こんな子がいじめる，こんな子がいじめられる111手書房
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田村広行1996だから、「いじめ」はなくならない－現役高校生が見た「いじめ」問題一徳社

立花正-1990「いじめ体験」を契機に発症した精神障害について精神神経学雑誌92321-342

富田武忠編1980いじめられっ子講談社

豊田充1995清輝君が見た闇一いじめの深層は大海社

土屋守1994いじめないで－私たちのいじめられ体験吉弓社

土屋怜・土屋守1993私のいじめられ日記一先生、いいかげんにして青弓社

中日新聞本社社会部編1994情輝君がのこしてくれたもの－愛知・西尾中二いじめ自殺事件を考え

る海越出版社

上地広昭1999中学生のいじめの対処法に関する研究カウンセリング研究

山田紘-1995いじめ－君はどう考える東海出版社

山崎房-1995いじめない、いじめられない育て方PHP文庫

安田佳子1996さよならムチムチ学校一いじめ対策虚言の実態駒草出版

吉田脩二1996いじめの心理構造を解く一学校の開放をめざして高文研
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