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子どもの心とからだ委員会
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テーマ

～いじめられている？

いじめられていない？～
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委員会の皆さんと一緒に活動が始まりました
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子どもの心とからだ委員会メンバー （３６名の皆さんと活動）

梓川小 永本　春美 四賀小 百瀬　みか子 島内小 犬飼　武久

梓川中 井口　理恵 芝沢小 宮澤　憲治 奈川小中 奥原　りえ

開智小 出井　健太郎 芝沢小 渡邊　登茂子 二子小 竹川　篤

鎌田小 山本　雅美 女鳥羽中 赤羽　智雄 波田中 深澤　琢也

鎌田中 池田　岳 菅野中 北川　昭一 附属中 勝家　隆

丸ノ内中 谷崎　詠亮 菅野中 三島　勝 並柳小 清水　陽子

源池小 徳竹　沙織 清水小 腰原　悟 本郷小 松沢　恵美

高綱中 八十島　健 筑摩小 丸山　恭子 明善小 石曾根　一能

今井小 桜井　貴司 筑摩野中 篠田　理恵子 鉢盛中 上條　賢

山辺中 加藤　慎介 中山小 鈴木　絹子

委員の皆様

役職 委員長 副委員長 委員会幹事 助言者 助言者

藤松　睦堂
（会田中）

児玉　美奈子
（会田中）

柳澤　千昭
（開成中）

手塚　一枝
（開成中）

名前 古屋　勇
（市Ｐ連幹事）

髙木　正彦
（中山小校長）

長谷川　泰彦
（会田中校長）
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いじめ認知件数

小学校認知件数 中学校認知件数

２２年度から６年間で
小学校の認知件数が２６０４件の増加
中学校では、５３２件増加

『テーマの背景』

5

「けんかやふざけ合い」も、児童生徒の感じる被害性に着目し、認知することとなった。
このことにより、心身の発達段階で友人との遊びや学習活動の中で衝突を繰り返し、
折り合いをつけていくことを体験することの多い小学校での認知件数が大きく増加した。

長野県内 公私立小中学校データーより



いじめられやすい子どもの特徴 いじめる子どもの特徴

1, 気の弱い子

2, 目立つ子

3, 真面目すぎる子

4, みんなと同じことができない子

1, 自己肯定が低い

2, 小さい頃から比べられてきた

3, 求められる人になりたい欲求

4, 嫉妬心

5,プライドが高く人を見下す

6,過去にいじめを受けた経験がある
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【いじめの種類】

いやがらせ おどし・たかり ひやかし
からかい

無視・仲間はずれ
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・暴力をふるわれる

・嫌なあだ名を付けられたりしてからかわれる

・見た目の特徴を真似され、からかわれる

・教科書などに落書きされる

・無視をしたり仲間外れにしたりする



家族 ３６％
友達 ２３％
先生 １９％
相談していない １９％
その他 ４％

いじめに絡んだ事件は149件（前年比51件減)で
3年連続で減少した。一方、いじめに絡んで暴行や
傷害などを含む事件が起きても「誰にも相談しなかった」と言っていた
子どもの割合は、ここ数年、変わらないこともわかった

① いじめられていることを知られたくなかったから ２３％
② 自分の力で解決できると思ったから １７％
③ 相談するとひどくなると思ったから １７％
④ 相談しても分かってもらえない １３％
⑤ 相談相手が悲しむ ７％
⑥ その他 ２３％
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文部科学省
いじめ実態アンケート集計より



『 いじめ 』 子どもも大人も立場は違っても、誰もが１度は悩んだ経験があるのではないでしょうか。
それほど身近に存在しているいじめ問題。最近の“いじめ”は、昔と違いメールやLINEなどを初めとするSNSを利用し、
表面に現れにくく発見が遅れてしまう事があります。
子供達のＳＯＳを、学校・家庭といち早くキャッチするにはどうしたらよいか、委員会の中で、
グループディスカッションを行い発見する手段を皆さんで考えていきましょう。

２９年度 委員会活動内容

活動実績

第１回委員会 ５月２５日(木) 自己紹介・いじめを見つける手段方法等の今後の進め方説明
第２回委員会 ６月１５日(木) いじめの早期発見・例題に基づいたグループディスカッション
第３回委員会 ７月２２日(土) 委員による懇親会
第４回委員会 ９月２２日(金) オープン委員会

子どもの支援・相談スペース『はぐルッポ』西森 尚己先生講演
テーマ『いじめ』をテーマとした、子どもたちや、親の向き合い方について

第５回委員会 １０月１２日(木) オープン委員会の講演について・いじめに対する判断材料について
グループディスカッション実施

第６回委員会 １２月１２日(木) コミュニケーションの取り方等グループディスカッション
第７回委員会 １月１８日(木) 最終まとめ・反省
冬季オープン委員会 ２月 １日(木) 報告会
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『講演会』
テーマ
【いじめや登校拒否 子どもを取り巻く課題と親の対応について】

1 はぐルッポの活動
・いじめ、友だち関係の悩み、発達障がい、不登校の子どもたちの支援･相談をしてくれる場で、
親･子どもを支える、必要とされたらサポートしてくれる場所です。

２ はぐルッポの子ども
・発達障害９割、家庭環境、友だち･先生とうまくつきあえない、教室に入れないなど、
「自分はダメな子」と思い病んでしまう子が多くいます。

３ 元気になった子どもたち
①発達障害 学校に行きたくないのに、行かなくてよいという選択がなかった。はぐルッポに通い

始め、学校に行かれるようになり、自分の気持ちを出すこと、自分の気持ちを言えるよう
になり、高校を受験して合格できました。

②ひきこもり 段ボールで自分の居場所を作っていた。はぐルッポに通い始め同様の仲間の中で少しずつ
開放され、一歩ずつ成長できました。

４ 講演会を終えて おとなのできること
・そのままの子どもを受け入れて変われるチャンスを待ってあげる。
・子どもを信じて笑顔で暮らせることが大切。
・気持ちに寄り添うことが大事。
・ネガティブに考えず、歩き出すチャンス、子どもの力を信じてあげること。

講師 子どもの支援・相談スペース 『はぐルッポ』 西森 尚己さん



・酷いイジメの場合は、学校を休ませる。（逃げ道の確保も大切）
一度休むと学校に行きにくくなってしまうと言う課題も残していますが、逃げる事も大事。

・イジメている子の意見も聞く
なぜイジメるのか？イジメている側の気持ちによりそう。

・学校にきちんと伝えて現状を理解してもらい、対応してもらう。
・教職員、親以外の第三者に入ってもらうのも効果がある。

【いじめの早期発見をする為に、何をしたらよいか？】

・普段子どもの様子をよく見て、学校での様子をイジメという言葉を出さずに聞く。
・少しの変化も親が気付いてあげる。（気づきが大切）
・何があっても、親は子供の味方だと伝える。

【四つの例題に基づき子どもとの接し方をどうすべきか？】
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『グループ討議』



・体にあざがある。
・口数が少なくなってきた。
・元気がなく、何か悩んでいる様子。
・（腹痛・頭痛の訴えなど）朝一番がわかりやすい。

【いじめを受けている子どもの見分け方】

【いじめられている子どもの判断材料の洗い出し】

・会話や普段と違う行動。
・子どもの連絡帳をチェック
・積極的だったのに発言が少なくなる。
・提出物が出なくなり、忘れ物が多くなる。
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『グループ討議』



【いじめられている子ども、いじめている子どもの特徴】

【親とのコミュニケーションの取り方】

・普段から子供とよく会話すること。
・何か嫌なことがあってもすぐには話してもらえない。間を開けて（2～3日）

落ち着いた時もう一度聞いてみる。

・あだ名、本人はどう感じるか？嫌じゃないと思うのか？ それとも、それが嫌だと思うか？の違い。
・急に喋らなくなる。
・グループ分けで独立してしまう。
・家を出たのに学校に着いていない。

13

『グループ討議』



【いじめを見たり、聞いたりした時親はどうしますか？】

・自分の子供の性格を見極めて、子供に合わせた聞き方をし、その内容で親の行動も変わってくる。
・いじめられている子の親ではなく周りのお母さんにそれとなく聞く。

男の子と女の子での対応も違ってくる。
・いじめのきっかけ、本人の訴え等アンケートで見つけられる。
・小中学生の自殺はほとんどないが、生徒手帳などに相談窓口のページを入れられたらと思う。

いじめに対する
ハンドブックは
日本PTA連合会
ホームページに
掲載しています

14

『グループ討議』



15長野県教育委員会ホームページより



16長野県教育委員会ホームページより



17長野県教育委員会ホームページより



18長野県教育委員会ホームページより
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以上が、一年間かけて、３６名の仲間と共にまとめさせて頂いた活動報告です。
助言者の校長先生、副委員長の皆様、委員会幹事の皆様、そして委員の皆様に感謝申し上げるとともに、
この報告内容が今後の各校ＰＴＡ活動の参考になることを願い、私からの報告とさせて頂きます。

平成３０年２月１日 古屋 勇

『振り返り』

委員会を通して参加された方たちの思い

いじめに対しての意見は、少しづつではあるがみんな違っていて難しかった。
いじめの早期発見が大事で、普段から子どもの行動を注意深く見守る。
PTAの活動で、こういったいじめに対する問題を考えたり、講習会等を開き共有化する。



ご清聴頂き、ありがとうございました。
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本資料に関する詳細お問合せ先：

松本市ＰＴＡ連合会 子どもの心とからだ委員会 委員長： 古屋 勇 宛

子どもの心とからだ委員会の方は、電話番号やメールを交換しておりますので、直接
お問い合わせください。
その他の方は、松本市ＰＴＡ連合会事務局（０２６３-３３-１３７３）を通じてお願い致します。


