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学校のいじめ問題の対応のあり方 
について 

 

早稲田大学教育・総合科学学術院 教授  

 

博士(心理学) 河 村  茂 雄 

オルウェウス(1978)のいじめ三原則ノルウェーの社会学者        

Olweus,D. 1978  Aggression in the schools: Bullies and whipping boys.  
          Washington,DC:Wiley. 

  
①意図的危害   第三者の視点 
②継続性 
③加害者と被害者の影響力『格差』 
 いじめとは、①②③が揃うことで定義される社会現象 
                ↓ 
・文部科学省(1994)「生徒指導上の諸問題に関する調査」 
・文部科学省 2007 『「生徒指導上の諸問題に関する調査」の見直しにつ 

               いて(案)』  
◇文部科学省(2007) のいじめの定義 
①当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、 
②心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、 
③精神的な苦痛を感じているもの 
ポイント―――いじめの判断は被害者の視点が基準  

いじめの態様 

①人間関係の軋轢タイプ 
②遊びタイプ 
③非行タイプ 

◇①②の発生比率が多く、特定の児童生徒が常習的
に行うというよりも、すべての子どもが被害者や加
害者にもなりえる 

◎いじめは集団の閉鎖性を必要とする   
  外部に伝わらない 
             ↓ 

・集団のもつオープンさといじめの発生率との因果関
係についてさらなる研究が必要(Matsunaga,2009) 

 

日本の学級集団と欧米の学級集団  

                河村茂雄(2010)「日本の学級集団と学級経営」 図書文化 

□欧米の学級集団－－機能体 

 目的：学習指導 

○日本の学級集団－－機能体／共同体 

 目的：学習指導 + 心の教育 

◇日本の学級集団は閉鎖集団になりやすい 

・所属するメンバーが一定期間固定された日本の学級集団で
は、集団内に人間関係の軋轢などが生じやすく、児童生徒
個々がフラストレーション(欲求不満)が高まると、他の児童

生徒を攻撃するなどの非建設的な行動が増加し、いじめを
誘発しやすい 

 

理想の学級集団の構造  

                 河村茂雄(2006)「学級づくのためのＱ－Ｕ入門」 図書文化 

                              ＜必要条件＞ 
Ⅰ集団内の規律、共有された行動様式(ルールの確立） 
 

Ⅱ集団内の子ども同士の良好な人間関係、役割交流だけでは
なく感情交流も含まれた内面的なかかわりを含む親和的な
人間関係（リレーションの確立）     

           ↓＜十分条件＞ 

Ⅲ一人ひとりの子どもが学習や学級活動に積極的に取り組も
うとする意欲と行動する習慣 

  同時に、子ども同士で学びあう姿勢と行動する習慣 
 

Ⅳ集団内に、子どもたちの中から自主的に活動しようとする意
欲、行動するシステム 

【満足型】 
    

・ 学級の70％以上が、 

  「学級生活満足群」に入っている。 

・ ルール、リレーションともに良好。 

【クラスの雰囲気】 

・ 学級にルールが内在化しており、そ
の中で、子供たちは主体的に生き
生きと活動している状態である。教
師がいないときでも、子どもたちだ
けで、ある程度の活動ができる。 

・ 親和的な人間関係があり、子ども同
士のかかわり合いや発言が積極的
である。学級全体に活気があり、笑
いが絶えない学級である。 

学級生活満足群 

学級生活不満足群 非承認群 

侵害行為認知群 

特徴 

リレーション 

ルール 
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学級生活満足群 

学級生活不満足群 非承認群 

侵害行為認知群 
    

・ 学級の70％以上が、「学級生活満
足群」と「非承認群」にいる。 

・ ルールを重視しているため、リレー
ションが不足。 

【クラスの雰囲気】 

・ 一見静かで落ち着いた学級に見え
るが、学級生活を送る子どもたちの
意欲には大きな差がみられ、人間
関係が希薄である。 

・ 教師の評価を気にする傾向があり、
子ども同士の関係にも距離がある。
シラッとした活気のない状態で、学
級活動が低調気味である。 

 

特徴 【管理型】 

リレーション 

ルール 

学級生活満足群 

学級生活不満足群 非承認群 

侵害行為認知群 

【なれあい型】 
    

・ 学級の70％以上が、「学級生活満
足群」と「侵害行為認知群」にいる。 

・ リレーションはある程度あるが、
ルールが不足。 

【クラスの雰囲気】 

・ 一見、子どもたちが元気で自由にの
びのびとしている雰囲気の学級に
見える。しかし、学級のルールが低
下しており、授業では私語があった
り、係活動の遂行などに支障がでて
いる。 

・ 子どもたちの間では小さなトラブル
が頻発している。声の大きい子ども
たちに、学級全体が牛耳られてしま
う傾向がある。 

特徴 

リレーション 

ルール 

学級生活満足群 

学級生活不満足群 非承認群 

侵害行為認知群 

【荒れ始め型】 
    

・ 学級の70％以上が、「学級生活満

足群」と「学級生活不満足群」にい
る。 

・ リレーションもルールも不足しはじめ
ている。 

【クラスの雰囲気】 

・ 管理型、なれあい型の時に、具体的
な対応がなされないままいくとこの
形になる。学級のプラス面が徐々に
喪失し、マイナス面が現れてくる。 

・ このような状態になると、教師のリー
ダーシップは徐々に効を奏さなくな
り、子どもたちの間では、お互いに
傷つけあう行動が目立ち始める。 

特徴 

リレーション 

ルール 

学級生活満足群 

学級生活不満足群 非承認群 

侵害行為認知群 
    

・ 学級の70％以上が、「学級生活不
満足群」にいる。 

・ リレーションもルールもない状態。 

【クラスの雰囲気】 

・ すでに学級は教育的環境とはいえ
ず、授業は成り立たなくなってくる。
私語と逸脱行動が横行し、教師の
指示に露骨に反発する子どもが出
てくる。 

・  学級に集まることによって子どもた

ちは互いに傷つけあうため、学級に
所属していることに肯定的になれな
い。不満と不安で緊張しているため、
不登校になる子どももいる。 

特徴 【崩壊型】 

リレーション 

ルール 

  
学級集団といじめ（小学校） 

                   河村茂雄 2007 「データが語る① 学校の課題」 図書文化 

 

児童100人当たりの　「長期的ないじめを受けていて、
とてもつらい」と訴えている割合
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学級集団といじめ（中学校） 
                   河村茂雄 2007 「データが語る① 学校の課題」 図書文化 

生徒100人当たりの　「長期的ないじめを受けていて、とてもつら
い」と訴えている割合
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日本の学校教育の特徴が 
マイナスになるとき 

〇学級集団の状態を良好にしなければ、学習指導面とガイダ
ンス面が、相乗的に、悪化していく 

不登校・いじめ問題の増加、学力定着の低下 
通常学級での特別支援教育の推進が困難 
        ↑↓ 

・現在の日本の学校教育問題の背景に、良好な学級集団が形
成できにくくなっている、という問題がある 

◎いじめの発生は集団の閉鎖性、児童生徒の学級生活の不
満感の大きさに左右される 

        ↑ 

〇日々の学級での生活･授業・活動などすべてを充実させるこ
とが大切   単発のトピック的、イベント的対応ではダメ  

いじめ問題が発生した 
学級と学校の問題点と対応のあり方 

◆被害を受けた子どもが追い込まれていくプロセス 

①当該の児童生徒は、学級集団内で悩んでいても周
りの級友たち･教員からの十分なサポートが得られ
ない状況に、一定期間継続して置かれている 

           ↓ 

②①の状況の上に、 

 さらに本人に強い疎外感･孤独感を抱かせるような
出来事があり、追いつめられていく 死を選ぶ可能
性が 高まる 

 

 

 

○児童生徒の援助ニーズのレベル 
                          石隈利紀(1999)「学校心理学」誠信書房 

○一次的援助……すべての子ども 
 ・予防的……遂行上の困難を予測して、課題への準備を前もって援助する 
         （一日入学等） 
 ・開発的……学校生活を通して発達・教育課題に取り組む上で必要とする 
         基礎的な能力の開発を援助する（対人関係の持ち方、学習の 
         取り組み方） 
  一次的支援レベルの子ども：一斉指導に自ら参加できる 

 
○二次的援助……一部の子ども 
 ・援助ニーズの大きい児童生徒の問題状況が、大きくなってその児童生徒 
  の成長を妨害しないように予防することを目的とする 
    早期発見・早期対応がポイント 
 二次的支援レベルの子ども：一斉指導の中にいるが、個別配慮が必要 

○三次的援助……特定の子ども（不登校、いじめ被害、非行） 
           問題状況の改善、不利益を低下させる    
 三次的支援レベルの子ども：個別での支援が求められる 

学級経営の問題点 
１．一次的援助レベルの対応が少ない 

・教員がすすめる学級経営の中で、児童生徒相互の親和的な人間関係を 

 積極的に育成しようとする取組が少ない 

 

２．二次的援助レベルの対応が弱い 

・児童生徒の学級内の人間関係に踏み込んだ、当該児童生徒が感じている 

 困り感を能動的にアセスメントしようとする取組が弱い 

 いじめを早期発見することができず、早期の適切な対応がなされない、と 

 いう展開につながる  

・いじめの有無にこだわらず、児童生徒の困り感に気づくことがとても大事 

 

３．三次的援助レベルの対応が不十分 

・初期対応の不十分さ:深刻な問題と捉えられず、表面的な対応につながる 

・他の問題の対応もあり、いじめの問題の対応が十分できない  

 

 

学校体制でよく見られる問題点 

①児童生徒たちをサポートする認識は形成されている
が、各取組が教員個々にまかされている 

・教員間で取組の差が発生している 

②教員個々の取組が統合され、学校全体としての一
貫した教育相談の組織対応につながっていない 

★実質的に機能するための方法論が不十分 

・１，２，３次レベルの対応として、担任教員、管理職、他の教員 

 は、誰が、何を、どのように、どこまでやるのか、が明確になっ 

 ていない 

・組織対応が機能していない 

学校体制としての求められること 
・熱心に教育実践を行っている教員でも、学級内のすべての児 
 童生徒に対して、児童生徒理解･対応の不十分さは必ず発生 
 する 
           ↑ 
◎校内の教員組織で対応していくしかない 
・教員間の連携を確実にし、すべての児童生徒に対して、学校 
 全体で統合的な教育相談的対応が受けられるような教員組 
 織体制が求められる 
＜組織に必ず必要なこと＞  
・教員のアセスメントを共有化するための指標 
・具体的にどう動くのかというプログラムとその共有化 
・定期的に時間を取って活動する 
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いじめ問題の学校の対応のあり方の
まとめとして 

河村茂雄(2012)「教育相談の理論と実際」 図書文化 
 

①いじめの問題は学級集団の状態･児童生徒たちのかかわり
の質の影響を大きく受ける 

・いじめ対策は学級集団の体質改善が必要 

すべての児童生徒の日々の学校･学級生活の充実感･満足感 

の向上がいじめ行動を抑制する 

②教員の対応として、１次，２次，３次支援の統合された対応が
求められる 

・どれか一つをやっているから安心という認識ではだめ 

③学校の全教員の連携した組織対応が不可欠 

・大きな問題が発生したら組織対応を行うという体制ではなく、 

 定期的に時間を取って活動することが求められる 


