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 Googleのストリートビューに「タ

イムマシン」という機能が付いたそ

うです。以前に撮影された画像を過

去にさかのぼって閲覧できるという

ものです。 

 東日本大震災後、被災に遭った方

や自治体の関係者から「被災状況を

記録して欲しい」との声が寄せら

れ、被災前と被災後の様子を、画像

で見られるようにしたのが始まりだ

そうです。 

 大切な場所が画像で蘇るのは、素

敵な事だなと思いました。でも本当

はあの時に、あの場所に、あの生活

に戻れたらどれだけ良いのだろ

う・・・というのが真実でしょう。 

 次男の真矢（まさや）を亡くして

６月７日で４年が経ちます。もしも

過去に戻れるのならば、親にも先生

にも友達にも言わず、一人で苦しん

でいた彼を助けたい。話を聞いてあ

げたい。誰がなんと言おうとあなた

の味方だよと伝えたい。そして抱き

しめたい。 

 すべてが分かった今「真矢のこと

何も分かってあげられなくてごめん

ね」と謝りたい。 

 親を亡くしたら過去を失う、連れ

合いを亡くしたら現在を失う、子ど

もを亡くしたら未来を失う、と言わ

れています。 

 今年の春はいつになく辛い春でし

た。生きていれば高校を卒業する年

でした。 

 ３月には卒業式に向かう同級生の

親子に会い「おめでとうございま

す」と言った後に涙がこぼれまし 

た。 

 桜が満開の４月は大学の入学式に

出席した親子連れを見かけては切な

さを感じました。 

 このように度々心が折れそうにな

ることもあるのですが、いつも助け

てくれる人々がいます。真矢を亡く

してから知り合ったご遺族を含めた

多くの方々、そしてなにより私の心

を支えてくれているのは、毎月の月

命日に来てくれるたくさんの真矢の

友だちです。 

 この４年間、毎月来てくれている

のです。恥ずかしいことですが、真

矢が亡くなってから名前を知ったお

子さんもいます。しかし不思議な事

にずっと前から知っている感覚なの

です。 

 そんな彼らもこの冬は大学受験を

むかえました。我が子のように心配

で、受験に突破できるようにとネー

ミングされたお菓子を手渡し、セン

ター試験の日は「みんな試験が上手

くいきますように」と仏壇に手を合

わせました。 

 見事合格した子もいれば、残念な

がらまた来年チャレンジする子もい

ました。 

 それでも私たち夫婦に、笑顔で報

告してくれるのは本当に嬉しい事で

した。 

 この先、彼らが就職活動の時に

も、こんなドキドキを感じることで

しょう。 

 そして結婚したり、子どもが生ま

れたり、彼らの人生を共に生きてい

ける事を本当に嬉しく思うのです。 

 我が子を失い、我が子との未来は

無くなってしまったかもしれませ

ん。しかし、我が子が遺してくれた

大切な友だちとの未来を共に生きる

事ができます。 

 「みんな面白くていい奴ばかりだ

ろ？」という真矢の声が聞こえてき

そうです。 

そんな真矢に「うん、そうだね！」

と笑顔で答える私がいます。 ジェントルハート通信第４３号 

定価100円（会員は無料） 
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理事 武田さち子 

2010年10月23日、群馬県桐生市の市立小学校に

通う上村明子さん(小６・12歳)が自殺をし、両親

はいじめが原因として、学校設置者を訴えまし

た。 

その判決が2014年3月14日、群馬県前橋地裁で

あり、原道子裁判長は、被告桐生市と群馬県に対

し、原告母親に390万円、父親に60万円の損害賠

償を支払うよう命じました。 

有形暴力を伴わないいじめ自殺裁判は一部が認

められることさえ難しく、画期的な判決です。 

判決文は全部で102頁もあり、裁判所がかなり

丁寧に事実認定をし、考察をしたことがわかりま

す。 

判断の一部を紹介したいと思います。 

（「」内は判決文の引用なので、敬称が略され

ています。） 

 

■いじめの認定 
明子さんはN小学校に４年生の２学期途中に転

入してきました。4年生の３学期頃から、「学校

に行くといじめられるから行きたくない」と話

し、父親が当時の担任に相談をしていました。 

しかし裁判所は、「５年生時、同級生から悪口

を言われるといういじめを受け、精神的苦痛を感

じていた」と認定したものの、４年、５年時のい

じめについては、学校に具体的な措置を講じるな

どいじめ防止義務があったとはいえないとしまし

た。 

ただし、５年生時の担任については、「指導は

するものの、都合の悪いことにあまり目を向け

ず、抜本的対策をとろうとしない、真の問題解決

を回避する行動傾向が顕著である」として、不適

切さを指摘しています。 

明子さんが６年生時のクラス編成では、担任の

教員歴が長かったこと等を考慮して、対応の難し

い児童ら数名が配置されました。結果、これらの

児童を中心に、４月からクラスに落ち着きがな

く、５月の終わり頃から特に、反抗的な児童が出

るようになるなど、学級崩壊状態になっていまし

た。 

そんななか、明子さんは担任に、他の児童から

嫌なことや悪口を言われると話し、父親もいじめ

を相談。担任は児童等に「そういうことは言うも

のではない」と注意するだけで、その保護者に連

絡をするなどの対応はしていませんでした。 

明子さんは母親に「悪口を言われていることを

担任の先生に言いなさい」と言われ、「先生もい

じめられているから言えない」「先生はみんなに

ばかにされているから無駄」と答えたといいま

す。 

２学期、席替えを機に、児童たちは勝手に好き

なグループごとに給食を食べるようになり、明子

さんはどのグループにも入ることができず、一人

で給食を食べるようになりました。 

「明子が一人で給食を食べた状況については合

計９回であり、席替えを実施した9月28日以降、

一人でなかったのは、再び席替えをした10月14日

と児童11と食べた翌15日の２回だけである。明子

のほかに一人で給食を食べていた児童はおらず、

本件クラスの児童は、明子が一人で食べているの

を見て、あちこちで『よく一人で食べられるよ

ね。』とひそひそ声で話していたことがあった。

明子が一人で食べていること気付いても声をかけ

ることができなかった児童や、明子は入れてとい

えない様子だったという児童がいる」など、明子

さんが「継続的で頻繁な本件悪口(暴言)、給食時

の仲間はずれ及び校外学習日における執拗な非難

といういじめを受けて」いたと認定しています。 

明子さんの気持ちについて裁判所は、「本来、

Xから強く指導を受けるべき児童の多くが放任さ

れて自分勝手をしている中で、懸命に勉強に取り

組む等して、努力をしていたにもかかわらず、報

われないままバカにされ孤立する状況に置かれた

ことについて、自己肯定感を得られない理不尽さ

や絶望感を抱くようになっていったと考えられ

る」としています。 

 

■学校の安全配慮義務違反 
担任の対応については、明子さんが「自己主張

することがほとんどなく、Aらに同調せず、孤立

していたのであるから、いじめの対象となるリス

クが高い児童」で、「いじめを受けることがない

よう留意すべき児童であった」にもかかわらず、

「本件クラスで孤立した理由を理解せず、本件

ルール作り及びレクリエーションの採用という、

教諭が担当するクラスの児童の機嫌をとるかのよ

うな、効果よりも弊害が多く、かえって、Xの統

制を失わせ、指導を受けるべき児童を増長させる

方策を採った」「さらに、Xは、明子だけが一人

で給食を食べることになった発端を作り、これを

解消するための適切な対応をとることができな

かったばかりか、明子に対し、『一人で頑張って

いるね。』などと声をかけ、明子だけが一人で給

食を食べる状況が今後も続くかのような態度を

 ◆ 桐生市いじめ自殺裁判判決概要 ◆    
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とった」などと、対応のまずさを指摘していま

す。 

そして、自殺直前に行われた校外学習につい

て、明子さんは「不安に思いながらも、自らをは

げまして参加」したにもかかわらず、Aから「何

でこんな時だけ来るのか」等といわれて、泣きな

がら校外学習に参加することを拒否しました。し

かし、教諭ら、とくに校長は、明子さんがいじめ

られて「『転校したい』と言っていたことを知っ

ており、養護教諭は行けないかもしれないと思っ

て報告した」にもかかわらず、「単に明子を校外

学習に参加するよう説得して参加させ」「何ら配

慮せず、校外学習中、明子に対する悪口及び非難

を明子に聞かせ続けた上、そのまま帰宅」させま

した。 

明子さんは２日後の土曜日に自殺。その心情を

裁判所は、「X及び校長を含めたＮ小の教諭が本

件クラスの児童に対して適切に指導等しない結果

形成された明子の置かれた状況から逃れようとし

て、自死を決意し、あるいは、N小の教諭や原告

両名に対し、この孤立感や絶望感、無力感を、自

死を図ることによって訴えようとして、突発的に

本件自死を図ったと考えられる」「N小における

学校生活に希望を持つことが出来れば、首を吊る

ことはなかったと考える」などとして、「N小の

対応と本件自死との間には、事実的因果関係があ

り、しかも、本件自死の主たる原因であったとい

うことができる」と認めました。 

 

学校がとるべき対応については、「校長は、遅

くとも、Xが精神的に疲弊していることを認識し

た８月から９月の時点で、Xの負担を減らして強

力なサポート体制を構築すると共にXに対して休

養を取ることや医療機関等への相談や受診を勧

め、それが可能な執務体制を構築するべきであっ

た」とし、「Xがもはや担任として児童に対する

一次的措置を講じることができない状況に至り、

これを認識可能であった10月4日には、Xを本件ク

ラスの担任からはずす等して、Xの精神疾患の予

防あるいは早期発見に努め、本件クラスの児童に

対する教育環境の改善を図るべきであった」とし

ています。X自身も「担任を変える等するよう求

めるべきであった」としています。 

Xや校長が「具体的措置を講じていたら、それ

により明子の精神的苦痛は相当程度軽減されたも

のと認められる。したがって、校長及びXは、安

全配慮義務を怠ったというべきである」と認めま

した。 

 

■自殺の予見可能性について 
裁判所は、いじめや学校の対応の悪さが明子さ

んの自殺につながったことを認めましたが、不法

行為として損害賠償が認めるためには、「具体的

予見可能性が必要」としています。 

しかし、明子さんには、①学校や家庭で自殺を

ほのめかす言動が一切なく、自殺の前兆行動は見

受けられなかったこと、②自死直前に首吊りを決

意したと認められ、突発的に自死を図ったもので

あること、③悪口や仲間はずれ、校外学習日の非

難といったいじめを受ければ自殺するということ

が一般的ではないこと、などから、Xや校長に

は、「自死を予見することはできなかった」とし

て、自殺予見可能性を認めませんでした。 

したがって、明子さんが自殺したことへの損害

ではなく、精神的苦痛に対する損害賠償にとどま

り、450万円という金額になりました。 

 

■家庭の問題と過失相殺について 
学校や教委は明子さんの死後一貫して、家庭の

問題を強調してきました。しかし裁判所は、「本

件自死の主たる原因が明子の出自、家庭の状況あ

るいは対応であるということ認めることはできな

い」と否定。過失相殺についても、「N小は、義

務教育を行う公立の小学校であるから、いかなる

生活環境におかれた児童に対しても、その教育を

受ける権利に応えなければならず、学校における

教育活動及びこれに密接に関連する生活関係にお

ける児童の安全の確保に配慮すべき義務があり、

いじめの対象になってよい児童は存在しない。明

子に対する本件悪口や給食及び校外学習日の状況

について、明子の側に過失相殺をすべき事由はな

い」として、原告側の過失相殺を否定し、ゼロと

しました。 

 

■調査報告義務違反 
この裁判の争点のひとつに、学校や教育委員会

の自殺後の調査と報告義務違反がありました。 

調査報告義務について裁判所は、「明子は、本

件自死の2日前に、N小において『こんな学校もう

行きたくない、大嫌いだ。』と大声で泣いて訴

え、その翌日学校を欠席したのであるから、本件

自死が学校生活上の問題に起因する疑いのあるこ

とは明らかであり、被告桐生市は、本件自死当日

に、本件自死を知らされた時点で、必要かつ相当

な範囲内で、速やかに事実関係の調査をし、保護

者に対しその結果を報告する義務を負ったもので

ある」と、調査報告義務があることを認めまし
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た。 

しかし、自死原因の調査報告を求める両親が、

裁判提起前に入手した資料は、校長報告書のみで

した。 

学校は明子さんの死後、「学校生活アンケー

ト」を実施し、児童への聞き取りも行っていま

す。しかし、学校生活アンケートの質問事項は、

本件自死を念頭において作成されたものではな

く、聞き取りも、上記アンケートの結果をもとに

して実施された上、聞き取り事項は実施する各教

諭に委ねられました。結果、「問題の背景に踏み

込んだ十分な聞き取りが行われたとは言い難い」

「本件自死に関し、原告両名に対する聞き取りは

されていない」として、不十分だとしました。 

さらに校長が市教委に提出した事故報告書は、

「市教委が実施した警察から何を聞かれたかにつ

いての聞き取りといういわば組織防衛を目的とし

たものを基に作成」されていると厳しく断じ、児

童アンケートや児童からの聞き取りを基にした聞

き取りもしていないことをもって、「事案解明の

聞き取りとしては、不十分なものであった」とし

ています。 

 

明子さん自死の約１カ月前、クラスの状況改善

の手がかりとするためにクラスで実施された「振

り返りアンケート」については、「本件自死の背

景を調査するにあたって重要な資料であることは

明らかである」と認定したうえで、校長報告書に

一切の記述がないことなどをもって、「事案解明

に積極的に取り組み、その結果を記載したものと

は言い難いものであった」と認定し、調査報告義

務不履行に当たるとして、損害賠償債務を認めて

います。 

なお、「仮に、N小において、これを廃棄したと

すれば、それ自体、重大な調査報告義務違反にあ

たるというべきものである」とまで書いていま

す。 

 

■第三者調査委員会について 
桐生市は、2010年12月、第三者調査委員会を設

置しました。しかし、第三者調査委員会に対し、

「X作成の学級の見立て、学級経営アセスメント

研修の写真、振り返りアンケートの集計結果を当

時所持していたにもかかわらず提供せず、また、

振り返りアンケートの明子を含む児童の回答書に

ついては、当時所持していたか明らかではないも

のの、提供しなかった」と認定。第三者委員会

も、「振り返りアンケートが行われたことを認識

できる状態にありながら、提供を求めていない」

など、「重要な資料を踏まえず、必要な補足調査

も行われていないから、適正な調査報告がされた

ということはできない」としました。 

その結果、「第三者調査委員会が設置されたこ

とにより新たに判明した事実は存しないまま、第

三者調査委員会から、本件自死について、家庭環

境等の他の要因も加わり、自死を決意して実行し

たと判断することが相当であるとの結論が示され

たものである」として、「本件自死についてのN

小独自の調査も、第三者委員会の調査も不十分で

あると言わざるをえず、そのため、本訴提起によ

り原告両名に対して証拠として提供された資料も

不十分なものであるため、調査報告義務違反によ

る損害賠償債務が免ぜられることはない」と判断

しました。 

一方、裁判でN小の調査結果の一部及び被告桐

生市が第三者委員会に対して公布した資料を桐生

市の訴訟代理人らが提供したことについて、「自

らの守秘義務と児童らのプライバシーに配慮しな

がらも、真実義務を可能な限り果たそうとした結

果ということができる」と評価。「損害賠償債務

の減額事由にはなる」としています。 

 

■高裁へ 
残念ながら群馬県と桐生市は控訴をし、訴訟は

東京高裁へと持ち越されることになりました。 

有形暴力を伴わないいじめでは、2006年8月18

日、名古屋経済大学市邨（いちむら）中学校時代

のいじめの後遺症で自殺した髙橋美桜子さん(16

歳)の民事裁判で、名古屋地裁が、自殺の予見性

といじめの後遺症と自殺との因果関係を認めまし

たが、その後、高裁で自殺との因果関係は認めら

れませんでした。 

前橋地裁判決が確定すれば、いじめ自殺裁判の

大きな転換期になっただけに残念です。控訴審で

は、ぜひ、自殺の予見可能性を含めて、さらに画

期的な判決が出ることを期待したいと思います。

いじめ自殺事件を繰り返させないためにも。 
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   ◆ 活動のご報告と今後の予定 ◆ 

日 付 主 催 者 都道府県 都市 人数 

2014/5/7 島根県立益田高等学校 島根 益田 500 

2014/5/8 益田市立匹見中学校 島根 益田 40 

2014/5/8 滋賀県立野洲高等学校 滋賀 野洲 630 

2014/5/16 山口県教委 教員人権教育研修① 山口 岩国 70 

2014/5/16 静岡県立小山高等学校 静岡 駿東郡 530 

2014/5/20 士幌高等学校 北海道 河東郡 200 

2014/5/20 横浜市立保土ケ谷中学校 神奈川 横浜 1,000 

2014/5/22 山口県教委 教員人権教育研修② 山口 萩 70 

2014/5/23 山口県教委 教員人権教育研修③ 山口 周南 90 

2014/5/26 堺市立三木多中学校 大阪 堺   

2014/5/27 神奈川学園中学校 神奈川 横浜 272 

2014/5/29 山口県教委 教員人権教育研修④ 山口 山口 110 

2014/5/30 山口県教委 教員人権教育研修⑤ 山口 柳井 50 

2014/5/31 守山市幼児教育研究会 滋賀 守山 200 

2014/5/31 防府市立小野中学校 山口 防府 100 

2014/6/1 笠岡市立大島中学校 岡山 笠岡 110 

2014/6/2 関東学院中学校 神奈川 横浜 300 

2014/6/5 山口県教委 教員人権教育研修⑥ 山口 宇部 100 

2014/6/6 山口県教委 教員人権教育研修⑦ 山口 下関 80 

2014/6/7 霧島市立福山中学校 鹿児島 霧島   

2014/6/9 霧島市立霧島中学校 鹿児島 霧島 160 

2014/6/10 湧水市立吉松小学校 鹿児島 姶良郡   

2014/6/12 明石市教育委員会教育研究所教員研修 兵庫 明石 80 

2014/6/12 中北教育事務所地域教育推進連絡協議会 山梨 韮崎 130 

2014/6/12 長岡市立与板中学校 新潟 長岡 350 

2014/6/13 霧島市立隼人中学校 鹿児島 霧島   

2014/6/13 川崎市立今井小学校 神奈川 川崎 300 

2014/6/14 高知県人権教育研究会研修会 高知 高知   

2014/6/16 柳井学園高等学校 山口 山口 450 

2014/6/17 三条市立栄中学校 新潟 三条 350 

2014/6/17 三条市立第一中学校 新潟 三条 580 

2014/6/18 香芝市立香芝中学校 奈良 香芝 730 

2014/6/19 長岡市生徒指導研究会 新潟 長岡 360 

2014/6/20 新潟市立岩室中学校 新潟 新潟 250 

2014/6/20 新潟市立中之口中学校 新潟 新潟 210 

2014/6/21 八尾市立高美中学校 大阪 八尾 480 

2014/6/26 横浜市学校保健会港北支部大会 神奈川 横浜 450 

2014/6/27 秦野市南地区青少年育成会 神奈川 秦野 70 

2014/6/29 長門市立深川中学校 山口 長門 320 

2014/6/30 金沢市立高倉中学校 石川 金沢   

2014/7/3 野田市立関宿中学校 千葉 野田 109 

2014/7/4 川崎市立日吉中学校 神奈川 川崎   



ＮＰＯ法人 ジェントルハートプロジェクト 

7 

日 付 主 催 者 都道府県 都市 人数 

2014/7/7 霧島市立溝辺中学校 鹿児島 霧島   

2014/7/8 さつま町立盈進小学校 鹿児島 薩摩郡   

2014/7/9 大阪府教育センター府内教員研修 大阪府 大阪市 300 

2014/7/10 野田市立第一中学校 千葉 野田 710 

2014/7/11 野田市立第二中学校 千葉 野田 350 

2014/7/11 士幌町教育委員会いじめ防止講演会 北海道 河東郡 220 

2014/7/12 野田市立岩名中学校 千葉 野田 438 

2014/7/12 横須賀市ボランティア連絡協議会 神奈川 横須賀 150 

2014/7/14 野田市立川間小学校 千葉 野田 120 

2014/7/15 新潟市立西川中学校 新潟 新潟 400 

2014/7/24 岡山市教育委員会ＰＴＡ人権研修 岡山 岡山   

2014/7/30 川西市教育委員会 兵庫 川西   

2014/8/1 箕面市人権教育研究会 大阪 箕面 100 

2014/8/4 厚木市教育委員会教員研修 神奈川 厚木   

2014/8/5 多治見市人権課「平成26年度子ども権利セミナー」 岐阜 多治見 100 

2014/8/6 東大阪市人権教育研究集会 大阪 東大阪 2,000 

2014/8/22 愛川町教育委員会 神奈川 愛甲郡 50 

2014/8/22 八街市教育委員会教育研究会 千葉 八街 440 

2014/8/23 日本学校教育相談学会宮城県支部 宮城 宮城郡   

2014/8/28 神奈川県立金沢養護学校 神奈川 横浜 160 

2014/9/10 五泉市立五泉北中学校 新潟 五泉 400 

2014/9/12 宮崎県県民人権講座 宮崎 宮崎 70 

2014/9/13 瑞穂町立瑞穂中学校 東京 西多摩 500 

2014/9/19 山武社会教育委員連絡協議会 千葉 山武郡 150 

2014/9/22 霧島市立日当山中学校 鹿児島 霧島   

2014/10/7 下都賀地域アクションミーティング 栃木 栃木 200 

2014/10/10 周防大島町立大島中学校 山口 山口 110 

2014/10/24 横浜弁護士会 神奈川 横浜 20 

2014/11/1 倉敷市立水島中学校 岡山 倉敷 300 

2014/11/4 南魚沼市立城内中学校 新潟 南魚沼 260 

2014/11/5 岡山少年院 岡山 岡山 65 

2014/11/5 羽咋市立羽咋中学校 石川 羽咋   

2014/11/10 大宮開成高等学校 埼玉 さいたま   

2014/11/12 周南市立菊川中学校 山口 周南 240 

2014/11/18 玉野市立日比小学校 岡山 玉野 150 

2014/11/21 山口県立岩国総合高等学校 山口 岩国 300 

2014/11/25 山口県立下関南高等学校 山口 下関 570 

2014/11/28 南房総教育事務所人権研修会 千葉 木更津 300 

2014/11/28 小浜市立小浜第二中学校 福井 小浜 600 

2014/11/29 国分寺市立第五中学校 東京 国分寺 530 

2014/12/3 藤沢市教育委員会 神奈川 藤沢 50 

2014/12/6 高知県『いじめ防止子どもサミット』 高知県 高知   

2015/4/15 藤嶺学園藤沢中学校 神奈川 藤沢 150 

2015/4/16 宇都宮文星女子高等学校 栃木 宇都宮 340 
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「様子を見てみよう」 

   静岡県立小山高等学校 教頭 須藤秀幸 

 教育現場では結構使われている言葉です。こ

の言葉が使われるとき、何が起きているのかを

正確につかむためにもっと情報を収集したいと

いう意識と同時に、時間が経つ間に自然と問題

が解決してくれるのではないかという淡い期待

がその背後にあるように思われます。 

 ３０年近く前、私がまだ新米の教員だった

頃、生徒の問題について先輩教員に相談に行っ

たときも「こういう問題は時間が解決してくれ

るものだから放っておけばよい」というアドバ

イスをもらったこともあります。しかし、その

後の教員経験から得られた教訓は「問題は放置

すれば悪化するケースの方がはるかに多く、早

く手を打てば軽い段階で処理できたのに時期を

逸したために収拾がつかなくなるものである」

という苦い法則です。 

 しかし、いじめではないかという案件を実際

に学校が把握したとき、この「様子を見てみよ

う」という措置は案外多く行われているように

思われます。しかも、当たり前のことですが、

「様子を見る」ために見守っているだけではい

じめはまず解決しません。 

 また、いじめを受けているという申し出が

あったとき多くとられる対応に加害生徒から事

情を聞くというものもあります。これも経験上

あまり有効な対応ではないように思われます。

なぜなら、なぜ自分たちが事情を聞かれなけれ

ばならないかという原因や理由を聞かれた側は

すぐにあれこれ憶測するからです。時にはスト

レートに「誰がチクったのか」と聞いてくるこ

ともあり、被害生徒へのさらなる攻撃のきっか

けになることもあります。また、いじめている

側にいじめをしているという意識が全くないこ

とも結構あり、いじめをしていないと強く反論

されることもあります。また、信じられないこ

とですが、まれにいじめの被害者本人が自分が

受けているのはいじめではないと主張すること

もあります。 

 そこで私が若い先生達にお願いしているのは

いじめと思われる行為が行われている現場をと

にかく押さえて欲しいということです。忘れ物

を取りに行った振りをして昼休みに教室に顔を

出したり、部室点検をするなどして、教員が現

場を目撃し、本人達がそれをいじめと思ってい

いようがなかろうが、その場で今行われている

行為が不愉快で卑劣なもので、とにかく自分の

クラス（部活）では絶対許さないという大人と

しての強い意志表明をまずして欲しいと言って

います。この手順を済ませた後で加害生徒や被

害生徒と話をして欲しいのです。 

 ただ、この方法も今ではその神通力を発揮で

きないような事態が進行しています。メールよ

りさらに把握の困難な（というより物理的に外

部からの把握ができない）「ＬＩＮＥ」による

コミュニケーションの出現です。「ＬＩＮＥ」

内で行われているいじめや誹謗中傷には今のと

ころ全くと言ってよいほど打つ手がありませ

ん。今後学校現場が向き合わなければならない

大問題だと考えています。 

 
 

◇ 橋 が か か る ◇ ひととひととの出会い,そこにかかる橋 

         ここは毎回ジェントルハートプロジェクトに関わる方々の思いなどを自由にお書き頂くコーナーです。    

         今回は静岡県立小山高等学校教頭の須藤秀幸先生にお願いしました。 


