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はじめに 

 「いじめは、人権侵害である。」と言われるように、いじめは絶対に許されるものではあり

ません。教育に関わる全ての者、保護者をはじめ、児童・生徒と関わる多くの大人が協力し合

い、いじめ問題に対応する力を高めることが求められています。 

いじめ問題に対応する際に、留意しなければならないのは、いじめに対して継続的・組織的

に対応していくということです。そのためには、学校・家庭・地域、そして関係諸機関を含め、

互いに子供の様子について情報交換を行うなど、連携を密にしていく必要があり、その組織づ

くりは早急に進めていかなければなりません。 

東京都教職員研修センターでは、東京都教育委員会が取り組んでいるいじめの総合対策の一

環として、平成 24 年 10 月から「いじめ問題に関する研究」を進めてまいりました。本研究は

「いじめは、どの学校にも、どの学級、どの幼児・児童・生徒にも起こりうるものである」こ

とを踏まえ、全ての学校の全ての教員が実践できる対応策を模索した研究とすることを目指し

たものです。調査研究として、いじめに関する意識調査を児童・生徒、教員、保護者、地域関

係者、都民、関係諸機関、約 14,000 人に実施し、その結果を分析しました。また、事例研究

として過去に深刻な事態に至った裁判事例の分析、学校の管理職等への聞き取り調査及び臨床

心理士による児童・生徒への聞き取り調査の分析を行いました。これらの分析から得た成果に

ついては、「いじめ問題に関する研究報告書」としてまとめたところです。この度、教育関係

者の方々が活用しやすいよう、報告書の内容について、より具体化した実践例を掲載した「い

じめ問題に対応できる力を育てるために－いじめ防止教育プログラム－」を発行することとし

ました。 

各教育委員会や学校におかれましては、児童・生徒の健全な心身の醸成、いじめの未然防止

及び早期発見・早期対応のための学校体制の確立と教員の指導力の向上につながるように、い

じめ問題についての理解を深め、いじめ解決の諸施策や教育活動を推進する上で「いじめ問題

に対応できる力を育てるために－いじめ防止教育プログラム－」を役立ててくださるようお願

いいたします。 

 

平成 26 年２月 

東京都教職員研修センター所長 

                                高野 敬三 
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