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要　旨
　
　この論文の目的は，小学校におけるいじめの予防的な対策・対処方法として，これまでの研究に
おける病理現象としてのいじめへの対策・対処方法から発展させ，病理としてのいじめに発展する
前の人間関係への提言を行うことである。テーマを小学校のいじめに限定した理由は，教育の初期
段階においていじめを予防することが効果的であると予想されるからである。社会の権力構造を学
校に適用させることを通して，マジョリティ・マイノリティの切り口からいじめについて取り扱う。
そして，子ども達が自己と他者の関係性や社会との関係性について考えられるような対策について，
参与観察やインタビュー調査を踏まえて提言する。

キーワード：いじめ，権力，マジョリティ，マイノリティ，マイノリティ部分

１．問題の所在

　読売新聞は，文部科学省の2015年度「問題
行動調査」の結果について，小学校ではいじ
め，不登校，暴力がいずれも過去最多に上がっ
た。発表によると，いじめの認知件数は小学校
15万1190件（前年度12万2734件）となり，文部
省はいじめを積極的に把握する意識が浸透し，
掘り起しが進んだと分析していると述べてい
る（読売新聞社　2016. 10. 28朝刊）。その一方
で，2015年10月12日には沖縄県豊見城市で小学
校4年生の男児がいじめを理由に首をつって自
殺していたことが明らかとなった。このように，
どれだけいじめの積極的把握に努めたとしても，
いじめは決してなくなるものではない。した
がって，病理現象としてのいじめへの対策・対
処を行いつつ，病理としてのいじめに発展する
前の人間関係を修正し，いじめを予防する必要

小学校におけるいじめの予防的な対策・対処方法
How can we prevent elementary school bullying before it happens

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　南　亮　介

がある。そこで本論文においては，これまでの
研究を発展させた形としての小学校におけるい
じめの予防的な対策・対処方法について提言し
たい。

２．先行研究の整理

２. １．いじめの定義
　いじめの定義は時代と共に変化を成し遂げ，
いじめ防止対策推進法の施行に伴い平成25年度
から以下のとおり定義されることとなった。文
部科学省は，いじめの定義として『「いじめ」
とは，「児童生徒に対して，当該児童生徒が在
籍する学校に在籍している等当該児童生徒と
一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心
理的又は物理的な影響を与える行為（インター
ネットを通じて行われるものも含む。）であっ
て，当該行為の対象となった児童生徒が心身の
苦痛を感じているもの。」とする。なお，起こっ
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た場所は内外を問わない』（文部科学省　2011）
と述べている。つまり，いじめた側でなくいじ
められた側の認知によって，いじめと判断でき
ることが定義の特徴である。

２. ２．いじめの構造
　尾木直樹は，森田の見解として「いじめは，
被害者と加害者の他に，いじめをはやし立てて
おもしろがって見ている「観衆」の子ども，さ
らに，見て見ぬふりをしている「傍観者」の
子どもの四層構造で形成されている」（尾木　
2013：183）と述べている。いじめの四層構造
には，被害者・加害者・観衆・傍観者の他にも
仲裁者が存在する。仲裁者はいじめの四層構造
において，いじめに対しての否定的なアプロー
チをする存在である。
　では，いじめに発展する前の人間関係につい
て考えたい。鈴木翔・本田由紀は「小学校時で
は，学級集団の中で高い「地位」に位置づけら
れる児童と，低い「地位」に位置づけられる
児童が，それぞれ特定の一人の児童の特徴と
して語られる傾向がありました」（鈴木・本田
　2012：86）と述べている。谷沢永一は，地位
が低いと捉えられるいじめの対象となる児童に
ついて「いじめられるには，善悪を度外視し
て，原因がある」（谷沢　2007：54）と述べて
いる。そして，藤川大祐は，「発達凹凸の子ど
もは，いじめに巻き込まれやすくなります」（藤
川　2012：159）と述べている。

２. ３．マジョリティ・マイノリティから
　　　  考えたいじめの構造
　いじめの四層構造をマジョリティ・マイノリ
ティの権力構造から考えると，加害者・観衆・
傍観者がマジョリティとなり，被害者がマイノ
リティとなる。傍観者は，いじめに加担してい
ないことから中立的な立場だと考えているが，
差別を止めない存在のため消極的にいじめに加
担するマジョリティとなる。

　マイノリティについて，大束貢生は「マイノ
リティは身体的特徴によってマジョリティから
抑圧的に区別される。（中略）多くの場合，マ
イノリティは自分自身で選択の余地なく，マ
ジョリティによって自分以外からマイノリティ
と決めつけられる」（大束　2012：311）と述べ
ている。いじめにおいては，いじめる側がいじ
められる側に権力を行使している。発達障害を
抱えている子どもにおいては，身体的特徴つま
りマイノリティ部分が目立つことから，いじめ
る側からスティグマを与えられ，いじめの標的
となりやすい。
　マジョリティとマイノリティの抑圧関係につ
いて，大束は「一人の人間の中にマジョリティ
部分とマイノリティ部分が同時に存在している
はずである。したがって誰もがマイノリティ問
題の当事者として生きることができるはずであ
る。しかし，客観的にはマイノリティ部分であ
るとしても主観的にマイノリティ部分と思えな
い」これは「この問題を努力しなかった結果と
しての個人の自己責任であるとする矮小化のわ
なに陥っているからであると考えられる」（大
束　2012：321）と述べている。いじめにおい
ては，マイノリティのいじめられる原因は自己
責任であるから仕方がないとマジョリティが決
めつけることによって，マイノリティ・アイデ
ンティティの形成といじめの正当化が行われて
いる。

２. ４．マジョリティ・マイノリティから
　　　  考えたいじめへの対策
　大束は「多くの人が自らのマイノリティ部分
から声を出すこと，それは誰しもができること
である。ただしそれは自分のマジョリティ部分
を突き刺すもろ刃の剣である」（大束　2012：
322）と述べている。誰しもの中に，マジョリティ
部分とマイノリティ部分は存在する。マイノリ
ティ部分の当事者として声をあげることはでき
るが，マジョリティにマイノリティ部分を見せ
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ることによって排除される可能性が高くなる。
　大束は，「自分の中のマジョリティとマイノ
リティの構造が社会のマジョリティとマイノリ
ティ構造とつながっていることを理解すること
が，様々なマイノリティの共生に向けての可能
性」（大束　2012：322）と述べている。マジョ
リティが自己のマイノリティ部分から，マイノ
リティのマイノリティ部分を想像することに
よって，マイノリティを理解することができる。
　マジョリティであるいじめる側のマイノリ
ティ部分を考えると，学校の中ではマジョリ
ティであったとしても，家庭の中ではマイノリ
ティとなる。なぜなら，家庭の中では親が絶対
的な支配権を持っており，子ども達は支配され
る側となるからである。つまり，子ども達全員
がマイノリティであり，自己のマイノリティ部
分と他者のマイノリティ部分の関係性から，社
会の関係性について考えることが重要となる。

３．調査結果と考察

３. １．調査の概要
　先行研究において，マジョリティ・マイノリ
ティから考えたいじめの構造や対策について確
認した。では，現場の学校においてはどのよう
な実態となっているのだろうか。そこで，参与
観察として子どものいじめに発展する前の人間
関係について調査した。
　2016年５月末から６月下旬の４週間，教育実
習先として通っていたA小学校の低学年Bクラ
スと中学年Cクラスの子どもに対し，いじめに
発展する前の人間関係を把握するため参与観察
を行った。

３. ２．いじめに発展する前の人間関係
　Bクラスには特別支援学級に在籍している子
どもが複数名在籍している。加えて発達障害を
抱えているが特別支援学級に在籍していない子
どもも多く，実際はクラスの約８割の子どもが

何かしらの発達障害を抱えている。
　このBクラスにおいて，いじめにつながるよ
うな言動が見られた。通常学級で通常の授業を
しており，特別支援学級で自立・支援の授業で
バレーボールをしていた日において，授業が終
わり特別支援学級の子どもが通常学級に帰って
くると，通常学級の子どもが「僕らは勉強して
いるのに，○○君らはバレーボールして遊んで
るのずるい」と言った。その結果，子ども達は
口論となり特別支援学級の子どもが泣いてし
まった。通常学級の子どもが，特別支援学級の
存在を不平等と感じていることからの言動で
あった。
　Cクラスには通級指導教室に通っている子ど
もが１名いる。Cクラスは，他の子どもが目的
に沿っていないことをしていると注意ができる
学年であった。
　Cクラスにおいても，いじめにつながるよう
な言動が見られた。通級指導教室の子どもは通
常学級の子どもより発達が遅れており，マイノ
リティ部分が顕著に現れていた。その結果，授
業中に集中力が切れ姿勢が悪くなったり，帰り
の会の際に帽子で遊んでいることが目立ち，通
常学級の子どもが「○○君あかんで。○○君し
っかりしなや」という注意をすることが多かっ
た。その結果，教育実習終盤のお別れ会のドッ
チボールにおいても，通級指導教室の子どもは

「どうせ，ぼくなんか」と発言していた。つま
り，通常学級の子どもの注意によって通級指導
教室の子どもの自尊感情が傷ついていた。これ
は，通常学級の子どもの平等という価値観から
の言動であった。

３. ３．いじめに発展する前の人間関係の構造
　権力構造から二つのクラスのいじめにつなが
るような言動を考えると，通常学級の子どもは
通常学級でも特別支援学級・通級指導教室でも
学習をすることができる選択可能性を持つマ
ジョリティである。それに対して，特別支援学
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級・通級指導教室の子どもは通常学級では学習
することができないため，特別支援学級・通級
指導教室で学習せざるを得ない選択可能性を持
たないマイノリティである。そして，選択可能
性を持つ者が持たざる者をいじめることで，排
除や差別へと発展する。
　二つのクラスの参与観察を通して，子ども達
には平等という価値観が構築されていることが
確認できた。平等とは，誰に対しても均一的に
関わりを持つことである。それに対して，教師
には公正という価値観が構築されている。公正
とは，一人一人のニーズに合わせた関わりを持
つことである。この子どもと教師の価値観の不
協和によって，子どもの平等という価値観から
不平等という価値観が発生する。そして，その
不平等という価値観が発達障害を抱えている子
どもに向けられ，マイノリティである発達障害
を抱えている子どもの排除や差別へと発展する。
また，マジョリティである発達障害を抱えてい
ない子ども達が，「不平等だから排除や差別を
されても仕方がない」と考えることによって排
除や差別が正当化される。

３. ４．いじめに発展する前の人間関係の対策
　発達障害を抱えていない子ども達の不平等
という価値観への対策として，A小学校の教諭
DさんとEさん60代（教諭歴約40年）にインタ
ビュー調査を行った。
　Dさんは，「自立・支援の授業において，特
別支援学級の子どもがポップコーンを作ること
がある。その際に，特別支援学級の子どもが作っ
たポップコーンを通常学級の子どもに振る舞う。
そのことによって，通常学級の子どもの「特別
支援学級の子どもだけポップコーンを食べられ
てずるい」という不平等な価値観を無くしてい
る」と述べている。Dさんは，この問題に対し
て子どもに段階的に社会の権力構造を伝えるし
かないと言っていた。
　Eさんは，「いじめにつながるような言動が

見られたら，平等の本質的な意味を子ども達に
噛み砕いて説明する必要がある。通常学級の子
どもに対しては，特別支援学級の自立・支援の
授業において，どのようなことを学んでいるの
かを説明する。また，教師の特別な支援や環境
的配慮が必要となる」と述べている。Eさんは，
この問題に対して子どもに授業の目的を説明す
ることと，教師の特別な支援や環境的配慮が必
要になると言っていた。

３. ５．いじめに発展する前の人間関係の考察
　通常学級の子どもに対して，段階的な指導や
教師の支援や配慮を踏まえて，特別支援学級・
通級指導教室の活動の目的を説明することは有
効的であると考えられる。しかし，マジョリティ
は抑圧を正当化していることから，他人のマイ
ノリティ部分に共感することは根本的にできな
い。つまり，通常学級の子どもに対して，特別
支援学級・通級指導教室の活動の目的を説明し
ても，それは自分事でなく他人事として解釈さ
れてしまう。
　子ども達の不平等という価値観や，個人の自
己責任という考え方への対策としては，誰もが
自己のマイノリティ部分の当事者であるので，
マジョリティのマイノリティ部分から，マイノ
リティのマイノリティ部分を想像することでマ
イノリティを理解することができる。つまり，
インタビュー調査の内容の発展として，自己と
他者の関係性や社会との関係性について考えら
れるような対策が必要となる。

４．提言

４. １．いじめに発展する前の人間関係
　　　  への提言
　これまでの先行研究や参与観察，またインタ
ビュー調査や考察から大学生の介入を前提とし
たいじめに発展する前の人間関係への対策を提
言したい。朝日新聞は大学生と小学校の連携に
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ついて，福岡県岡垣町教委の担当者の見解とし
て「児童生徒の学力向上やキャリア教育につな
がり，大学生にとっては教育現場を肌で感じら
れる良い機会」（朝日新聞社　2016. 2. 17朝刊）
と述べている。教室の中について考えると，教
師は権力を持つマジョリティであり子どもは権
力を持たないマイノリティである。支配する側
と支配される側では，お互いが話しにくいこと
もある。そのジレンマの緩衝地帯として，マー
ジナルマンである大学生が機能することもでき
る。
　そこで，子ども達が自己のマイノリティ部分
と他者のマイノリティ部分の関係性に気付き，
最終的には社会との関係性に気付くことができ
る，小大連携プログラムとしての「十人十色」
を考えた（図1）。十人十色とは小学校と教員志
望の大学生とが連携を取り合い，積極的にいじ
めに発展する前の人間関係への取り組みを行っ
ていくものであり，子ども達に自己のマイノリ
ティ部分と他者のマイノリティ部分の関係性に
ついて気付かせることを通して，それぞれのマ
イノリティ部分と社会の関係性について考えさ
せるものである。そして，大学生のサポートを
通して望ましい人間関係の在り方や公正や合理
的配慮について考えていくものである。十人十
色の内容としては，指導案を作成した（資料1）。

４. ２．いじめに発展する前の人間関係
　　　  への提言
　小大連携プログラムの「十人十色」におい
て，子どもが自らのマイノリティ部分から声を
出したときに，その声を受け入れられる体制と
その声に向き合える体制，つまり応答的環境が
必要となる。朝日新聞は，「文部科学省は公立
学校の教職員に対し，いじめ防止対策推進法で
義務づけられた学校内でのいじめに関する情報
共有を怠った場合，懲戒処分の対象となり得る
ことを周知する検討を始めた」（朝日新聞社　
2016. 10. 12夕刊）と述べている。
　多忙な教員と学校の負担を考慮したうえで，
外部の機関との連携が重要となる。これまでの

図 1.  小大連携プログラム（十人十色）
注：絵は大口町 ,  2010,「11.十人十色 /大口町」
　　（http：//www.town.oguchi.aichi.jp/item/3510.htm,
　　2017.1.13）.  より引用

図 3.  いじめ防止対策推進法への大学生の介入
注：朝日新聞社 ,  2016,「抱え込まず組織で対応　対策
　　法のイメージ」（http：//www.asahi.com/articles/
　　ASJ9Y71Z1J9YUTIL059.html,　2017.1.13）.より引用

図 2.  いじめ防止対策推進法イメージ
注：朝日新聞社 ,  2016,「抱え込まず組織で対応　対策
　　法のイメージ（http：//www.asahi.com/articles/
　　ASJ9Y71Z1J9YUTIL059.html,　2017.1.13）.より引用



54

佛大社会学　第41号（2016）

いじめ防止対策推進法のイメージとしては，い
じめ対策委員会を中心として被害者・保護者・
教育委員会・第三者委員会と連携をしてきた（図
2）。外部の機関との関係においては，第三者委
員会として弁護士や精神科医や大学教授などの
専門家と連携してきた。
　これに加えて，大学生の介入を前提と考える
ならば，大学生はそれぞれの機関のマージナル
マンとして機能することができる。大学生は，
いじめ対策委員会と他の機関との橋渡しを行う
ことができ，いじめに関する情報共有を促進す
る役割として活躍できる（図3）。また，大学生
が第三者委員会における大学教授などと共にい
じめ対策委員会と連携することによって，大学
生ならではの考えや発想を反映することができ
る。大学生は，応答的環境の構築を目的とした
いじめに関する情報共有において，大きな可能
性を秘めている。

５．要約と課題

　これまで先行研究と調査結果を通して，病理
現象としてのいじめへの予防的な対策・対処方
法を発展させた形として，病理としてのいじめ
に発展する前の人間関係への予防的な対策・対
処方法を述べてきた。これらは基本的に学校の
中を中心に考えたものであり，社会の権力構造
を学校に適用させることを通して，小学校にお
けるいじめの予防的な対策・対処方法について
まとめたものである。
　本論文は，いじめという病理現象について追
及したものであるが，現代社会には数えきれな
いほど様々な病理現象が存在している。今後
は，社会の権力構造を様々な病理現象に適用さ
せることを通して，それぞれの病理現象への対
策・対処方法を考えていきたい。そして，マジョ
リティとマイノリティの両方が誰にも抑圧せず，
また誰にも抑圧されることのない共生社会につ
いて提言したい。
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