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４ ２００７年度子どもの意見発表事業「ハイティーン会議」発表会の要旨 
日時：２００８年３月９日（日）        

１４時～１６時             
会場：中野区役所７階第 9・１０会議室  

聴取者：３４名                
発表者：７名                 
ファシリテーター：安部 芳絵         

（早稲田大学客員講師）    
サポーター：金澤 真之（大学３年生）           

斉藤 花恵（大学２年生）   
岡田 直樹（大学１年生） 

配布資料 
１ 文部科学省での「いじめ」についての取材記録 
２ 王子シューレへの「いじめ」についての取材記録 
３ 2007 年度ハイティーン会議ワークショップ活動状況 
４ パワーポイントのアウトライン（１部発表会後に配布） 
開会のことば 
野村 建樹子ども育成担当課長 
 「ハイティーン会議」は、子どもの権利啓発推進事業の一環として実施している事業

です。子どもの権利条約のなかの子どもの意見表明権の趣旨を踏まえて、平成１５年度

より開催している事業で、今年度で５回目になります。中学生・高校生世代が、毎日の

生活のなかで、気になっていることや関心のあることをテーマに設定し、メンバーで話

し合います。 
 今年度のテーマは、中高生世代にとって、一番身近な問題であるということで「いじ

めを無くすために」です。文部科学省とフリースクールのシューレ王子にも、取材に行

きました。メンバーは１１名です。メンバーのみなさんは、受験勉強や学校行事、クラ

ブ活動で忙しい日々のなかで１年間、延べ１４回活動してきました。どうぞ、メンバー

の方は、自分たちのことばで、その成果を思う存分表現してください。また、この場を

かりましてこの会を支えていただきましたファシリテーター、サポーターの方にお礼を

申し上げたいと思います。 
 事業参加者が１１名と少ないですが、事業に参加されたメンバーがそれぞれの学校で、

この事業で活動してきた成果を友だちにひろめ、周りの人に見ていただく機会があれば

と思います。 
 本日の発表会には、中野ＣＡＴＶ、週間とうきょうの取材が入っておりますので、聴

取者のみなさまご了承の程、よろしくお願いします。 
あいさつ 
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田中 大輔区長 
 みなさん、こんにちは。ハイティーン会議メンバーの方の発表を楽しみにしておりま

す。発表を聴いたうえで、意見などを述べさせていただきます。 
菅野 泰一教育長 
 私も区長どうよう、メンバーのみなさんの発表を楽しみにしております。メンバーの

みなさん、がんばってください。 
野村 建樹子ども育成担当課長 
 これより、司会進行をハイティーン会議メンバーに替わります。 

１部 発表会 

司会（藤井 麻緒） 
 本日は、私たち中高生世代意見発表事業「ハイティーン会議」の発表会にご参加いた

だきありがとうございます。私は、東京大学教育学部附属中等学校１年の藤井麻緒です。

先ず、本日の流れについて、説明させていただきます。２部制とさせていただきます。

１部では、先ず私たちがテーマについて、活動してきたことを発表させていただきます。

その後、１０分ほど、休憩をした後で、２部ではテーマについて、本日参加していただ

いたみなさんとメンバーとで意見交換を行いたいと思います。 
 今、とても緊張しています。上手に進められるか心配です。学校の副校長先生に発表

会のことを話したら、「発表会には、先生は参加できないけれど、自分たちが活動して

きたことを素直に表現すれば良いんだよ、発表という字は、表に発すると書くのだから」

と励まされました。どうぞ、みなさんよろしくお願いします。 
 

～メンバーが一人ひとり自己紹介を行う～ 
～サポーターが自己紹介を行う～ 

ファシリテーター 安部 芳絵 
 本日、発表する資料等は、サポーターが補佐しながらメンバーがすべて作成したもの

です。パワーポイントの映像には、工夫がこらされております。映像のなかには、おと

なの方が見た場合に、驚くものもあると思います。今回のテーマが「いじめを無くすた

めに」です。現実に子どもたちが映像のような場面に直面することがあることを、本日

参加されているみなさまにお伝えしようと思い、作成したものです。ぜひ、中高生のメ

ンバーの考えを汲み取っていただきたいと思います。 
 

司会：藤井 麻緒 
 それでは、発表に入りたいと思います。先ず、活動状況についてです。 
活動状況について 
発表者：上木 ゆりか 
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 昨年６月７日に 初のワークショップが行われ、何をテーマにするかを、メンバー

で話し合いました。「いじめを無くすために」のほかに、「中国の著作権問題」、「地震」

「少子化」、「年金問題」があがりました。メンバーにとって、一番身近な問題で、考え

れば何かが変わるのではないかということで「いじめを無くすために」をテーマに取り

組むことに決めました。 
いじめの現状について 
発表者：野口 真央            このイメージは、メンバーが作成したものです 

 右の黒板の絵は、メンバーの友だち、ま    
た友だちの友だちからの話を参考に作った 
ものです。 
 遠い世界の話ではなくて実際、現実に存 
在しているものであることを、みなさんに 
知っていただきたいと思います。 
発表者：上木 ゆりか 
 補足します。この黒板の絵は、ひんぱんにあるものではありません。 
 
文部科学省での取材について 
発表者：後藤 翔 
 文部科学省へは一昨年、文部科学大臣宛に、いじめが原因で自殺を予告する手紙が

届くというニュースが、マスコミでひんぱんに流されたことを思い出したので、取材を

希望しました。 
発表者：橋本 広子 
私が文部科学省での取材で、印象に残っていることを紹介します。「教員免許の更新

が１０年」であるということです。私は、１０年は長すぎる気がします。それは、いじ

めとかいろいろな問題が学校には、存在しているからです。 
文部科学省の担当事務官の回答として、講習会場の教員養成大学の受け入れ体制が３

年や５年では、難しいというものがありました。その回答を聞いても私は、１０年では

長すぎる気がしてなりません。 
発表者：野口 真央 
私が印象に残っていることは、生徒・保護者からの「いじめ」や「親のエゴ」で辞め

た教員の人数をはあくしていますか。という質問に対する担当事務官の方の余談として

の話です。 
担当事務官の方の高校時代の友人で小学校で教員をしている方が、児童や保護者とい

ろいろ問題があって、うつ病になってしまったということです。このような話はマスコ

ミ等では、めったに取り上げられてはいないのですが、実際にある話だということをみ

なさんに知っていただきたく思います。 
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シューレ王子での取材について 
発表者：後藤 翔  
 シューレ王子へ取材に行ったのは、文部科学 
省とは違う視点で「いじめ」について考える必 
要があると考えたからです。「シューレ」とは、 
ギリシャ語で「精神を自由に使う」という意味 
です。 
発表者：福岡 万由未 
シューレのふん囲気は、学校の休み時間の 

ようでした。家のような感じでもありました。 
シューレに通っている子どもの作品が建物のなかに、展示されていることも印象に残っ

ています。子どもたちのことを大切にしているなと感じました。 
 印象に残っていることは、カリキュラムの内容がすごく自由ですが、社会に出たと

きに困りませんかというものに対する回答です。シューレの卒業生に「シューレに在籍

していたことで障害はありましたか」で、９割の人が障害は無いということでした。シ

ューレは自分で決める力を養うところだそうです。自由とは、自らに由るということだ

そうです。 
発表者：桜井 統香 
 私が印象に残っていることを紹介します。 
 一つめとして、学校には通えないけど、シューレにならば通えるというのはどうし

てなのか。学校とシューレの違いは何ですか。という質問に対する回答です。「学校に

行かないこと」をどう考えるかということです。学校の先生は、不登校になったら何と

かして学校に通えるように手を尽くします。しかし、その結果、なかには生命を絶って

しまう子どもが実際、現実に存在しています。そのような結果が出ている以上、学校に

行かないことを認める必要があるのではないか、そのことが認められることで、シュー

レに来やすくなるということでした。また、シューレでは、年齢による上下関係が無く、

子どもたちみんな、ため口で会話しているということです。 
 二つめとして、苦労していることは、どのようなことですか、に対する回答です。

運営面が大変とのことでした。フリースクールは、教育制度のなかに位置づいていない

ため、シューレに通っている子どもの籍は、通えなくなった学校にあるため、公的な予

算は学校になるとのことです。私は、その話を聴いてフリースクールが教育制度のなか

に位置づけられるべきであると感じました。 
 三つめとして、シューレに通っている子どもたちに、どうしていじめが存在するか

と思いますかの質問の回答で、①いじめる子にも理由がある②家庭で居場所がないから、

いじめるのではないか③親が話を聞いてくれないからいじめてしまうのでは、などが多
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かったようです。私は、それを聞きシューレに通っている子どもたちの優しさを感じま

した。 
 後に印象に残っているものとして、シューレのなかで、いじめが存在しますか。

また、いじめが起きたらどう対処しますかに対する回答です。シューレのなかでは、い

じめと性質が違うトラブルが発生します。その多くは、話し合いやミーティングなどで

解決できるそうです。しかし、どうしても話もしたくない場合には、双方が衝突しない

ように距離を保つことをスタッフが行うと話されていました。 
 

司会：藤井 麻緒 
 それでは、次に各世代、具体的には、①先生②おとな・親（保護者）③中野区・中野

区教育委員会・国（文部科学省）④マスコミ⑤私たち子どもの現状について、説明させ

ていただきます。 
先生の現状について 
発表者：上木 ゆりか 
 ２００６年の調査での数字ですが、休職している公 
立小中高の教員が４，６７５人で、全教員の０．５１ 
％で、年々増えているようです。 
 私は、先生が心身ともに健康でなければ生徒に対し 
て、より良い指導はできないと考えています。このこ 
とは、文部科学省へ取材に行ったときにも、担当事務 
官の方に質問しました。私も先ほど、野口真央さんが 
発表したように、文部科学省の事務官の高校時代の友 
だちで小学校の先生をしている方が、うつ病になったという話が印象に残っています。 
 私は思います。教員免許を取るのには、ペーパーテストや面接を重要視することも大

事だと思いますが、先生になってから試練をむかえたときに、それを乗り超えられるだ

けの人間であるかを、見きわめられるテストも必要なのでないでしょうか。 
おとな・親（保護者）の現状について  
発表者：桜井 統香 
 主なもの二つを紹介します。 
一つめ、ほかの子と比較することが多い。 
二つめは、あまりほめてくれない。ということがあがりました。一つめのことについて

ですが、ほかの子どもと一緒の行動をとらせることで、子どもはきゅうくつさを感じて

しまうのではないかと考えます。 
中野区・中野区教育委員会・国（文部科学省）の現状について 
発表者：桜井 統香 
 子どもに関することを決めるときに、子どもの意見を聴くことが少ない。というのが
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あがりました。これを解決することは、難しいことだと思います。しかし、中野区が実

施している「ハイティーン会議」のようなものが全国に広まれば、どうにかなるのでは

ないかと思います。 
マスコミの現状について 
発表者：桜井 統香 
 被害者の気持ちに立った報道が感じられない。というものがあがりました。報道を聞

いたり、見たりした人がいじめの現状を改善するには、どうしたら良いだろうかという

ような報道のあり方を行ってもらいたいと思います。 
 
メンバーが考えた「いじめを無くすために」して欲しいこと、できること 
司会：藤井 麻緒 
 次にメンバーが世代別に考えた「いじめを無くすために」して欲しいこと、自分・友

だちが「いじめを無くすために」できることを紹介します。 
先生にして欲しいこと 
発表者：上木 ゆりか 
 先ず、席替えなどグループに分けるとき、いつも仲良し同士が、つかないようにし、

生徒同士の交流を新鮮にするということです。普通の学校生活を送っていると、席の遠

い子とは、よほどのことが無い限り会話をすることがありません。席替えをひんぱんに

することで、席が近くなった子の今まで知らなかった良い面を知ることができると思い

ます。その反面、席が近くなった子が、むかつく行動をとるような子だと、いらいらし

てしまうかも知れません。しかし、生徒同士の交流をひんぱんにすることは、プラスの

面が多いと考えました。 
 二つめには、少なくとも、生徒全員の前では、 
クラスにあるいじめについて、追求しないで欲し 
いです。どうするのが良いかは、いじめごとにベスト 
の対応をして欲しいということです。いじめは、 
陰で行われることが多いです。先生は、日ごろか 
ら生徒をよく観察してくれてその変化に気付いて 
もらいたいと思います。そして、できれが当事者 
同士が、一対一でゆっくり話し合える場を設けて 
欲しいと思います。 
 三つめは、保護者にクラスのふん囲気を知ってもらうために、授業参観をもっと増や

して欲しいということです。保護者の目に触れる機会が増えることによって、いじめの

存在に早く気付くことができ、またいじめが無くなるのではないかと考えます。 
 四つめは、何でもかんでも命令系の指示はやめて欲しいということです。確かに先生

なので、生徒を指導することは分かるのですが、命令系は良くないです。本日お集まり
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のおとなのみなさんも、学生時代を思い出してください。先生から○○しなさい。とか

言われると嫌ではありませんでしたか。 
 五つめは、生徒の意見を素直に聴き入れ、生徒からいろいろ学んで欲しいということ

です。ここで、大事なのは「聞く」ではなく「聴く」ということです。英語で言えば、

［hear］と［listen］の違いです。「聴く」という字は、耳と十四の心で成り立ってい

ます。心から生徒の気持ちを聴いて欲しいです。先生も大変であることは分かっていま

すが、先生と生徒との距離を縮めるために、メールアドレスを交換してもらいたいです。 
 六つめは、自分で対処し切れなかったら、周囲の先生に相談できるふん囲気を、先生

全員が心がけて欲しいということです。先ほども発表したように、先生が健康で明るく

なければ、生徒に良い指導はできないと考えるからです。先生が一丸となれば、いじめ

も解決できると私は信じたいです。 
発表者：福岡 万由未 
 次に、私が発表します。 
 先ず、先生・親・地域と連携がとれるようにして欲しいということです。 
 二つめに、グループ学習の機会を増やす。そして、そのグループは、いろいろな人と

交流を持てるように、どんどん替えていって欲しいということです。この理由は、先ほ

ど発表した上木ゆりかさんと同じです。 
 三つめには、先生は生徒に対してしっかりとした態度で接してもらいたいということ

です。この意味は、生徒が先生を見たら、安心できる気持ちになれるということです。 
 四つめは、学校は開放的で、伸び伸びとした 
空間であって欲しいということです。たとえば、 
学校の校庭が芝生になっていれば、そこに寝転 
がれ、大空を見上げることができ、気分がスカ 
ットするからです。 
五つめは、一人ひとりの生徒の個性を認めて 

欲しいということです。 
 六つめは、生徒の評価が先生によってまちまちなので、明確にして欲しいということ

です。 
以上で、先生がして欲しいことの発表を終わります。発表したように先生にして欲し

いことは、たくさんあります。私たち生徒にとって、先生は身近な存在であるというこ

とです。 
おとな・親（保護者）にして欲しいこと 
発表者：野口 真央 
 先ず、理想が高い。ほかの子どもと比較しないで一人ひとりの個性や長所をほめて欲

しいということです。おとなの方にも、考えてもらいたいと思います。もし、自分の子

どもが、○○さんのお母さんはとてもすばらしいのよ、と言われたとしたら決して良い
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気持ちはしないのではないでしょうか。それと同じです。 
 二つめは、親子愛をもってコミュニケーションをとるようにしてもらいたい。たとえ

ば、テレビ番組のことなど、気軽な話題で話しかけてもらいたいということです。 
 気軽な話題というのは、お母さんお父さんの 
小さいころの話などをして会話を盛り上げても 
らいたいです。子どもにとって、話しやすい空 
気をふだんから作ることを心がけてもらいたい 
です。また、親子で一緒に楽しめるテレビ番組 
とは、たとえば、クイズ、大家族物語、動物が 
主役の番組です。 
 三つめは、子どものかかえている思いや痛み 
を受け入れ相談（想談）にのって欲しいという 
ことです。この想談という字は、ワークショップでたまたま間違えて書いてしまった字

ですが、とても良い字だと思います。相談よりもいっそう心を入れて話を聴くというこ

とです。会場のおとなのみなさんは、本日この「想談」という漢字を覚えて会場をあと

にしてください。 
 大事なことは、子どもに興味があるという姿勢です。 
発表者：藤井 麻緒 
 いじめられている子の親へ、して欲しいことを発表します。四つあります。 
 先ず、少しでも早くいじめに気付いてあげることです。 
 二つめに、子どもの話を聴いてあげることです。 
 三つめに、子どもが話しにくそうだったら、楽しい話で気をそらすことです。 
 四つめに、その子のかかえているストレスをすべて受け止めてあげることです。 
発表者：後藤 翔 
 次に、いじめている子の親へ、して欲しいことを発表します。二つです。 
 先ず、とりあえず、子どもを責めずに時間をかけて、一定の距離を保ちながら子ども

から話を聴くことです。 
 二つめは、その子のかかえているストレスをすべて受け止めてあげることです。 
 以上が、おとな・親・保護者にして欲しいことです。 
 
中野区・中野区教育委員会・国（文部科学省）にして欲しいこと 
発表者：後藤 翔 
 四つあります。 
 先ず、区のなかで、おとなの「子どもたちについて」の意見交換会議を開催すること

です。 
 二つめは、フリースクールの存在を広く保護者や生徒・児童に知ってもらうように努
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めることです。 
 三つめは、クラスの結束力を高めるためにも、もっとたくさん行事を増やせるように

して欲しいことです。 
 四つめは、休職している先生が年々、多くなっているので、教職員を対象としたセル

フヘルプグループのようなものを作って欲しいことです。 
 ここで、セルフヘルプグループについて、説明します。同じ悩みや気持ちの分かり合

えるもの同士が、自分の体験したことや感じたことを話し合うことで、お互いを助け合

っていくグループです。参加者は、他者のつらい気持ちや痛みを分かち合えるのです。

このようなグループがあれば、職場復帰が可能になるのではないでしょうか。 
 
マスコミにして欲しいこと 
発表者：桜井 統香 
 四つあります。 
 先ず、いじめについて、もっと詳しく取り上げることです。この意味は、いじめの報

道の視点です。被害者の立場、加害者の立場、そのいじめを目撃した人の立場で報道し

てもらいたいと考えます。 
 二つめは、フリースクールの特集を流すことです。フリースクールが存在している意

義について、報道してもらいたいです。そのことによって、救われる子どもがうまれる

かも知れないからです。 
三つめは、いじめから立ち上がった人のこと。立ち上がり方のみちしるべを報道して

もらいたいです。立ち直った人の話を見聞きする機会は少ないように感じます。このこ

とは、本人のプライバシーのことも絡むので、難しいとは思いますが、ぜひ、そのよう

な視点で報道してもらいたいです。 
四つめは、多くの家庭がテレビを観る午後７時 

ごろのテレビ番組で「いじめはダサイ」、「いじめ 
は恥ずかしいこと」であるという趣旨のものを製 
作して欲しいです。このような番組がきっかけで、 
親子の会話が弾みストレスが少なくなるのではな 
いでしょうか。 
マスコミにして欲しいことは以上です。 

 
自分・友だちができること 
発表者：桜井 統香 
 次に、自分・友だちができることについて、発表します。私からは三つを紹介します。

先ず、ムカツク子は相手にしない。です。これは、シューレ王子での回答が参考にな 
りました。トラブルに発展しないように、するためにあえてムカツク子とは、距離をと 
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ることは必要だと考えます。 
 二つめは、いじめられている子がいたら、先ず、気付いてあげて話を聴いてあげ、そ 
の子の思いや心の痛みを受け止めてあげる。聴き上手、話上手になるということです。 
話を聴かれた子は、自分のことを気にかけてくれている人がいて、きっとうれしくなる 
と思います。 
 三つめは、いじめは人の弱い心が生み出し、無限に連鎖していく。自分たちでその連 
鎖を断ち切る勇気を持つと、いじめは止められるということです。しかし、このことは 
みんな分かっていることではありますが、なかなか実行できないのが現実です。少しづ

ついじめを無くすことを広げていければという思いがあります。 
発表者：橋本 広子 
 私からは、六つ紹介します。 
 先ず、「キモイ」とか「死ね」とか言わないです。言われた方はどのような気持ちに

なるでしょうか。相手の気持ちを考えれば、軽い気持ちであっても決して言ってはいけ

ないことばだと思います。 
 二つめは、いじめに加わらないことです。 
 三つめは、クラスの結束力を高めるために、イベントを増やすように先生に提案する

ということです。このことは、中野区・中野区教育委員会・国にして欲しいことでも出

ました。私もこれまでイベントが終わった後に、このクラスで良かったと思うことが何

回かありました。イベントがクラスを一つにするきっかけになることがあります。 
 四つめは、クラスの全員と会話ができるように、ひんぱんに席替えを行うよう先生に

提案するということです。これは、ここまでの発表で何回か出されている意見と同じで

すが、ここで大事なのは、先生に提案するということです。自分たちで、環境を整える

ということです。その結果、ふだん会話をしていない子と「ありがとう」などの会話が

交わせると考えます。 
 五つめは、ささいな一言で、状況が変わることもあるので、そのあたりをきちんと認

識しておくことです。これは、日ごろからの信頼関係ができていないと、言った当人は

軽い気持ちでも、言われた人は落ち込んでしまう場合があるからです。相手の気持ちを

考えられないといけないと考えます。 
 六つめは、人に自分の考えを強要しないということです。自分は自分、友だちは友だ

ち、物事について、どのように考えるかは、人それぞれであるということを認めなくて

はいけないと考えます。 
 以上で、私からの発表は終わります。 
発表者：福岡 万由未 
 私からは２つ紹介します。          
 一つめは、コミュニケーション能力を高める。 
たとえば、ハイティーン会議のように、自分の 
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意見が自由に発言できる場を増やすよう、おとなに働きかけることです。学校では、た

とえば、クラスで学級会や班ノートを作ることで、コミュニケーションをとると良いと

思います。 
 二つめは、お互いの個性を認め合う。自由にふるまえて、他の人の自由なふるまいも

許せるようになれば、いじめは起きない。です。お互いの個性を認め合うということは、

人間は、一人ひとりが異なった人格を持っていると思えば、相手を認められると思いま

す。 
 以上、私たちメンバーが考えた「いじめを無くすために」自分・友だちができること

です。 
 
終わりに 
   

 海に住んでいるときの魚              魚を水そうに入れると 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発表者：藤井 麻緒 

 上の絵をご覧ください。 
この絵は、朝日新聞で一昨年、連載された「いじめられている君へ」、「いじめている

君へ」で東京海洋大客員助教授のさかなクンの文章を絵にしたものです。 
 魚は広い海のなかでは、仲良く群れて泳いでいます。しかし、水そうに入れたら、一 
匹を仲間はずれにして攻撃し始めました。（上の右の絵）その魚はけがをしてしまいま 
した。けがした魚を別の水槽に入れました。すると、残された魚は別の一匹を、いじめ 
始めました。助け出しても、また次にいじめられる魚が出ます。 
メンバーは考えました。人間も同じではないかと、だれかを攻撃することでストレスを

発散させているのではないか。そして、そのストレスは、地域にまんえんしているので
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はないか、ストレスがいじめに結びついていると考えました。 
第 2 部では、本日参加されているおとなの方とメンバーとで、「いじめを無くすため

に」について、意見交換を行いたいと思います。第 2 部の司会は、後藤翔君に代わりま

す。それでは、みなさん、ここで１０分間の休憩とさせていただきます。 
発表したパワーポイントの資料は、休憩後にみなさんに配布させていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 


