
枚方市 PTA協議会

平成 18年度 第２回子ども人権啓発委員会 全体会 議事録

＜日 時＞ 平成 19年２月 27日（火） 10：00～12：00

＜場 所＞ 枚方市立教育文化センター ３階 大会議室

＜内 容＞

１．平成１８年度活動報告

野村委員長より、１８年度の子ども人権啓発委員会の活動を報告（当日の配布資料参照）。

２．講 演

テーマ「子ども、家庭、学校にある希望」 講師 桜井智恵子さん（大阪大谷大学）

１．私たちが嬉しいこと

大人でも子どもでも、「がんばりなさい」と言われるより「よくがんばったね」と認められる方

が嬉しい気持ちになる。日本は「もっと、もっとがんばれ」という国民性で、寛容さ（トレランス）

が軽視されがちだが、大切なのはたとえうまくいかなかったとしても「よくがんばったね」と認め

てあげる事。その一言が子どもの笑顔を呼ぶ。

２．家庭にきびしく

子育ては、「重労働」でありながら、「孤独」な作業であり、その成果を「人から理解されにくい」

仕事である。

近年の少子化により、現在子どものいる世帯は日本の全世帯の中の１/４で、昔とは違った環境

になってきている。その中で「親がしっかりしないから・・」という世間の目もあり、人間性でも、

学力面でも子どもをパーフェクトに育てなければ・・と思う親へのプレッシャーがますます大きく

なってきている。

また、昭和 40年台はまだまだ近所付き合いが盛んで、親の帰りが遅いと隣の家でご飯を食べた

りして過ごす事も当たり前だったが、現在ではそのような事も無くなり、街が子どもを育てなくな

っている。すなわち、子育ての責任が親だけにかかってきている。

このような環境の中、10～12歳の子を持つ親対象の「子どもの成長に満足しているか」というア

ンケートで、日本の親が子どもに感じる満足度は 36％という結果が出ており、米の 85％、スウェ

ーデンの 83％に比べるとかなり低くなっている事が分かる。

この結果からも、今の日本では、子育て中の親にとってかなりきびしい状況であると感じられる。

３．子どもにきびしく

秋口からマスコミの報道が激しくなったせいで「いじめ」が取り上げられる機会が多くなったが、

「いじめ」の件数は決して昔に比べて増えているわけではない。

2006年 10月に、低下したといわれる日本の子どもの学力の向上を図る目的での「教育再生会議」

が発足した。日本の子どもは、国際学力テストの数学の「学力」の結果が 48ヵ国中 5位、ただし

数学を「学ぶ意欲」は 48ヶ国中 48位であり、子どもが無理をしながら学習している状況が浮かぶ。

このままでよいのかと教育者の間では危惧されている。

一方でこの間、いじめによる子どもの自殺が相次ぎ、2006年 11月には教育再生会議が「学校は、

問題を起こす子どもに対して、指導、懲戒の基準を明確にし、毅然とした対応をとる」との『いじ

め問題への緊急提言』を発表。

2007年２月５日には『問題行動を起こす児童生徒に対する指導について（通知）』にて、いじめ



ている子に対して通学停止も可、という項目が発表された。

またその２日後『24時間いじめ相談ダイヤルの設置』が市町村レベルに下りてきて、数ヶ月の短

い期間に、予算も人材も揃わないまま急な応対が求められており、行政も右往左往している状況。

そして教育の現場では、子ども同士のトラブルに親が加入してきては解決を複雑にしている現状

もあり、子どもを取り巻く社会全体が非常に落ち着きのないものになってきている。

4．子どもが抱える問題と背景

川西市にある「子どもの人権オンブズパーソン」（オンブズパーソン＝代弁者）は、学校とも教

育委員会とも少し距離を置いた機関で、子どものさまざまな問題を第三者的な立場で受け止める場

所になっている。常駐の相談員 4名が子どもの相談を受け、やや深刻な内容の問題については 3名

のオンブズパーソンが対応する。

昨年 12月に同所を視察に来られたユネスコ研究所のヴォーゲさんの話の中に「アメリカとカナ

ダが行ってきた punishment（処罰）を中心としたゼロ・トレランス（毅然とした対応）は完全に失

敗でした。それは、本来助けを必要としている子どもを罰する事になるからです。」という言葉が

あったがその通りで、いじめている子にも何らかの問題を抱えているケースや助けを求めている事

が多く、「別室指導」や「登校停止」が必ずしも良い選択肢とは限らない。

今の学校には余裕が無く、それゆえ寛容がない（トレランス・ゼロ）から、「いじめ」が起きて

いるのでは？いじめが起きる教室は、統計的に見ても不登校が起きやすいことからも、「寛容」の

重要性を感じる。

長崎で起きた「小 6女児同級生殺害事件」においても、犯行の日までに加害者の女児の背景には

いろいろな家庭での問題があり（詳細は、浜田寿美男著「子どものリアリティ 学校のバーチャリ

ティ」参照）、決して特別な環境の子どもが起こした事件ではないことから、子どもの抱える問題

と背景については、目には見えないが大切に扱うべき事柄である。

5．川西市子どもの人権オンブズパーソンでは

1994年に日本でも批准された「子どもの権利条約」は『他者を大切にすることが自分をも大切に

する』という寛容の精神をもとに作られた条約。

子どもの人権オンブズパーソンでは、トラブルが起きたとき「子どものまわりの改善」「はじか

れた子どもの救済」を第一に考えている。これは子どもそのものを矯正しようというのではなく、

子どものまわりの環境を調整していくことで、子どもは変わっていく。

トラブルを起こした子を地域から排除するのではなく、地域で子どもを見守り育てていく、守っ

ていけるように・・。

子どもにじっくりと寄り添い、話を聞き、真剣に向き合ってくれる大人が（たとえそれが親では

なくても）いれば、それだけで子どもはどんどん変わっていくことが多い。

まとめ ～子ども、家庭、学校にある希望

大人でも力のない時に「もっとがんばれ！」と言われたら、ますますやる気をなくしてしまう。

子どもだって同じだが、残念ながら今の社会は子どもにとって「北風（力づく）」で接する事が多

い。

そうではなくて、子ども達にしっかり向き合い関われるような「誰か」、じっくり話を聞いてく

れる大人がいたら子どもは持っていた力を取り戻す事ができる。

そして、そんな子ども達のそばに寄り添う事によって、私たち大人は新しく人とのつながりを感

じる事ができ、子どもを通じて今まで気付かなかった希望をたくさん見せてもらう事になるのでは

ないかと思う。

質 疑 応 答

質疑事項、なし



3．パネルディスカッション

テーマ「子どものトラブルにどう関わるか～各現場から～」

パネリスト 初瀬 憲さん（教育委員会 児童生徒課指導主事）

貢 洋子さん（ルポ専任教育カウンセラー）

岸本三江子さん（母親情報交換委員会 副委員長）

コーディネーター 西田 政充さん（子ども人権啓発委員会 副委員長）

西田： 今回は各分野で子どもの教育に携わっておられる方や、子育てに現在関わっていられる方をパ

ネリストに迎えて、「子どものトラブルにどう関わるか」をテーマにディスカッションをしてい

きたい。講演をしていただいた桜井先生にも加わっていただく予定だったが、体調不良のため残

念ではあるが 3名のパネリストの方と話し合いを進めていく。まずは、それぞれの自己紹介を・・。

貢 ： 市内でいろんな原因で学校に行けなくなった子ども達が通う「ルポ」（教育文化センター内 適

応指導教室）で、子ども達の精神面・学習面のフォローや、その保護者と話し合い一緒に考える

中で、力を失った子どもの元気を取り戻し、学校への復帰、出来なければ次へのステップを見つ

けるという仕事をしている。

岸本： 母親情報交換委員会 小学校部会長の岸本です。子どもは中 1、小 2、年中の 3人。子育て経

験はそれほど豊富ではないが、今日は一主婦として、子育て真っ最中の一母親として、話をさせ

ていただきたいと思う。

初瀬： 教育委員会に勤務して 2年、それ以前は中学・高校で教師をしていた。子どもは大学・高校の

男の子二人だが、あまり子育てには関わってこなかったと感じる。今日はテーマに沿って自分の

経験から話せる事があれば、伝えていきたいと思う。

西田： それではまず、それぞれの立場で、パネリストのみなさんが日頃子どものトラブルにどのよう

に関わっておられるか、またどんな体験や思いをされたかを、お一人ずつ 5分程度でお聞かせい

ただきたい。

貢 ： 子どものトラブルと言うテーマだが「不登校」もトラブルのひとつ。子ども達はそれ以外にも

いろんなトラブルを乗り越えて成長するのだが、現代の社会は大人にとってもストレスがいっぱ

いの社会で、同じように子どももストレスをいっぱいに感じている。ただ、ストレスなどのマイ

ナス面にばかり目を向けていてはいつまでたってもそこから抜け出せないので、子どもと向き合

うときは常に明るい「希望」を心がけるようにしている。

不登校は、体験した子どもにとっては長い時間とエネルギーを必要とすることで、経験した事

がない子にとっても誰にでも起こりうる、ということを知って欲しい。一旦つまずいたら立ち直

るためにはかなりの時間を要するので、子どもの変化には出来るだけ早いうちに気付いてあげる

事が大切。

不登校になる子は、たまたま「不登校」という形で子どもの思いが表れた結果だが、どのよう

な形になって表れるかはわからない。ただ、その原因も多様化しており、環境や発達過程での問

題などいろんな理由が複合して表れてくることが多い。

今日は、子どもの出す心の出すＳＯＳのサインに気付くために、どのようにすればいいのか、

サインに気付いたときにどう対応すればいいのか、などに触れながら話して行きたい。

また、子どもに向き合って関わる事によって、まわりの大人も成長するということも知ってお

いて欲しい。

岸本： 長女が小６の時、クラスの女子の間で一人の子が意地悪をされる事例が発生。児童数が少ない

ため 2年の頃から一クラス編成で、クラス替えが無いため友達関係も固定気味。

そんな状況の中、家庭環境が複雑な一人の女児が、まわりの友達に靴をいたずらされたり、ノ

ートを隠されたりのいじめにあっているとの話を聞く。子ども達にしてみたら軽いいたずら気分

のようだったが、女児の背景を知っている大人からすれば気になる出来事で、自分の娘は関わっ



てはいなかったが、そういう場面になった時「やめてあげたら？」と言える子になって欲しい、

という思いを伝えた。

ちょうど、長崎で小 6女児の事件が起きた頃で、同じ年齢の同じ性別の子どもが起こした事件

と娘たちの姿が重なり、身につまされるものがあり、どんな時にも友達を思いやれる「勇気」を

持ってほしいと話をした。

また、「命」の大切さに触れ、「あなたはお母さんにとってとっても大切な存在。お父さんも妹

たちも、おじいちゃん、おばあちゃんも、近所の人も、あなたのまわりの人はあなたがいなくな

ったらとても悲しむんだよ。だから自分で命を絶つことは絶対にしてはいけないよ」と、真剣に

娘と向き合って涙ながらに伝えると、娘も泣きながら聞いてくれた。「死んではいけない」とい

うことをとにかく伝えたかったので。

初瀬： 「いじめ」問題が起きた時、よくマスコミから教育委員会バッシングを受ける事があるが、そ

もそも教育委員会は何をしているところなのかが、あまり知られていないことが原因でもあるの

ではないか、と思う。教育委員会は、学校園でのトラブルを出来るだけ未然に防ぐ事ができるよ

う、指導・助言を行うところ。教師だけでなく、子ども・保護者の支援をしたり、何か具体的な

問題が起きたときに一緒に解決できるよう助言等をしたりする機関。

「いじめ」問題の対策としては、校内にいじめや不登校問題を話し合う委員会を設置し、早期

発見・早期指導を行うため保護者との連絡を取れるような体制をお願いしている。また、先生間

の情報交流を密にしてもらって、たくさんの目から子ども達の異変を早期に察知できるよう、気

をつけてもらっている。

また、「いじめ問題連絡会」を立ち上げて、学校だけでなく全市をあげてこの問題に取り組め

るようにしたり、庁内の各部署と連携して「いじめホットラインの設置」、「いじめ対策支援チー

ム」として元校長やカウンセラーの先生など多くの目で子ども達を見守れるようにしている。

その他にも子育ての講演会実施や、先生への支援として各学校でいじめ・不登校問題を担当し

ている先生方を対象に研修会を実施したり、いじめの未然防止、早期発見・対応が出来るよう指

導力向上を目指し生徒指導などのベテランの先生がこれまでのノウハウを他の教師に伝えたり

する機会も持っている。

以上は、いじめ問題を例にとった対応をあげたが、教育委員会というところは子どもたちが安

心して登校し、豊かな生活を過ごせるような学校園の充実にむけて、学校を支援するという立場

の機関であるという事を理解していただきたい。

西田： それぞれの方からそれぞれの立場での話を聞く事ができたが、今の話の中で、もっとここが聞

いてみたいとか、質問したい事などがあれば、ぜひ自由にご発言していただきたい。

貢 ： 岸本さんの話に感動したが、特に我が子にじっくり向き合って自分の気持ちを話せるというと

ころがすばらしいと思った。「お母さんはあなたが大好きなんだよ、何があってもあなたの味方

だよ」という根底を子どもはいろんな場面に感じ取る。子どもは小さい頃からの積み重ねで、親

子の信頼関係を築くものであって、短い期間にいきなりそういう関係が出来るものではない。

しかし、時間的な余裕、精神的な余裕がないため、子どもと真剣に向き合ってこのように話を

している親子が最近は少なくなってきていると思う。現在不登校の子どもと関わってみて、こど

もが本音・弱音が家の中で出せるのかなぁ？と心配に思う事がよくあるが、それを出していける

柔軟さが実はとても大事なんじゃないかなぁ、と強く感じている。

子どものちょっとした変化に親の方が先に気付いてあげられるよう、豊かな感受性をもって欲

しい。「ん？何かちょっとヘンだな」「ちょっといつもと違うなぁ」「今日何かあった？」そうい

う小さな積み重ねから子どもとの信頼関係が出来ていくもの。そうして実際、子どもがトラブル

に巻き込まれた時に「今日こんな事あってん」「まぁ、そんなことあったん？」と自然と口に出

来る関係が築き上げられれば望ましいと思う。

また、日頃からコミュニケーションが取れていれば、自分の子どもがいじめに関わっていたと

知った時など、頭ごなしに叱り飛ばすんじゃなくて、子どもの置かれている状況を理解しつつ対



応する事ができるので、大切なこと。

子どもの意見を尊重する事は「甘やかしている」ととられる事もあるがそうではなくて、子ど

もを分かる事は決して甘やかしている事ではないと思う。また、叱る時もやった事に対して叱る

のであって、子どもの人格を否定して叱らない。「あなたが大事だから叱るんだよ」というメッ

セージが伝わるような接し方を、難しい事ではあるが、日頃から心がけて欲しい。

今の子どもは心が脆いところがあって、学校の中での人間関係に躓く子が多い。そういうこと

を乗り越えるためにも、まずは家庭の中の人間関係を築いていく経験が大切。まず今日から、そ

ういう関係を作っていって欲しいと思う。

岸本： 上の子と真ん中、下の子の年が離れている分、上のお姉ちゃんが下の子の面倒を見てくれたり

する事も多く、助かる事も多い。中学生なので、これから思春期に入り友達や異性との関係での

トラブルも出てくるとは思うが、我が家では小さい子にあわせて子どもに接しているので、日頃

からスキンシップを大切にしながら子育てをしており、今後も子どもとの関わりを大事にしなが

ら頑張っていきたいと思う。

西田： 初瀬さんは教育委員会からの出席ということで制度的な話になりがちだが、父親として、教師

時代を振り返っての経験でも良いので何か体験的な話は？

初瀬： 自分自身、父親の転勤で九州から越してきたので、言葉の面や文化の違いなどでからかわれた

りする事が多かった。父親は「やられたらやり返せ」と言ったが、それが出来なかったため、多

少辛さを感じた。

いいか悪いかは別として、子どもに対して親や教師は画一的な、定番の、マニュアル的な接し

方をしてしまいがちで、もちろん育ってきた過程が多少は左右するものの、こういう場でいろん

な立場のいろんな人の話などを聞くと、ずいぶん視野が広がるように思う。

桜井先生の話を聞いていて、自分が、家に帰って接する子どもについての話題は、テストの点

数や、成績表など目に見えるものばかりで、子どもの内面を見ていなかったなぁと気付かされた。

教師をしていた時は子どもの内面を見ていたのに、父親としては出来ていなかったなぁと。

もうひとつは子どもに「自分は絶対教師にだけはならない」と言われた時、そういえば自分は

家で職場のマイナス面しか話してこなかったんじゃないかと反省した。マイナスの発言ばかりし

ていたので、子どもは親の職業をマイナスに捉えたのではないか？「大変だけど、遣り甲斐のあ

る仕事だよ」と話していたら、子どもの理解も違ったのかもしれないと反省している。

大抵、叱ると子どもは萎縮してしまい、うまくいかないことが多いが、ほめると「もっとやっ

てみようか」とやる気になることが多いのもよく分かっているが、なかなかそれが実行しにくい。

これは子どもと大人の関係に限らず、保護者と教師との関係にも言えることで、お互いが批判

しあってしまうと、解決の手立てのレベルが下がってしまう事例もあり、気をつけなければなら

ないと思う。

西田： 時間もまだ少しあるので、こういうことを言いたいとか、聞きたいと言う事があればぜひ。

貢 ： 初瀬さんが言われたように、思っている事を実際に言葉に出してみるという事はとても大事な

こと。日本人はとてもそれが苦手だが、親の立場として気持ちを素直に言葉に出すと、子どもも

それを学んでいくもの。

特にプラス面を認めてやるという事は、小さなことでもとても効果的なこと。

万が一、子どもがトラブルに陥った時にどういう風に子どもに寄り添ってやるのがいいのか悩

んだ時、もらったアドバイスに「そういう時の子どもは、深い穴のなかにおちてしまった状態で、

上からの光も見えない。そんな時、穴の上から手を差し伸べて『こっちへおいで』とどれだけ呼

びかけてもそれは通じない。自分も穴の中に落っこちたつもりで、その子と一緒に上を見上げて

あげてください」というものがあった。家庭でもそういう場面になった時、「頑張りなさい」で

はなく、子どもと一緒に同じ方向を見ながら解決してやる姿勢が大切だと思う。



例えば不登校の子は、「学校」という言葉が頭の中にそびえ立ち、頭の大部分を学校の事が占

めている状態なのに、「学校に行こうよ、行こうよ」と呼びかけるばかりではますますその子は

心を閉ざしてしまう。「辛いんだね」と子どもの気持ちにまで下がって共感してあげる事ができ

るようになるといい。

岸本： 貢先生は不登校がご専門なので聞いてみたいのだが、日頃は楽しく登校しているが、時々「今

日はおなかが痛いから学校に行きたくないな」「熱があるみたいやから休む」みたいなことを言

われると、親としては判断に困る事があって、「じゃあ、今日は休んでゆっくりしておき」とい

ってよいものなのかどうか。今は「学校は勉強する大切なところやから行かなあかんよ。行った

ら楽しい事あるかもよ。しんどかったら保健室に行けばいいよ。」と送り出しているのだが。

いざ我が子が理由は言わずに登校を渋った場合、親としてどういう態度をとればよいのか教え

ていただきたい。

貢 ： そういうケースはよく聞くことで、こうすれば大丈夫、という答えがあるわけではないが、実

際に登校が苦だと頭痛や腹痛になる事はよくあり、痛みはきちんと認めてあげるべきで、それも

否定されると子どもはとても辛い。もし、休ませるなら「じゃあ今日一日だけね。明日は行こう

ね」と約束させるとか、もちろんそのまま放っておかず学校の先生にもこんな状態だときちんと

伝えておくように。

「休んでいいよ、と言うと、ずっと行かなくなってしまうのでは」という不安をほとんどの親

が持っており、実際そうなってしまうケースも無いとはいえないが、子どもとコミュニケーショ

ンをとりつつ「じゃあ、途中までお母さんと一緒に行こうか」などと子どもに対して『お母さん

はあなたの事が心配なのよ』という姿勢を見せるのは大事なことと思う。それが必ずうまくいく

とは限らないが、ダメだったらまた違うやり方を考えてみよう、とお母さんと一緒に考えていこ

うというくらいの気持ちでやっている。子どもによって、うまくいく方法は様々で、必ずしも答

えがあるわけではないので。

なので、今うまく登校できているのなら、その方法で間違いないと思うのでそのやり方を続け

ていけばよいと思う。

西田： 大変中身の濃い、我々保護者にとっても参考になる意見交換を頂き、ありがとうございました。

予定の時間を少しオーバーしてしまいました。ここでパネルディスカッションは終了させていた

だきます。

４．質疑応答

質疑事項、なし。

挨 拶

（野村委員長より）今年度の子ども人権啓発委員会の活動は今日をもって最後になります。今日

の講演と、パネルディスカッションの内容を今後のみなさんの子育てと活動に役立てていただけ

たら、と思う。

不慣れな四人でありましたが、一年間の活動を無事終える事ができました。みなさん、ご協力

いただきましてどうもありがとうございました。


