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１ はじめに 

 我が国ではいじめ問題の対応については、学校や教

員に委ねられてきた部分が大きい。しかし、「いじめ

防止対策推進法」が平成 25 年 6 月に制定され、これ

を受けて各学校では、「学校いじめ防止基本方針」を

策定し、具体的ないじめ対策を学校全体で組織的に推

進することになった。 

 今回の海外派遣の目的は、ノルウェーで行われてい

るいじめ防止プログラムについて、実際に見て学ぶこ

とである。いじめを未然防止する方法やいじめが起き

た時の対応の具体的な方法を、千葉市の掲げる｢千葉

市で学んでよかった｣と思える児童の育成とその環境

作りに役立てたいと思い、この派遣に臨んだ。 

２ ノルウェーの教育状況 

 ノルウェーは、社会福祉国家であり、全ての国民が

基本的な社会保障費の給付とサービスを受けられる。

全ての児童生徒は、義務教育から高等教育までの授業

料が無償である。 

 学校制度は、５歳までが幼児教育、６歳から初等教

育、13 歳から前期中等教育、16 歳から後期中等教育

となっている。初等教育期には、日本で行われている

ような定期テストや成績表はない。そのかわりに年に

２回、教師は保護者に児童の学習進度や学校での生活

の様子を詳しく伝える。 

 ノルウェーは学校規模が小さく、１学級当たりの平

均は 18人～22人である。教科書は無償で学校が貸し

出し、全ての教科書にカバーを付け、１年間使った後

にカバーを取って返却する。 

 2003年の教育法の改正に伴い、第９ａ章として「生

徒の学校環境」が追加され、「児童生徒に良い学習環

境を提供することが学校の義務であること」が明確に

示された。｢良い学習環境｣とは、児童生徒一人一人が

安全・安心を感じながら身の周りの社会に属している

ことが実感できる環境のことである。毎年２月には、

いじめアンケートが自宅のＰＣを通して行われ、その 

 

結果が公表される。そこで、どの学校もいじめゼロを

掲げ、次のような取組などを行っている。 

 

 

 

 

これらのプログラムを導入し、継続して取り組むこ

とで、いじめに対する教師の意識を向上させ、学校全

体で組織的に対応する方法を学び、いじめの未然防止

に努め、いじめのない環境作りに力を入れている。 

３ 学校を訪問して 

（１）アセン小学校の取組（パルスプログラム） 

  全校児童320人であり、多民族の児童が集まって

おり、43の母国語を使っている。この学校では、パ

ルスプログラムを導入し８年目である。いじめが起

きていたらやめさせることや、いじめはいけないと

いう意識を高めることなど、一人一人が考え行動で

きるように、具体的ないじめのロールプレイングを

通して解決方法を学ぶ時間が、週に１時間の学習に

位置付けられている。 

 

【ロールプレイングを伝達している授業風景】 

    《パルスプログラムの主な内容》 

 

 

 

 

 

  

 

訪 問 国：ノルウェー王国 

  研究テーマ：生徒指導・教育相談の充実 

所属名 千葉市立さつきが丘東小学校 

氏 名 髙 山 邦 美   

① オルヴェウスいじめ防止プログラム 

② パルスプログラム 

③ ゼロプログラム 

④ コネクト・オスロプログラム 他 

① 児童が安全・安心に生活できる環境を築く。 

② ソーシャルスキルだけでなく、知識面も高める。 

③ 児童がねばり強くやり遂げる力を付けさせる。 

④ 教師へのプログラム内容の継続的な教育を行う。 

⑤ 保護者にプログラムの内容を伝え協力を得る。 
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この結果、アセン小学校では、児童を取り巻く環

境が良くなった。また、問題を起こす児童に対し

て、教師は、ポジティブな態度で臨むなど、ソ

ーシャルスキルアップを目指し未然防止に努め

ている。児童の良い行動をほめたり、認めたりし

ていくことで、自己有用感の向上が図られ、精神

面でも安定し、学力の向上が見られると確信して

取り組んでいた。また、保護者とチームを組んで

取り組むことが、効果を上げることにつながるこ

とを踏まえ、イベントやバザーなどを行い保護者

との連携も深めている。 

（２）トースタッド中学校の取組（ゼロプログラム） 

  校長先生は 15 年間管理職として多くの学校経営

に携わり、信念をもって経営している。教師の責任

は、生徒に信頼され、よい関係を築いていくことで

あると話された。この学校では、ゼロプログラムを

導入し、生徒の安全・安心が保障された教育環境作

りを目指している。ゼロプログラムの導入に当たっ

ては、教師間で取り組むかどうかの協議を重ね、全

員が納得した上で研修に参加してその方法を学ん

でいく。 

《ゼロプログラムの主な内容》 

 

 

 

 

  １年生に関しては、小学校の教師と中学校の教師

が面談を行い、アドバイスを生かしてクラス編成を

行い、最後にもう一度小学校の教師に編成を見直し

てもらうなど小・中の連携が密に取られている。 

  校内では、生徒の主体的な活動を促す取組として、

カーニバルやサッカー大会や卒業パーティーなど

の行事を積極的に行っている。そこには、生徒同士

の相互理解が図れれば、いじめはないという理念が

ある。また、休み時間には、黄色のジャケットを着

て巡回する教師がいる。このジャケットを着た教師

が校庭にいることで、いじめの抑止効果があり、い

じめを早期発見する手立てとなっている。そして、

いじめが発生した場合は、職員全体が対策に関わる

義務があり、被害にあった生徒・保護者と時間をか

けてその解決に向けて話し合いを行う。解決の方向

に進んだら、ソーシャルワーカーが中心となって、

１～２カ月間の様子を見守り、長期に渡り継続的・

組織的な働きかけを行う。この結果、落ち着いた生

徒が育まれ、いじめゼ

ロの学校となってい

る。 

また、どの学校に行

っても、誕生日会をす 

るなら全員を呼ぶこと、

場所がなければ、学校

を使ってよいこと。こ

の内容を最初の保護者

会で伝える。個人的な

集まりの誕生会を、学校が開催方法にまで関与する

ことが当たり前の社会である。幼少の頃から仲間を

固定せず、多くの仲間で行うという意識を持たせ、

仲間外れを未然に防ぐ取組が行われている。 

４ 研修成果の活用 

 いじめをしない・止める意識を持たせるために、ノ

ルウェーで見たロールプレイングの取組を、５年生の

道徳で行った。実際にいじめを止める姿を経験するこ

とで、｢見て見ぬふりをしてはいけないこと｣や｢自分

からいじめを無くすために発信していく｣という意識

の高まりが見られた。児童の感想からは、「からかい

やふざけることを、これからはやめる。からかいを見

つけたら止めるようにしたい。」というものがあった。

さらに、クラスの友達が互いを理解し合うことが大切

であることも伝え、まずは友達のよいところ探しや温

かい言葉をかけ合うことを今後も実践しようと話し

合った。 

また、教務主任研修会の地域別ブロック会議で、ノ

ルウェーで見たいじめ防止対策や未然防止対策につ

いて説明する機会をいただいた。教師が児童生徒に信

頼され、よい関係が築けることがベースにあることを

伝え、教師同士が一体となっていじめを無くす努力を

行う大切さを発信することができた。 

いじめ防止の最前線にいるのはわたしたち教師な

ので、からかいやふざけなどの行動に対して曖昧な態

度ではなく、いけないという強い姿勢を見せることが

大切である。千葉市の目標である、いじめを許さない

学校を目指し、小さなサインを見逃さずに、この学び

をさらに今後も発信していきたい。 

 

【教師の巡回用ジャケット】 

① 防止する。→黄色のジャケット 

② 現状を把握する。→ＰＣによるアンケート 

③ いじめが把握されたら、即解決していくこと。

④ 生徒に継続的・組織的な予防の働きかけを行う。 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

平成 27 年 10 月 12 日から 10 月 23 日ま

での 12 日間、独立行政法人教員研修センタ

ー教育課題研修指導者海外派遣プログラム

の研修生として、アメリカ合衆国のマサチ

ューセッツ州・ニューヨーク州を訪問した。 

千葉市学校教育の課題の重点として掲げ

られている、生徒指導・教育相談の充実に

ついて、先進国の実態を視察し、今後の千

葉市学校教育に還元したいと考え研修に参

加した。  

２ アメリカ合衆国の教育状況 

（１）教育制度  

アメリカ合衆国は州によって教育制度  

 を制定できるしくみであるが、おおよそ

下記のような教育制度が示されている。 

今回訪問したマサチューセッツ州・ニ  

 ューヨーク州では、アメリカ合衆国でも  

一般的な、５－３－４制であった。その  

場合、１年生から８年生までが小・中学

生で、現地では中学３年生が８年生と呼

ばれている。  

また、小学校の多くに幼稚部が併設さ

れており、そのまま１年生に上がること

が多い。  

 

 

 

 

 

 

（２）Charter School 

アメリカ合衆国でも日本と同じように、  

公 立 （ public school)と 私 立 (private 

school)の 学 校 が あ る が 、 こ こ 数 年 で

Charter School というカテゴリーの学校

が作られるようになっている。 Charter 

School とは、公立でもなく私立でもない

学校で、地域・保護者の要請により自治

体が主導で設立し、運営は民間が行うと

いった学校である。  

この Charter School には、企業にスポ  

 ンサー契約をお願いしたり、教員の配置  

や募集をしたりするなど、教育局という

運営を行う機関がある。この機関は、地

区の Charter School をいくつか担当し、

運営を監督している。  

学習する内容は、州のコモン・コア・ 

スタンダード（日本における学習指導要

領）に定められている。また独自のカリ

キュラムの構成も可能で、事前にすべて

の在校生の保護者、就学前児童の保護者

が閲覧できるようになっている。  

（３）多民族の集まる国  

  周知のとおりアメリカ合衆国は多くの  

 民族を受け入れ、生活習慣や宗教などに  

違いがある。中でも言語に関しては、英  

語を話す子が多いが、移民や保護者の仕

事の関係で、アメリカ合衆国に移住して

いる者もおり、ほとんど話せない子もい

る。このようなことから、言語が障害と

なって、学習環境・友人関係が正常に保

てなくならないよう、小学校の段階から

スペイン語やフランス語、中国語、日本

語などの第２外国語を学べるように配

慮した学校も多い。  

 

訪 問 国：アメリカ合衆国  

  研究テーマ：生徒指導・教育相談の充実 

所属名 千葉市立誉田中学校  

氏 名 滝 口 健 二   



4 

 

３ 学校訪問をして 

マサチューセッツ州フレミングハム市の 

「ローレンススクール」について報告する 

（１）学校の特徴  

  幼稚部から８年生までの、日本でいう  

幼小中一貫校である。アメリカ合衆国で  

はめずらしくはない。  

 日本人が多く在籍し、各学年に 10 名ほ  

どで 80 名の児童生徒が通っている。世界  

各国に日本人学校があるが、保護者の多  

くはアメリカ合衆国の現地校に通わせ、

週末に補習校と呼ばれる日本人の学校

に通わせている関係で、この学校には３

人の日本人スタッフが勤務していた。   

（２）教育相談の実情  

日本ではいわゆる「生徒指導」と「教  

育相談」を分けて考えることがあるが、  

   

 

 

 

 

【ガイダンスカウンセラー室】  

この学校ではそもそも「生徒指導」とい

う概念が無く、学習についていくことが

困難になっている児童生徒のサポート

のため下記のスタッフが勤務している。 

①「ガイダンスカウンセラー」  

日本でいうスクールカウンセラーに  

近い仕事をしているスタッフ。  

②「チャイルドセラピスト」  

 学校心理士と訳すことが多く、心理  

面でのサポートをする。   

③「ソーシャルワーカー」  

 日本のスクールソーシャルワーカー  

 と同じように外部機関との連携や

主に保護者との間に立ってコーディ

ネートする役割を持つ。 

（３）サポート体制  

 前項の教育相談に関わるスタッフ以  

外にも、校長、副校長、学習サポータ  

ー、体育的サポーターが児童生徒の支

援にあたっている。多くのスタッフで

支え見守ることで、いわゆる心の病に

ならないように努力をしている。そう

したケースがあった場合、ソーシャル

ワーカーがコーディネートしてチーム

を編成し対処する。   

   下のような掲示物が、校内の各所に  

  【日本にもよくある目指すこどもの姿】  

貼られ、規範意識や友人関係を常に意

識させることで大きな問題に発展しな

いようにしている。  

４ 研修成果の活用 

今回の訪問を終えて印象に残った点は、

教育相談体制の素晴らしさである。悩みや

トラブルを抱えた児童生徒に、ガイダンス

カウンセラー、チャイルドセラピスト、ソ

ーシャルワーカーなどが、明確な役割分担

のもと対応していた。心配な児童生徒が確

認されたときには、ソーシャルワーカーが

中心となって、必要なスタッフを集めて、

チームを編成し対応するところも見習いた

いところでもある。  

本市においては、学級担任を中心に日常

の教育相談活動を行うとともに、必要に応

じてスクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーの活用を行っている。問題

発生時には、学校長が中心となった組織的

な対応もしている。今後は、視察先のよう

な専門スタッフの充実と、チームを編成し

ての専門的なサポート体制づくりを取り入

れていきたい。  


