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い じ め 対 策 等 生 徒 指 導 研 修 会
― ―いじめをはじめとする問題行動等の未然防止、早期発見早期対応

実 施 案 内
主 催 一般財団法人日本私学教育研究所

後 援 日本私立小学校連合会・日本私立中学高等学校連合会

－ －は じ め に

日頃から当研究所主催の研修会にご協力いただき、感謝申し上げます。
昨今、公立・私立を問わず、多くの学校現場で「いじめ」の問題が大きな関心を呼んでおり、多くの児童生徒が心を

痛めております。このことは、メディアにも大きく取り上げられ、現場の先生方はじめ保護者の皆様も､その対応に苦
慮されておられることと拝察いたします。

いじめはどういう状況の中で起きるのか、その本質と子どもの心理的背景や、いじめへの対応の仕方、危機対応の法
的問題等は、学校管理者、とりわけ現場の教師が取り組まねばならない事柄といえましょう。被害者・加害者、それを
取り巻く者等いじめの構造や、被害者・加害者の心理、いじめの予防や対応等に関する専門家の著作も数多く出版され

。 、 、 、 、 、ております しかし 現場の先生方にとっては より具体的に 現場の状況を把握し よりよい対応をしていくために
様々な事柄に関しての知見と対応方法を現場の教師が持つことが喫緊の課題です。

そこで、現場で直接に日々指導に当たっておられる全国の私立学校の教員を対象として 『いじめ対策等生徒指導研、
修会』を開催します。内容は、下記に示す３つのテーマの研修で構成し、各１日ごとに受講することができます。本年
度は、年４回の研修を予定しており、４地区（東京、兵庫、札幌、福岡）で開催いたします。今回は、6月に実施する
２回の研修会の募集をいたします（11月分については９月に募集 。地区は、その地区の学校に限定するものではあり）
ませんので、会期の日程に応じてどの研修会にも全国の学校からもご参加いただけます。

なお、本研究所は、文部科学省初等中等教育局の平成25年度「いじめ対策等生徒指導推進事業」の公募事業に応募
し、採択されました。この『いじめ対策等生徒指導研修会』は、この事業の一環として実施しております。

【会 期 Ⅰ】 日時：平成25年６月13日（木 ・14日（金 ・15日（土）のテーマ毎の各１日間） ）

〒261-0021 千葉市美浜区ひび野2-3 TEL 043-296-1111会場：東日本１ 東京ベイ幕張

【会 期 Ⅱ】 日時：平成25年６月27日（木 ・28日（金 ・29日（土）のテーマ毎の各１日間） ）

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-13 TEL 078-331-6623会場：西日本１ 兵庫県私学会館

【会 期 Ⅲ】 日時：平成25年11月７日（木 ・８日（金 ・９日（土）のテーマ毎の各１日間） ）

〒060-0004 札幌市中央区北４条西5-1 TEL 011-231-6711会場：東日本２ ＫＫＲホテル札幌

【会 期 Ⅳ】 日時：平成25年11月28日（木 ・29日（金 ・30日（土）のテーマ毎の各１日間） ）

〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-15 TEL 092-713-1112会場：西日本２ 福岡ガーデンパレス

【基本日程】 ※会期Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳともに同じ内容で実施します （会期Ⅲ・Ⅳは９月に募集します）。

第１日目 テーマ① いじめをはじめとする問題行動・学校危機管理等の法的対応研修

9:00 10:00 10:30 12:00 13:00 16:30 16:45 17:00

開会式 閉会式
6月13日

受付 昼食
講義 講義・演習いじめ問題と学校 具体的事例を中心に、いじ まとめ

講評6月27日 危機管理の法的対応 め問題と学校危機管理の法的対応を学ぶ

第２日目 テーマ② いじめをはじめとする問題行動等の解明と解決策の探求研修

9:00 10:00 10:30 12:00 13:00 16:20 16:45 17:00

開会式 閉会式
6月14日

受付 昼食
講義 演習・研究協議いじめの背景にある 問題行動の解明 シェアリング

講 評6月28日 思春期の心理的諸問題 と解決策を探求（ワークショップ）

第３日目 テーマ③ いじめをはじめとする問題行動等のためのカウンセリング・学校教育相談研修

9:00 10:00 10:30 12:00 13:00 16:20 16:45 17:00

閉会式
6月15日

受付 昼食開会式
講義 演習・研究協議学校を安心して学べ いじめの予防的対

ﾞ
シェアリング
講 評6月29日 る場に～いじめについて考える 応力をどうつけるか（ ）ワークショップ



【各テーマの内容と講師等】

テーマ① いじめをはじめとする問題行動・学校危機管理等の法的対応研修

近は、法化社会（法（権利・義務）が社会の価値基準）と言う考え方が広まり、学校教育もその範

。 、 、 。疇になりつつある 今後 学校および教職員は法の遵守について 正しい理解と行動が求められている

この様な中、いじめ等の対応・保護者対応・学校危機管理などについて幅広く、学校の教職員の立場か

ら具体的な事例を中心として、分かりやすい講義と受講者の参加による研究協議により学びます。

なお、本内容に関心を持つ教職員（教諭から校長・事務職）は、誰でも受講できます。

担当講師：堀 切 忠 和（日本大学法学部准教授・弁護士）他

テーマ② いじめをはじめとする問題行動等の解明と解決策の探求研修

心理学の立場から 「いじめの背景にある思春期の心理的諸問題」の講義から学びます。その後、い、

、 （ ）じめをはじめとする問題行動の解明と解決策を探求するために 演習・研究協議 含：ワークショップ

によって理解を深めます。本研修では、多様な私立学校の参加者が意見交換する場を設け、各学校での

いじめ対応について協議することで、解決策を探求します。

なお、本内容に関心を持つ教員（教諭から校長）は、誰でも受講できます。

担当講師：保 坂 亨（千葉大学教育学部教授・教育学博士）他

テーマ③ いじめをはじめとする問題行動等のためのカウンセリング・学校教育相談研修

いじめをはじめとする問題行動等の対応について、カウンセリング・学校教育相談の立場、そして現

場の事例も交えながら、考えて行きます 「学校を安心して学べる場に～いじめについて考える」とい。

うテーマで、講義及びワークショップも多用し、いじめ対応等の予防的な指導をめざして生徒理解や人

間関係づくりの基本指導法を、実際に明日からの学校現場で活用できるよう、一緒に学んで行きます。

なお、本内容に関心を持つ教員（教諭から校長）は、誰でも受講できます。

担当講師：川 合 正（東洋大学経営企画本部事務室（初等中等教育課）参与）

担当講師：原 芳 典（群馬パース大学看護学部非常勤講師）他

【参 加 対 象 者】 私立学校（小学校・中学校・高等学校・中等教育学校）の教職員

【募 集 人 員】 テーマ①： ８０名 テーマ②： ６０名 テーマ③： ６０名

【参 加 費】 １日：３，０００円（昼食代 1,500円、資料費 1,500円）

＊この研修会の運営費は、文部科学省の委託事業経費で賄われております。

【参加申込方法】

◎次頁の【申込に際しての注意 【参加に際しての注意】をご確認のうえ、 終面の参加申込書を、日】

本私学教育研究所へ郵送または、ＦＡＸでお送りください。

申込締切日：会期Ⅰ（千葉市） 平成25年６月７日（金）必着

：会期Ⅱ（神戸市） 平成25年６月17日（月）必着

※申込締切日前でも定員（テーマ①80名、②60名、③60名）になり次第締め切らせていただきます。

【送付先・問い合わせ先】 一般財団法人日本私学教育研究所 研究調査係 高山博通・横山嗣巳

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-3-8 市ヶ谷ＵＮビル６階

TEL 03-3222-1621 FAX 03-3222-1683 E-mail takayama@shigaku.or.jp



【申込に際しての注意】

・参加申込書は、一人１枚ご記入ください。複数のご参加の場合はコピーしてご利用ください。

・参加申込書及び実施案内等は、当研究所ホームページ（ ）よりダウンローhttp://www.shigaku.or.jp/
ドして利用することも可能です。

、 、 、 。・３日間の内のテーマ毎に１日だけ ２日間 ３日間の選択受講 会期をまたがっての受講が可能です

ください。申込書に受講希望日を必ずご記入

・参加申込書の記載事項については、本研修以外の目的で使用することはありません。

お申し込みいただいた後、参加確認証および指定払込票をご送付いたしますので、

・参加費を日本私学教育研究所宛てに、送金（コンビニ振り込み、手数料無料）してください。

・参 加 費 １日につき ３，０００円［昼食代 1,500円、資料費 1,500円］

＊２日間 6,000円、３日間 9,000円となります。

・指定払込票の「振替払込金受領証」をもって領収書に代えさせていただきます。

・領収証が必要な場合には、別途発行いたしますので、前頁の「研究調査係」までご連絡ください。

・研修会に不参加の場合、いったん納入された参加費用は、全額返金できないことがあります。

また、返金の清算は研修会終了後となりますので、あらかじめご承知おきください。

【参加に際しての注意】

・参加確認証は参加者本人が持参して、研修会当日受付にご提示ください。万一、お手元に届かない場

合は、標記「研究調査係」に電話で連絡のうえ、当日その旨を受付にお申し出ください。

・東京ベイ幕張は、駐車場が利用できます。ご利用の場合は、駐車券を受付までご持参ください。

・兵庫県私学会館は、駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

・昼食の用意は当方にていたします。持ち込みはできませんのでご容赦ください。

・その他ご不明の点につきましては、前頁の【送付先・問い合わせ先】にお問い合わせください。

会場案内図

【会期Ⅰ】 日時：平成25年６月13日（木）～15日（土） 【会期Ⅱ】 日時：平成25年６月27日（木）～29日（土）
会場：東京ベイ幕張 TEL 043-296-1111 会場：兵庫県私学会館 TEL 078-331-6623

神戸市中央区北長狭通4-3-13〒261-0021 千葉市美浜区ひび野2-3 〒650-0012
ＪＲ・阪神「元町」駅から徒歩約３分交通：京葉線・海浜幕張駅南口下車徒歩約５分 交通：

羽田空港からリムジンバスで東京ベイ幕張 神戸市営地下鉄県庁前駅から徒歩約３分
または海浜幕張駅まで（乗車約55分）



平成25年度文部科学省初等中等教育局「いじめ対策等生徒指導推進」事業

［131－ ］

132－ ］いじめ対策等生徒指導研修会 参加申込書 ［

都道府県名 学校名

１．小学校 ２．中学校 ３．高等学校 ４．中高併設校 ５．中等教育学校
学 校 区 分

Ａ．男子校 Ｂ．女子校 Ｃ．共学校（男女校含む）

学校所在地 〒

TEL FAX

緊急連絡先（携帯番号等）ふ り が な

参加者氏名

歳代 歳代 歳代 歳代 歳以上(男 女) 年齢 20 30 40 50 60

職名 校務分掌（委員会）担当教科(小学校は担任学年)

◎下記の受講を希望する日にち(テーマ)を必ず○で囲んでください （今回は６月実施分のみ募集）。

６月13日(木) テーマ① ６月14日(金) テーマ② ６月15日(土) テーマ③
会 期 Ⅰ

いじめをはじめとする問題行動・ いじめをはじめとする問題行動等 いじめをはじめとする問題行動等の
学校危機管理等の法的対応 の解明と解決策の探求研修 カウンセリング・学校教育相談研修

(千葉市)

月27日(木) テーマ① ６月28日(金) テーマ② ６月29日(土) テーマ③
会 期 Ⅱ

６
いじめをはじめとする問題行動・ いじめをはじめとする問題行動等 いじめをはじめとする問題行動等の
学校危機管理等の法的対応 の解明と解決策の探求研修 カウンセリング・学校教育相談研修

(神戸市)

当研究所からの研修会案内等のメール配信希望の方は、メールアドレスをご記入ください。（携帯電話のメールは不可）メールアドレス：

】【通信欄

一般財団法人 日本私学教育研究所 御中 平成 25 年 月 日

上記の通り申し込みます。

学校長氏名 ㊞

※太線枠内に必要事項を記入、○印をしてください。記入は一人につき一枚の申込書でお願いします。

、 。 。複数お申し込みの場合は 用紙をコピーしてご利用ください または郵送でお申し込みくださいFAX

※ 送信状は不要です。送付先ＦＡＸ番号 ０３－３２２２－１６８３ FAX

申込締切日：会期Ⅰ（千葉市） 平成25年６月７日（金）

：会期Ⅱ（神戸市） 平成25年６月17日（月）


