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「新潟のすべての子どもたちにCAPを！」を実現するために

　CAP（子どもへの暴力防止）プログラムの効果が客観的に読み取れる「いじめ防止
CAP白書」をここにお届けします。これは、児童生徒約 1,500 人の CAPワークショップ
事前・事後アンケートを、専門家の力を借りて分析し、効果を検証したものです。

　私たちは、人権教育であるCAPプログラムはすべての暴力を防止するために有効であ
るとの思いで活動を続けてきました。しかし、「その効果を数字で表すことはできますか？」
「行政に働きかけるにはエビデンスが必要です」と言われることがあり、それが私たちに
とってここ数年の課題となっていました。
　その頃、新発田市では「いじめ防止」政策を強力に進めることになり、私たちは 2018
年度から新発田市の全小学校の 5 年生と全中学校の 1 年生、そして教職員・保護者に
CAPプログラムを実施する「いじめ防止対策事業」を受託しました。この機会に、CAP
の効果を検証したいという思いを強くし、私たちは「CAPアンケートの分析・検証委員会」
を設置し、新発田市の取り組みを検証する事業を立ち上げたのです。1つの市で、全小学
校と中学校に段階的にCAPが導入されることは、全国的にも特筆すべきことでした。

　CAPプログラムの効果については、今までも、受講者からアンケートや手紙、電話な
どでたくさんの成功例の報告を受け、CAPの効果を感じてきました。例えば、人権意識
に大きな変化があった、いじめにあいそうになったけれど CAPを使って自分を守れた、
おとなに相談して解決できた…等です。これら、成功例の蓄積は、私たちの財産となって
います。
　さらに今回、効果を示すもうひとつの客観的な数値を得たことは画期的であり、CAP
プログラムを広げる大きな力となってくれることを期待しています。どうぞご一読くださ
い。そして、CAPプログラムが新潟の全ての子どもたちに届くよう、力をお貸しください。

　アンケートに協力いただいた児童生徒の皆さん、学校でのワークショップ実施のために
協力いただいた教職員の皆さん、アンケート分析・検証委員を引き受けていただいた相庭
和彦さん（新潟大学教職員大学院教授）、石本貴之さん（有限責任事業組合まぢラボ／新
潟NPO協会、事業創造大学院大学新潟地域活性化研究所客員研究員）、渡邉良弘さん（精
神科専門医、日本自殺予防学会会員）、新発田市教育委員会の皆さん、新発田市教育長工
藤ひとしさん、そしてこれまで CAP・にいがたの活動にご理解とご協力をいただいた全
ての皆様に心から感謝いたします。

＊CAP・にいがたは 1996 年設立。
　 2020 年 3 月末までに新潟県内の子ども 91,988 人、おとな 72,279 人合わせて 164,247 人
に CAPプログラムを届けてきました。
＊この「白書」は「2019 年度ドコモ市民活動団体助成事業」にて作成したものです。

 2020 年 6 月
 CAP・にいがた 事務局長　太田美津子
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第１章 「いじめ」現状 
 
1．全国的な動向 
 内閣府、2019年版『子供・若者白書』では、「いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利
を著しく侵害し、その心身の健全な成長と人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命や身
体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。文部科学省国立教育政策研究所の調査では、半
年毎に小学 4年生～中学年生に対していじめの被害経験について聞いている。それによると、男女とも
に小学生の約半数が、半年間に「仲間はずれ・無視・陰口」の被害を経験している。また、小学 4年生
が中学 3年生になるまでの 6年間で「仲間はずれ・無視・陰口」を経験しなかった（0回）児童生徒は
被害も加害も 9.6％にとどまっていることから、ほとんどの子どもが被害も加害も経験していると考え
られる。小学校における被害経験率は、おおむね 40～60％で推移している。」と報告しています。 
＊内閣府、2019年版子供・若者白書より引用 

 
 

第 1 章　「いじめ」の現状

1．全国的な動向
　内閣府、2019 年版『子供・若者白書』では、「いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権
利を著しく侵害し、その心身の健全な成長と人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命
や身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。文部科学省国立教育政策研究所の調査で
は、半年毎に小学 4年生～中学 3年生に対していじめの被害経験について聞いている。それによると、
男女ともに小学生の約半数が、半年間に「仲間はずれ・無視・陰口」の被害を経験している。
　また、小学 4年生が中学 3年生になるまでの 6年間で「仲間はずれ・無視・陰口」を 1度も経験し
なかった（0回）児童生徒は被害も加害も 9.6％にとどまっていることから、ほとんどの子どもが被害
も加害も経験していると考えられる。小学校における被害経験率は、おおむね 40 ～ 60％で推移して
いる。」と報告しています。（第 2-21 図）
＊内閣府、2019 年版子供・若者白書より引用
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 2．いじめの定義の変化による「いじめ認知件数」の推移 
「いじめの定義」は、2005年以前は「自分より弱いものに対して一方的に、身体的・心理的な攻撃
を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じるもの」とされていましたが、2006年から「当該児童生徒
が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことによる、精神的な苦痛を感じて
いるもの」となりました。さらに、2013年 6月から施行された「いじめ防止対策推進法」の第二条に
おいて「いじめとは、児童生徒に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一
定の人的関係に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
て行われるものを含む。）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
をいう」と定義され、冷やかしやからかいも、その子がいじめと感じたらいじめとカウントされること
になりました。2017年年度、全国の国公私立の小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの
認知件数は、約 41万 4,000件であり、依然として相当数に上っている（第 2-22図）。 
 
 

 
 
また、2018年度の全国の国公私立小中学校と高校、特別支援学校におけるいじめの認知件数は

543,933件で過去最高となっています。文部科学省は認知件数が大幅に増えた要因について「いじめを
広く定義した 13年施行のいじめ防止対策推進法を踏まえ、積極的な認知を求めてきたことが大きい」
と肯定的に捉えています。 

2．いじめの定義の変化による「いじめ認知件数」の推移
　「いじめの定義」は、2005 年以前は「自分より弱いものに対して一方的に、身体的・心理的な攻撃
を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じるもの」とされていましたが、2006 年から「当該児童等が、
一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことによる、精神的な苦痛を感じてい
るもの」となりました。さらに、2013 年 6 月から施行された「いじめ防止対策推進法」の第二条にお
いて「いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定
の人的関係にある他の児童等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
行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを
いう」と定義され、冷やかしやからかいも、その子がいじめと感じたらいじめとカウントされること
になりました。2017 年度、全国の国公私立の小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認
知件数は、約 41 万 4,000 件と、相当数に上っています（第 2-22 図）。

　さらに、2018 年度の全国の国公私立小中学校と高校、特別支援学校におけるいじめの認知件数は
543,933 件で過去最高となっています。文部科学省は認知件数が大幅に増えた要因について「いじめ
を広く定義した13年施行のいじめ防止対策推進法を踏まえ、積極的な認知を求めてきたことが大きい」
と肯定的に捉えています。
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2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

全国 188,072 225,132 323,143 414,378 543,933

新潟県 1,394 1,525 3,055 9,935 17,513 18,284

新潟市 562 1,777 8,484 15,666 15,129

新発田市 97 101 122 72 74 132
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3．新潟県の動向
　2018 年度に新潟県内で認知されたいじめは、前年度から 771 件増え 18,284 件となり、1985 年度の
調査開始以来過去最多となりました。このうち、新潟市立の学校が 15,129 件を占め、千人当たりの認
知件数 250.9 件は全国都道府県・政令市の中で 2年連続の最多となっています。新潟市によると「冷
やかしやからかいなどでも積極的に把握し、早期発見に努めた結果である。認め合い、支えあう学級
づくりを進め、未然防止に努めたい」としています。文部科学省では、「いじめの認知件数が多いこ
とは教職員の目が行き届いていることの証である」とし、「積極的に認知し、早期対応を行うことが
大切である」としています。また、教師が一人で抱え込まず、組織で対応することが重要としています。

■本事業の新発田市は、上記表ではその変化が読み取りにくいのですが、2017 年度 74 件、2018 年度
132 件と倍に増えています。さらに 9ページに詳しく触れていますが、2019 年度は 413 件に増えてい
ます。

©2020　CAP・にいがた
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第 2 章　CAP と新発田市「いじめ防止対策事業」

１．CAP プログラムの特徴

１）CAPとは
　CAPとは�Child�Assault�Prevention（子どもへの暴力防止）の頭文字をとったもので、子どもたち
がいじめ、痴漢、誘拐、虐待、性暴力といったさまざまな暴力から自分を守るための人権教育プログ
ラムです。子どもを対象にしたプログラム（子どもワークショップ）では、就学前、小学生、中学生、
障がいのある子ども、児童養護施設の子どもたちにそれぞれの発達段階にふさわしい寸劇、歌、人形劇、
討論などを盛り込んで、子どもを怖がらせることなく暴力防止の具体的対処法を教えます。
　従来の「～してはいけません」式の危険回避の方法とは根本的に異なり、「～することができるよ」
と身を守るための行動の選択肢を広げ練習します。安心・自信・自由の人権を子どもたちに繰り返し
伝えることで、全ての子どもたちが本来持っている「生きる力」を引き出すプログラムです。

２）CAPプログラムの特色
① �CAP 子どもワークショップでは、暴力という怖いテーマ（いじめ・誘拐・性暴力・虐待）につい
て楽しく学ぶことでその結果、子どもたちが漠然と抱いている不安を減少させます。

② �CAPのプログラムは参加体験型で実施されます。
　�ロールプレイをみて被害者の気持ちを想像し、暴力にあいそうになったらできることを具体的に考
え、友だちを助ける役で自分たちも劇に参加することで、自分の権利や友だちの権利を守る力が自
分たちにあることを学びます。
③子どもを対象にしたプログラムだけでなく、教職員と保護者を対象にしたプログラムがあります。
　�保護者や教職員など子どもを支える立場にある人が、子どもの人権を尊重し、エンパワメントの支
援のあり方を理解し、虐待についての正しい知識を持つことはとても大切です。

３）CAPといじめ　以下の 4点を伝えています。
①いじめは被害者の心と体を深く傷つける重大な人権侵害である。
②いじめは力関係の中で起こる。
③いじめは被害者の問題ではなく加害者の問題である。
④どんな状況でもいじめを止めるためにできることはある。

小学校子どもWSの様子 中学校子どもWSの様子

©2020　CAP・にいがた
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２．新発田市での展開１

１）新発田市でのCAPプログラム実施状況（1999 年～ 2017 年）
　新発田市内では主に PTAからの依頼で 1999 年から 2009 年までの間に 13 の小学校で CAPワーク
ショップを実施しました。また、保育園では 15 年継続している園など複数園で実施しています。中
学校では、２つの学校が 2003 年から 2006 年の間に 2年ずつ実施しましたが、その後は 2011 年から
本丸中学校が、教職員・保護者・子どもワークショップを継続実施しています。

２）「いじめ防止対策事業」（2018 年～）
　2017 年 6 月、新発田市内の中学 2年男子生徒のいじめ自死事案を受け、「新発田市いじめ防止対策
等に関する委員会」が設置されました。2018 年 10 月 5 日新発田市教育委員会へ出された報告書によ
ると、第 5章「学校への提言」として「いじめの被害に遭っていることを周囲の大人に伝えやすい環
境を作る必要がある。いじめで苦しんでいる本人がいじめの被害に遭っていることを伝えられずにい
るケースが多いことは周知の事実である。そこで，新発田市教育委員会が今年度から導入した CAP　
（Child　Assault　Prevention）プログラムは大変有効な手段の一つと考えられる。この取組を継続す
ることで，いじめで苦しんでいることを伝えやすい環境が形成されるものと期待する。学校には，生
徒にとってより有意義な活動になるように積極的に取り組むことを求めたい」とあり、事業実施の大
きな推進力となりました。

３）「いじめ防止対策事業」実施に対する教育委員会の期待
① 2度と再びいじめによる子どもの自死を起こさない。
②子どもワークショップを実施し被害者だけでなく傍観者が SOS を出す力を引き出すこと。
　 いじめは被害者、加害者だけでなく約 70％の傍観者がいじめを止めるカギを握っています。中学校
でのプログラムでは、いじめを止めるために傍観者にできることを話し合います。
③保護者を巻き込み地域全体でいじめ問題に取り組みたい。
　 CAP は子ども・教職員・保護者に実施する「コミュニティ・ベース・プログラム」ですが、特に
保護者に向けたプログラムのある点が評価されています。

４）新発田市での 2019 年度「いじめ認知件数」の増加
　事業実施後の聞き取りによると、6ページの図で示した「いじめ認知件数」は、2018 年度 132 件で
したが 2019 年度は 414 件と 3 倍以上に増加しています。教職員のいじめの捉え方が、冷やかしやか
らかい、子どもがいじめと感じたらそれをいじめと認知するなど、新発田市が取り組んできた教職員
のいじめの積極的認知が浸透してきた結果と言えるものです。
　同時に 2018 年度から実施しているCAPプログラムは、子どもには相談と告げ口の違いを教え、困っ
た時には信頼できる人に相談することを積極的に促し、教職員には、いじめのサインや子どもの話の
聴き方等を伝えています。「いじめ認知件数」の増加にCAPプログラムが寄与したと考えられます。

©2020　CAP・にいがた
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3．新発田市での展開２

　2019 年度新発田市立小・中学校児童・生徒数及び学級数（2019 年 4 月 1 日現在）

このうちの小学 5 年生、中学 1 年生に新発田市「いじめ防止対策事業」で
CAP ワークショップを実施

小学校（19校） 中学校（10校）

児童数 学級数 生徒数 学級数

外ケ輪 333 18 本丸 502 20

猿橋 649 29 第一 374 16

御免町 497 25 猿橋 548 22

二葉 288 14 東 203 8

東 429 17 川東 85 5

川東 191 10 七葉 134 8

菅谷 61 7 佐々木 61 4

七葉 172 10 豊浦 139 7

佐々木 126 8 紫雲寺 186 8

住吉 581 28 加治川 123 6

東豊 521 21 合計 2355 104

中浦 116 7

天王 74 7

荒橋 33 6

本田 98 8

紫雲寺 154 8

米子 79 7

藤塚 119 8

加治川 278 14

合計 4799 252 学級数はそれぞれ特別支援学級数を含む

©2020　CAP・にいがた
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１．アンケート調査の趣旨

１）アンケートの目的
　�CAP プログラムがいじめ防止にどのように効果があるのかを検証するために、CAP子どもワーク
ショップ直前、直後にアンケートをとり、クロス集計することで見えてくる被害者、加害者、傍観
者の意識が、どのように変わるのかを考察する。

２）アンケートの対象
　�いじめが深刻化する傾向のある小学 5年生と中 1ギャップにより、いじめも激化する中学 1年生を
対象とする。
　新発田市の 19 小学校 31 クラス 802 名の小学 5年生
　新発田市の 10 中学校 27 クラス 810 名の中学 1年生

３）アンケート実施有効回答者数
　新発田市の 18 小学校 30 クラス 758 名
　新発田市の 6中学校 17 クラス 457 名

４）アンケート実施期間
　2019 年６月～ 2020 年 2 月

第 3 章　CAP の効果
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C A Pプログラム事前・事後アンケート結果の分析 
 
C A P プログラムの効果を検証するため、新発田市教育委員会からの依頼を受けて実施したプログラム
の受講生を対象にアンケートを実施した。アンケートは、プログラムを受講する前と受講した後の 2 回
行い、有効回答数は小学校で 742（対象：5年生 18校）、中学校で 445（対象：1年生 6校）だった。 
生徒の置かれている立場によってプログラムの効果が異なるだろうとの仮説をもとに、生徒を「加害者
（弱者）「加害者（強者）「被害者」「傍観者」の 4つの属性に分類した。 
加害者（弱者）は”いじめの加害者にも被害者にもなったことがある子”、加害者（強者）は”いじめの加
害者のみなったことがある子”、被害者は”いじめの被害者にのみなったことがある子”、傍観者は” いじ
めの加害者にも被害者にもなったことがない子”で、加害と被害のある、なしの回答結果から人数を集計
した。その結果を以下の図表に示す。 
加害者（弱者＋強者）が小学校では 16.4%、中学校では 11.2%、被害者が小学校では 20.1%、中学校で
は 18.9%、傍観者が小学校では 63.5%、中学校では 69.9%だった。 
 

【小学校】 

 
加害 被害 立場 

ある 
ある 加害者（弱者） 76 
ない 加害者（強者） 46 

ない 
ある 被害者 149 
ない 傍観者 471 

合計 742 

 
【中学校】 

 
加害 被害 立場 

ある 
ある 加害者（弱者） 25 
ない 加害者（強者） 25 

ない 
ある 被害者 84 
ない 傍観者 311 

合計 445 

PPooiinntt 

  

 

77～～1100人人にに 11人人はは加加害害者者、、55人人にに 11人人はは被被害害者者 

2．アンケート回答者の属性

C A P プログラム事前・事後アンケート結果の分析

　CAPプログラムの効果を検証するため、新発田市教育委員会からの依頼を受けて実施したプログラ
ムの受講生を対象にアンケートを実施した。アンケートは、プログラムを受講する前と受講した後の
2回行い、有効回答数は小学校で 742（対象：5年生 18 校）、中学校で 445（対象：1年生 6校）だった。
　生徒の置かれている立場によってプログラムの効果が異なるだろうとの仮説をもとに、生徒を「加
害者（弱者）」「加害者（強者）」「被害者」「傍観者」の 4つの属性に分類した。
　加害者（弱者）は “いじめの加害者にも被害者にもなったことがある子 ”、加害者（強者）は “いじ
めの加害者にのみなったことがある子 ”、被害者は “いじめの被害者にのみなったことがある子 ”、傍
観者は “いじめの加害者にも被害者にもなったことがない子 ”で、加害と被害のある、なしの回答結果
から人数を集計した。その結果を以下の図表に示す。
　加害者（弱者＋強者）が小学校では 16.4%、中学校では 11.2%、被害者が小学校では 20.1%、中学校
では 18.9%、傍観者が小学校では 63.5%、中学校では 69.9% だった。

©2020　CAP・にいがた
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●あなたは、いじめや暴力にあわないで、安心して生きる権利があると思いますか？

＜小学校＞ 
＜中学校＞ 

＜小学校の結果＞ 

「ある」という回答が CAP 受講前で加害者弱者
（42.9％）、加害者強者（55.6％）、被害者（57.8％）、
傍観者（71.4％）であった。CAP受講後には加害者弱
者（79.4％、＋36.6％）、加害者強者（86.1％、＋30．
6％）、被害者（83.7％、＋25.9％）、傍観者（94.0％、
＋22.6％）と 4 者とも増加した。CAP 受講により安
心して生きる権利意識への気づきを促されたようで
ある。 
「ない」、「わからない」は事前事後で 4者とも減少が
みられた。 

＜中学校の結果＞ 

「ある」という回答は、CAP 受講前での 4 者いずれ
も 70％以上であった。加害者弱者、被害者、傍観者
の 3 者は受講後に増加し 90％を越えていた。3 者に

おいて CAP受講は安心して生きる権利についでの気
づきを促したようである。加害者強者は CAP受講後
の回答率は（70.8％）で減少（－1.2％）した。 
加害者強者において「ない」が事前事後で減少（－
4.2％）ことから、権利意識への気づきが加害者強者
においてもみられたようである。「ない」が加害者強
者の事後（4.2％）、加害者弱者の事後（4.2％）あるこ
とは懸念されることである。 
 被害者の「ある」の事後の増加（＋9.6％）は,「な
い」の減少（－2.4％）、「わからない」の減少（－7.2％）
がみられた。傍観者においても同様に権利意識を認め
る回答が増加していた。 

＜小中学校の比較検討＞ 

CAP 受講前における安心して生きる権利の理解は、
小学校よりも中学校で 4 者とも比較的高率に認めら

れた。CAP 受講後に権利を理解した回答については
小学校のほうが中学校より増加がみられた。いじめや
暴力を受けるのは被害者の落ち度ではなく、誰にも安
心して生きる権利があるという CAPのエンパワメン
トが功を奏したといえる。
回答の「ない」「わからない」について、「ない」と
は、必ずしも安心して生きる権利を否定したものでは
なく、権利の理解度を示したものとみることができる。
この理解とはいじめや暴力にあわないことを安心し
て生きる権利とを結びつけて考えることへの理解で
ある。この権利を回答者全員が認めるまではいかない
ものの、CAP受講後に「ない」「わからない」は 4者
とも回答率が減少したことで権利概念への理解が得
られたものといえよう。 
中学校の加害者強者の事後回答において「ある」が
微減し、また「わからない」に増加がみられた現象に

ついては、いじめを安心して生きる権利について結び
つけて問われたことへの当惑が現れたのかもしれな
い。学校教育において、安心して生きる権利について
の知識普及はいじめ問題においても重要である。 

3．クロス集計結果

＜小学校の結果＞
「ある」という回答がCAP受講前で加害者弱者
（42.9％）、加害者強者（55.6％）、被害者（57.8％）、
傍観者（71.4％）であった。CAP受講後には加害
者弱者（79.4％、＋36.6％）、加害者強者（86.1％、
＋30.6％）、被害者（83.7％、＋25.9％）、傍観者
（94.0％、＋22.6％）と 4 者とも増加した。CAP
受講により安心して生きる権利意識への気づき
を促されたようである。
「ない」、「わからない」は事前事後で 4者とも
減少がみられた。

＜中学校の結果＞
「ある」という回答は、CAP受講前での 4者い
ずれも 70％以上であった。加害者弱者、被害者、
傍観者の 3者は受講後に増加し 90％を越えてい
た。3者において CAP受講は安心して生きる権

利についでの気づきを促したようである。加害
者強者は CAP受講後の回答率は（70.8％）で減
少（－ 1.2％）した。
加害者強者において「ない」が事前事後で減少（－
4.2％）ことから、権利意識への気づきが加害者
強者においてもみられたようである。「ない」が
加害者強者の事後（4.2％）、加害者弱者の事後
（4.2％）あることは懸念されることである。
　被害者の「ある」の事後の増加（＋ 9.6％）は ,
「ない」の減少（－ 2.4％）、「わからない」の減
少（－ 7.2％）がみられた。傍観者においても同
様に権利意識を認める回答が増加していた。

＜小中学校の比較検討＞
CAP受講前における安心して生きる権利の理解
は、小学校よりも中学校で 4者とも比較的高率
に認められた。CAP受講後に権利を理解した回
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●あなたは、いじめや暴力にあわないで、安心して生きる権利があると思いますか？

＜小学校＞ 
＜中学校＞ 

＜小学校の結果＞ 

「ある」という回答が CAP 受講前で加害者弱者
（42.9％）、加害者強者（55.6％）、被害者（57.8％）、
傍観者（71.4％）であった。CAP受講後には加害者弱
者（79.4％、＋36.6％）、加害者強者（86.1％、＋30．
6％）、被害者（83.7％、＋25.9％）、傍観者（94.0％、
＋22.6％）と 4 者とも増加した。CAP 受講により安
心して生きる権利意識への気づきを促されたようで
ある。 
「ない」、「わからない」は事前事後で 4者とも減少が
みられた。 

＜中学校の結果＞ 

「ある」という回答は、CAP 受講前での 4 者いずれ
も 70％以上であった。加害者弱者、被害者、傍観者
の 3 者は受講後に増加し 90％を越えていた。3 者に

おいて CAP受講は安心して生きる権利についでの気
づきを促したようである。加害者強者は CAP受講後
の回答率は（70.8％）で減少（－1.2％）した。 
加害者強者において「ない」が事前事後で減少（－
4.2％）ことから、権利意識への気づきが加害者強者
においてもみられたようである。「ない」が加害者強
者の事後（4.2％）、加害者弱者の事後（4.2％）あるこ
とは懸念されることである。 
 被害者の「ある」の事後の増加（＋9.6％）は,「な
い」の減少（－2.4％）、「わからない」の減少（－7.2％）
がみられた。傍観者においても同様に権利意識を認め
る回答が増加していた。 

＜小中学校の比較検討＞ 

CAP 受講前における安心して生きる権利の理解は、
小学校よりも中学校で 4 者とも比較的高率に認めら

れた。CAP 受講後に権利を理解した回答については
小学校のほうが中学校より増加がみられた。いじめや
暴力を受けるのは被害者の落ち度ではなく、誰にも安
心して生きる権利があるという CAPのエンパワメン
トが功を奏したといえる。
回答の「ない」「わからない」について、「ない」と
は、必ずしも安心して生きる権利を否定したものでは
なく、権利の理解度を示したものとみることができる。
この理解とはいじめや暴力にあわないことを安心し
て生きる権利とを結びつけて考えることへの理解で
ある。この権利を回答者全員が認めるまではいかない
ものの、CAP受講後に「ない」「わからない」は 4者
とも回答率が減少したことで権利概念への理解が得
られたものといえよう。 
中学校の加害者強者の事後回答において「ある」が
微減し、また「わからない」に増加がみられた現象に

ついては、いじめを安心して生きる権利について結び
つけて問われたことへの当惑が現れたのかもしれな
い。学校教育において、安心して生きる権利について
の知識普及はいじめ問題においても重要である。 

答については小学校のほうが中学校より増加が
みられた。いじめや暴力を受けるのは被害者の
落ち度ではなく、誰にも安心して生きる権利が
あるというCAPのエンパワメントが功を奏した
といえる。
　回答の「ない」「わからない」について、「ない」
とは、必ずしも安心して生きる権利を否定した
ものではなく、権利の理解度を示したものとみ
ることができる。この理解とはいじめや暴力に
あわないことを安心して生きる権利とを結びつ
けて考えることへの理解である。この権利を回
答者全員が認めるまではいかないものの、CAP
受講後に「ない」「わからない」は 4者とも回答
率が減少したことで権利概念への理解が得られ
たものといえよう。
　中学校の加害者強者の事後回答において「あ
る」が微減し、また「わからない」に増加がみ

られた現象については、いじめを安心して生き
る権利について結びつけて問われたことへの当
惑が現れたのかもしれない。学校教育において、
安心して生きる権利についての知識普及はいじ
め問題においても重要である。
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●いじめられたとき、あなたはどうしましたか？（事前）あなたはどうしますか？（事後）

＜小学校＞ ＜中学校＞ 

＜小学校の結果＞ 

CAP受講の事前・事後回答において、「いやだと言う」
「逃げる」「誰かに相談する」が、加害者弱者と被害者
で増加がみられた。被害者については、「いやだと言う」
は事前（26.5％）から事後（74.1％）に大幅な増加（47.6％）
があった。また「逃げる」は事前（16.3％）から事後
51.0％へと 34.7％の増加がみられ、「誰かに相談する」
は事前（51.0％）から事後（73.5％）へ 22.4%の増加が
認められた。いじめを体験した被害者が、今後いじめ
を止める対処行動が CAP 受講により促進されたもの
とみることができる。加害者弱者の回答においても同
様の増加傾向がみられた。 
「やり返す」については、加害者弱者において事前
（44.2％）から事後（21．4％）へと 22.9％減少してい
た。 

 加害者強者および加害者弱者の事後回答において
「いやだと言う」「逃げる」「誰かに相談する」はいずれ
も高い回答率であっ。CAP 受講により、これら 3 つ
の行動をとることにいじめへの認識と対処の好ましい
変化が促進されたといえる。 

＜中学校の結果＞ 

「逃げる」「誰かに相談する」は加害者弱者と被害者に
おいて、CAP 受講後に増加していた。 
また、「いやだと言う」は加害者弱者において事前事後
とも 40.0％で増減がなかった。加害者弱者は CAP 受
講後に「誰かに相談する」の 24.0%増加していた。 
被害者で「いやだと言う」は事前 39.3%、事後で 59.0%
であり、29.8%も増加がみられた。 
「やり返す」が事前で 44%から事後で 24%へ減少して

いた。「誰かに相談する」は被害者において事後 16.7％
増加して 82.2％となった。 
 加害者強者および傍観者については事後回答のみで
あった。加害者強者において「やり返す」が多（36.0％）
く、また傍観者は「誰かに相談する」が多く（78.5％）
みられた。 
＜小中学校の比較検討＞ 

4 者の回答者数の割合をみると、加害者弱者は小学校
よりも中学校で増加していた。また加害者強者が減少
していた。小学校から中学校に進学するに従い、加害
者強者から、いじめ体験を経て、加害者弱者になった
ことがうかがえる 
「いやだと言う」は、CAP受講後に小学校で増加して
いたのと比較して中学校で増加がみられなかった。い
じめを止められなかったり、いじめられたりしたこと

で無力感があるのかもしれない。 
「逃げる」は、小学校と中学校に共通して高い回答率
であった。「逃げる」ことで解決にむかうという考えは
子どもの頃からあることについて、大人は相談に乗る
ときに前提として知っておいてよい。「なぜ逃にげなか
ったか」と問うことは相談者を責めてしまいかねない。 
「やり返す」は、加害者弱者において小学校、中学校い
ずれも事前で 44％近く認められた。報復行動により、
かえっていじめがエスカレートしてしまう悪循環を断
つことを学んだことがうかがえる。ただし中学校にお
ける加害者強者は「やりかえす」の意味合いは他と異
なるであろう。被害者からの反撃に対し「やり返す」こ
とで、いじめと暴力をエスカレートさせる。「やり返す」
が事後にも 4 者の中でもっとも多くみられたことは、
加害者強者の教室内における強さをよく表している。

＜小学校の結果＞
CAP 受講の事前・事後回答において、「いやだ
と言う」「逃げる」「誰かに相談する」が、加害
者弱者と被害者で増加がみられた。被害者につ
いては、「いやだと言う」は事前（26.5％）から
事後（74.1％）に大幅な増加（47.6％）があった。
また「逃げる」は事前（16.3％）から事後 51.0％
へと 34.7％の増加がみられ、「誰かに相談する」
は事前（51.0％）から事後（73.5％）へ 22.4% の
増加が認められた。いじめを体験した被害者が、
今後いじめを止める対処行動がCAP受講により
促進されたものとみることができる。加害者弱
者の回答においても同様の増加傾向がみられた。
「やり返す」については、加害者弱者において
事前（44.2％）から事後（21.4％）へと 22.9％減
少していた。
　加害者強者および加害者弱者の事後回答にお

いて「いやだと言う」「逃げる」「誰かに相談する」
はいずれも高い回答率であった。CAP受講によ
り、これら 3つの行動をとることにいじめへの
認識と対処の好ましい変化が促進されたといえ
る。

＜中学校の結果＞
「逃げる」「誰かに相談する」は加害者弱者と被
害者において、CAP受講後に増加していた。
また、「いやだと言う」は加害者弱者において事
前事後とも 40.0％で増減がなかった。加害者弱
者は CAP受講後に「誰かに相談する」の 24.0%
増加していた。
被害者で「いやだと言う」は事前 39.3%、事後
で 59.0% であり、29.8% も増加がみられた。
「やり返す」が事前で 44%から事後で 24%へ減
少していた。「誰かに相談する」は被害者におい
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●いじめられたとき、あなたはどうしましたか？（事前）あなたはどうしますか？（事後）

＜小学校＞ ＜中学校＞ 

＜小学校の結果＞ 

CAP受講の事前・事後回答において、「いやだと言う」
「逃げる」「誰かに相談する」が、加害者弱者と被害者
で増加がみられた。被害者については、「いやだと言う」
は事前（26.5％）から事後（74.1％）に大幅な増加（47.6％）
があった。また「逃げる」は事前（16.3％）から事後
51.0％へと 34.7％の増加がみられ、「誰かに相談する」
は事前（51.0％）から事後（73.5％）へ 22.4%の増加が
認められた。いじめを体験した被害者が、今後いじめ
を止める対処行動が CAP 受講により促進されたもの
とみることができる。加害者弱者の回答においても同
様の増加傾向がみられた。 
「やり返す」については、加害者弱者において事前
（44.2％）から事後（21．4％）へと 22.9％減少してい
た。 

 加害者強者および加害者弱者の事後回答において
「いやだと言う」「逃げる」「誰かに相談する」はいずれ
も高い回答率であっ。CAP 受講により、これら 3 つ
の行動をとることにいじめへの認識と対処の好ましい
変化が促進されたといえる。 

＜中学校の結果＞ 

「逃げる」「誰かに相談する」は加害者弱者と被害者に
おいて、CAP 受講後に増加していた。 
また、「いやだと言う」は加害者弱者において事前事後
とも 40.0％で増減がなかった。加害者弱者は CAP 受
講後に「誰かに相談する」の 24.0%増加していた。 
被害者で「いやだと言う」は事前 39.3%、事後で 59.0%
であり、29.8%も増加がみられた。 
「やり返す」が事前で 44%から事後で 24%へ減少して

いた。「誰かに相談する」は被害者において事後 16.7％
増加して 82.2％となった。 
 加害者強者および傍観者については事後回答のみで
あった。加害者強者において「やり返す」が多（36.0％）
く、また傍観者は「誰かに相談する」が多く（78.5％）
みられた。 
＜小中学校の比較検討＞ 

4 者の回答者数の割合をみると、加害者弱者は小学校
よりも中学校で増加していた。また加害者強者が減少
していた。小学校から中学校に進学するに従い、加害
者強者から、いじめ体験を経て、加害者弱者になった
ことがうかがえる 
「いやだと言う」は、CAP受講後に小学校で増加して
いたのと比較して中学校で増加がみられなかった。い
じめを止められなかったり、いじめられたりしたこと

で無力感があるのかもしれない。 
「逃げる」は、小学校と中学校に共通して高い回答率
であった。「逃げる」ことで解決にむかうという考えは
子どもの頃からあることについて、大人は相談に乗る
ときに前提として知っておいてよい。「なぜ逃にげなか
ったか」と問うことは相談者を責めてしまいかねない。 
「やり返す」は、加害者弱者において小学校、中学校い
ずれも事前で 44％近く認められた。報復行動により、
かえっていじめがエスカレートしてしまう悪循環を断
つことを学んだことがうかがえる。ただし中学校にお
ける加害者強者は「やりかえす」の意味合いは他と異
なるであろう。被害者からの反撃に対し「やり返す」こ
とで、いじめと暴力をエスカレートさせる。「やり返す」
が事後にも 4 者の中でもっとも多くみられたことは、
加害者強者の教室内における強さをよく表している。

て事後 16.7％増加して 82.2％となった。
　加害者強者および傍観者については事後回答
のみであった。加害者強者において「やり返す」
が多い（36.0％）、また傍観者は「誰かに相談する」
が多く（78.5％）みられた。

＜小中学校の比較検討＞
4 者の回答者数の割合をみると、加害者弱者は
小学校よりも中学校で増加していた。また加害
者強者が減少していた。小学校から中学校に進
学するに従い、加害者強者から、いじめ体験を
経て、加害者弱者になったことがうかがえる
「いやだと言う」は、CAP受講後に小学校で増
加していたのと比較して中学校で増加がみられ
なかった。いじめを止められなかったり、いじ
められたりしたことで無力感があるのかもしれ
ない。

「逃げる」は、小学校と中学校に共通して高い
回答率であった。「逃げる」ことで解決にむかう
という考えは子どもの頃からあることについて、
大人は相談に乗るときに前提として知っておい
てよい。「なぜ逃にげなかったか」と問うことは
相談者を責めてしまいかねない。
「やり返す」は、加害者弱者において小学校、
中学校いずれも事前で 44％近く認められた。報
復行動により、かえっていじめがエスカレート
してしまう悪循環を断つことを学んだことがう
かがえる。ただし中学校における加害者強者は
「やりかえす」の意味合いは他と異なるであろう。
被害者からの反撃に対し「やり返す」ことで、
いじめと暴力をエスカレートさせる。「やり返す」
が事後にも 4者の中でもっとも多くみられたこ
とは、加害者強者の教室内における強さをよく
表している。�

©2020　CAP・にいがた



18

●もし、いじめを見たらどうしますか？

＜小学校＞ 

＜中学校＞ 

＜小学校の結果＞ 

「いじめられている人に声をかける（以下 声をかけ
る）」、「いじめられている人に何人かでやめようと言う
（以下、やめようと言う）」、「誰かに相談する（以下 相
談する）」は事前事後で４者とも増加していた。 
加害者弱者および加害者強者では「やめようと言う」
直接介入が事前・事後ともにもっとも多く見られた。 
 被害者および傍観者は「相談する」回答が事前事後
でもっとも多くみられた。事後に被害者は＋14.5％、傍
観者は＋14.2％であり、とりわけ傍観者が「相談する」
のが 78.3％となっていた。 
いじめを見ても「誰にも言わない」「何もしない」は

4 者とも事前より事後で減少していた。事後に加害者
弱者（10.0％）と加害者強者（8.3％）は、被害者（4.8％）
および傍観者（2.8％）より多くみられた。 

＜中学校の結果＞ 

「声をかける」、「相談する」は事前・事後で４者とも増
加していた。「声をかける」は加害者弱者で＋24％、被
害者の事前事後で＋22.8％、傍観者で＋12.2％であっ
た。加害者弱者は「声をかける」が事前でもっとも多く
（44．0％）であり事後に 68．0％でと著しい増加がみ
られた。加害者弱者で次に多いのはついで「相談する」
であったものの「相談する」の事後の増加はあまり目

立たなかった。 
「やめようと言う」が加害者弱者の事後で－12％と減
少していた。対照的に他の３者では事後回答がいずれ
も 50％以上に増加していた。 
 被害者で「誰にも言わない」は事前にわずかにみら
れたが、事後にはみられなくなったことは CAP受講後
に何らかの積極的行動にでる動機付けが、すべての被
害者に行きわたったとみることができる。 

＜小中学校の比較検討＞ 

「声をかける」「やめようと言う」「相談する」につい
て、小学校の事前事後の変化が中学校より大きい。小

学校の方が CAP受講の効果がより大きくみられる。 
「声をかける」は 4者でいずれも増加が多くみられた。
「声をかける」ことにはいじめの場面で直接声をかけ
ていじめを止めることと、いじめの場面以外でそっと
声をかけることがあると思われる。CAPの受講により
いじめ防止への動機が高まったといえよう 
 「誰にも言わない」「何もしない」回答も小学校、中
学校を通して減少していた。とくに被害者において減
少が認められたことは、積極的な行動への変化が促さ
れたとみることができる。 

＜小学校の結果＞
「いじめられている人に声をかける（以下　声
をかける）」、「いじめられている人に何人かでや
めようと言う（以下、やめようと言う）」、「誰か
に相談する（以下　相談する）」は事前事後で４
者とも増加していた。
加害者弱者および加害者強者では「やめようと
言う」直接介入が事前・事後ともにもっとも多
く見られた。
　被害者および傍観者は「相談する」回答が事
前事後でもっとも多くみられた。事後に被害者
は＋14.5％、傍観者は＋14.2％であり、とりわけ
傍観者が「相談する」のが 78.3％となっていた。
　いじめを見ても「誰にも言わない」「何もしな

い」は 4 者とも事前より事後で減少していた。
事後に加害者弱者（10.0％）と加害者強者（8.3％）
は、被害者（4.8％）および傍観者（2.8％）より
多くみられた。

＜中学校の結果＞
「声をかける」、「相談する」は事前・事後で４
者とも増加していた。「声をかける」は加害者弱
者で＋24％、被害者の事前事後で＋22.8％、傍
観者で＋12.2％であった。加害者弱者は「声を
かける」が事前でもっとも多く（44.0％）であ
り事後に 68.0％でと著しい増加がみられた。加
害者弱者で次に多いのはついで「相談する」で
あったものの「相談する」の事後の増加はあま

©2020　CAP・にいがた



19

●もし、いじめを見たらどうしますか？

＜小学校＞ 

＜中学校＞ 

＜小学校の結果＞ 

「いじめられている人に声をかける（以下 声をかけ
る）」、「いじめられている人に何人かでやめようと言う
（以下、やめようと言う）」、「誰かに相談する（以下 相
談する）」は事前事後で４者とも増加していた。 
加害者弱者および加害者強者では「やめようと言う」
直接介入が事前・事後ともにもっとも多く見られた。 
 被害者および傍観者は「相談する」回答が事前事後
でもっとも多くみられた。事後に被害者は＋14.5％、傍
観者は＋14.2％であり、とりわけ傍観者が「相談する」
のが 78.3％となっていた。 
いじめを見ても「誰にも言わない」「何もしない」は

4 者とも事前より事後で減少していた。事後に加害者
弱者（10.0％）と加害者強者（8.3％）は、被害者（4.8％）
および傍観者（2.8％）より多くみられた。 

＜中学校の結果＞ 

「声をかける」、「相談する」は事前・事後で４者とも増
加していた。「声をかける」は加害者弱者で＋24％、被
害者の事前事後で＋22.8％、傍観者で＋12.2％であっ
た。加害者弱者は「声をかける」が事前でもっとも多く
（44．0％）であり事後に 68．0％でと著しい増加がみ
られた。加害者弱者で次に多いのはついで「相談する」
であったものの「相談する」の事後の増加はあまり目

立たなかった。 
「やめようと言う」が加害者弱者の事後で－12％と減
少していた。対照的に他の３者では事後回答がいずれ
も 50％以上に増加していた。 
 被害者で「誰にも言わない」は事前にわずかにみら
れたが、事後にはみられなくなったことは CAP受講後
に何らかの積極的行動にでる動機付けが、すべての被
害者に行きわたったとみることができる。 

＜小中学校の比較検討＞ 

「声をかける」「やめようと言う」「相談する」につい
て、小学校の事前事後の変化が中学校より大きい。小

学校の方が CAP受講の効果がより大きくみられる。 
「声をかける」は 4者でいずれも増加が多くみられた。
「声をかける」ことにはいじめの場面で直接声をかけ
ていじめを止めることと、いじめの場面以外でそっと
声をかけることがあると思われる。CAPの受講により
いじめ防止への動機が高まったといえよう 
 「誰にも言わない」「何もしない」回答も小学校、中
学校を通して減少していた。とくに被害者において減
少が認められたことは、積極的な行動への変化が促さ
れたとみることができる。 

り目立たなかった。
「やめようと言う」が加害者弱者の事後で－
12％と減少していた。対照的に他の３者では事
後回答がいずれも 50％以上に増加していた。
　被害者で「誰にも言わない」は事前にわずか
にみられたが、事後にはみられなくなったこと
はCAP受講後に何らかの積極的行動にでる動機
付けが、すべての被害者に行きわたったとみる
ことができる。

＜小中学校の比較検討＞
「声をかける」「やめようと言う」「相談する」
について、小学校の事前事後の変化が中学校よ
り大きい。小学校の方がCAP受講の効果がより

大きくみられる。
「声をかける」は 4者でいずれも増加が多くみ
られた。「声をかける」ことにはいじめの場面で
直接声をかけていじめを止めることと、いじめ
の場面以外でそっと声をかけることがあると思
われる。CAPの受講によりいじめ防止への動機
が高まったといえよう
　「誰にも言わない」「何もしない」回答も小学校、
中学校を通して減少していた。とくに被害者に
おいて減少が認められたことは、積極的な行動
への変化が促されたとみることができる。
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●あなたはつらい気持ちになったとき、どうしますか？

＜小学校＞ ＜中学校＞ 

＜小学校の結果＞ 

「誰かに相談する」の事前回答は、少ない者から順に
加害者弱者（41.4％）、被害者（45.6％）加害者強者
（50.0％）、傍観者（53.4％）であった。 
「誰かに相談する」の事後については 4者とも 70％を
越えており、加害者弱者（71.4％）は＋30.0%と最も高
い伸びを示した。事後は被害者（73.5％）で＋3.6％、
加害者強者（72.2％）で＋22.2％であり、傍観者（80.4％）
は＋27.0％であった。 
「がまんする」の事前は少ない順に加害者強者
（19.4％）、傍観者（31.8％）、加害者弱者（40.0％）で
あり、最も多い回答率は被害者（45.6％）でみられた。 
「がまんする」の事後の変化をみると加害者強者
（16.7％）で－2.7％と微減、傍観者（18.5％）で－13.3％
の減少、加害者弱者（31.4％）の－8.6％と減少、被害

者（31.3％）の－14.3％の減少がみられた。 
「物や人にあたる」回答が加害者強者で事前（8.3％）
から事後（11.1％）に 2.8％微増した。「物や人にあた
る」の「物」に丸をつけ「人」ではないと強調した回答
が殆どであった。加害者弱者についても事前事後で－
14.3％であり減少したものの、加害者強者も 10％を越
えていた。一方、被害者、傍観者で「物にあたる」回答
率は事前事後で減少していた。 

＜中学校の結果＞ 

「誰かに相談する」の事前は、少ない方から加害者強
者（18.0％）、加害者弱者（44.0％）、被害者（64.3％）、
傍観者（51.4％）であった。 
「誰かに相談する」の事後について、加害者強者
（44.0％）が 4 者の中では最も少ないものの事前事後

の差分は＋26.0%で最も多かった。加害者弱者（60.0％）
は＋18.0％増加した。傍観者（68.8％）は＋17.4％、被
害者（64.3％）＋3.6％であった。 
「がまんする」の事前は少ない順に被害者（36.9％）、
傍観者（51.4％）であり、加害者弱者（52．0％）と加
害者強者（52.0％）は同率であった。 
「がまんする」の事後は少ない順に加害者強者（28.0％）
で－32％、被害者（36.9％）で±0.0％、加害者弱者（32％）
の－20.0％、傍観者（31.8％）の－7.1％であった。 

＜小中学校の比較検討＞ 

「つらい気持ち」については、小学校の事前事後の変
化が中学校より多い傾向がある。 
「誰かに相談する」は小学校中学校いずれも 4 者とも
に CAP受講後に最も多くみられた回答であった。 

被害者と傍観者で「誰かに相談する」はいずれも増加
していた。被害者は小学校で事前より増加したのに比
べて、中学校ではあまり事後の増加は多いとはいえな
い。このことは相談する、がまんするなどの行動パタ
ーンが小学校よりも固定化の動きを見せたことを示唆
すると思われる。 
「物や人にあたる」は、加害者弱者と被害者は CAP受
講後に減少がみられた。いじめに関連したつらい気持
ちから「物にあたる」行為につながることへの気づき
を示しているのと思われる。加害者強者と傍観者は微
増していたことから、つらい気持ちの解消を行動にも
とめるパターンを変えない者が一定数みられること、
とくに多数の傍観者のなかに認められた。

＜小学校の結果＞
「誰かに相談する」の事前回答は、少ない者か
ら順に加害者弱者（41.4％）、被害者（45.6％）
加害者強者（50.0％）、傍観者（53.4％）であった。
「誰かに相談する」の事後については 4 者とも
70％を越えており、加害者弱者（71.4％）は＋
30.0% と最も高い伸びを示した。事後は被害者
（73.5％）で＋3.6％、加害者強者（72.2％）で＋
22.2％であり、傍観者（80.4％）は＋27.0％であっ
た。
「がまんする」の事前は少ない順に加害者強者
（19.4％）、傍観者（31.8％）、加害者弱者（40.0％）
であり、最も多い回答率は被害者（45.6％）で
みられた。
「がまんする」の事後の変化をみると加害者強
者（16.7％）で－2.7％と微減、傍観者（18.5％）
で－13.3％の減少、加害者弱者（31.4％）の－8.6％

と減少、被害者（31.3％）の－14.3％の減少がみ
られた。
「物や人にあたる」回答が加害者強者で事前
（8.3％）から事後（11.1％）に 2.8％微増した。「物
や人にあたる」の「物」に丸をつけ「人」では
ないと強調した回答が殆どであった。加害者弱
者についても事前事後で－14.3％であり減少し
たものの、加害者強者も 10％を越えていた。一
方、被害者、傍観者で「物にあたる」回答率は
事前事後で減少していた。

＜中学校の結果＞
「誰かに相談する」の事前は、少ない方から加
害者強者（18.0％）、加害者弱者（44.0％）、被害
者（64.3％）、傍観者（51.4％）であった。
「誰かに相談する」の事後について、加害者強
者（44.0％）が 4 者の中では最も少ないものの
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●あなたはつらい気持ちになったとき、どうしますか？

＜小学校＞ ＜中学校＞ 

＜小学校の結果＞ 

「誰かに相談する」の事前回答は、少ない者から順に
加害者弱者（41.4％）、被害者（45.6％）加害者強者
（50.0％）、傍観者（53.4％）であった。 
「誰かに相談する」の事後については 4者とも 70％を
越えており、加害者弱者（71.4％）は＋30.0%と最も高
い伸びを示した。事後は被害者（73.5％）で＋3.6％、
加害者強者（72.2％）で＋22.2％であり、傍観者（80.4％）
は＋27.0％であった。 
「がまんする」の事前は少ない順に加害者強者
（19.4％）、傍観者（31.8％）、加害者弱者（40.0％）で
あり、最も多い回答率は被害者（45.6％）でみられた。 
「がまんする」の事後の変化をみると加害者強者
（16.7％）で－2.7％と微減、傍観者（18.5％）で－13.3％
の減少、加害者弱者（31.4％）の－8.6％と減少、被害

者（31.3％）の－14.3％の減少がみられた。 
「物や人にあたる」回答が加害者強者で事前（8.3％）
から事後（11.1％）に 2.8％微増した。「物や人にあた
る」の「物」に丸をつけ「人」ではないと強調した回答
が殆どであった。加害者弱者についても事前事後で－
14.3％であり減少したものの、加害者強者も 10％を越
えていた。一方、被害者、傍観者で「物にあたる」回答
率は事前事後で減少していた。 

＜中学校の結果＞ 

「誰かに相談する」の事前は、少ない方から加害者強
者（18.0％）、加害者弱者（44.0％）、被害者（64.3％）、
傍観者（51.4％）であった。 
「誰かに相談する」の事後について、加害者強者
（44.0％）が 4 者の中では最も少ないものの事前事後

の差分は＋26.0%で最も多かった。加害者弱者（60.0％）
は＋18.0％増加した。傍観者（68.8％）は＋17.4％、被
害者（64.3％）＋3.6％であった。 
「がまんする」の事前は少ない順に被害者（36.9％）、
傍観者（51.4％）であり、加害者弱者（52．0％）と加
害者強者（52.0％）は同率であった。 
「がまんする」の事後は少ない順に加害者強者（28.0％）
で－32％、被害者（36.9％）で±0.0％、加害者弱者（32％）
の－20.0％、傍観者（31.8％）の－7.1％であった。 

＜小中学校の比較検討＞ 

「つらい気持ち」については、小学校の事前事後の変
化が中学校より多い傾向がある。 
「誰かに相談する」は小学校中学校いずれも 4 者とも
に CAP受講後に最も多くみられた回答であった。 

被害者と傍観者で「誰かに相談する」はいずれも増加
していた。被害者は小学校で事前より増加したのに比
べて、中学校ではあまり事後の増加は多いとはいえな
い。このことは相談する、がまんするなどの行動パタ
ーンが小学校よりも固定化の動きを見せたことを示唆
すると思われる。 
「物や人にあたる」は、加害者弱者と被害者は CAP受
講後に減少がみられた。いじめに関連したつらい気持
ちから「物にあたる」行為につながることへの気づき
を示しているのと思われる。加害者強者と傍観者は微
増していたことから、つらい気持ちの解消を行動にも
とめるパターンを変えない者が一定数みられること、
とくに多数の傍観者のなかに認められた。

事前事後の差分は＋26.0% で最も多かった。加
害者弱者（60.0％）は＋18.0％増加した。傍観者
（68.8％）は＋17.4％、被害者（64.3％）＋3.6％
であった。
「がまんする」の事前は少ない順に被害者
（36.9％）、傍観者（51.4％）であり、加害者弱者
（52.0％）と加害者強者（52.0％）は同率であった。
「がまんする」の事後は少ない順に加害者強者
（28.0％）で－32％、被害者（36.9％）で±0.0％、
加害者弱者（32％）の－20.0％、傍観者（31.8％）
の－7.1％であった。

＜小中学校の比較検討＞
「つらい気持ち」については、小学校の事前事
後の変化が中学校より多い傾向がある。
「誰かに相談する」は小学校中学校いずれも 4
者ともにCAP受講後に最も多くみられた回答で

あった。
被害者と傍観者で「誰かに相談する」はいずれ
も増加していた。被害者は小学校で事前より増
加したのに比べて、中学校ではあまり事後の増
加は多いとはいえない。このことは相談する、
がまんするなどの行動パターンが小学校よりも
固定化の動きを見せたことを示唆すると思われ
る。
「物や人にあたる」は、加害者弱者と被害者は
CAP受講後に減少がみられた。いじめに関連し
たつらい気持ちから「物にあたる」行為につな
がることへの気づきを示しているのと思われる。
加害者強者と傍観者は微増していたことから、
つらい気持ちの解消を行動にもとめるパターン
を変えない者が一定数みられること、とくに多
数の傍観者のなかに認められた。
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4．考　察  ～アンケート分析・検証委員のコメント

■「CAPは完成度の高いいじめ予防プログラム」　
　いじめ問題解決を見通すためには、3つの視点が必要である。第 1に被害者側の救済の視点、第 2
に加害者への加害認識の視点、3点目が傍観者をなくし、いじめを認めない集団を作る視点である。
問題が進行中である場合、まず被害者を救済し、加害者には加害行為をやめさせるということになる。
そして、いじめ問題の再発を防ぐには傍観者を減らし、加害者になる者をなくすことが重要であると
考えられる。
　CAPプログラム受講後は、被害者の権利意識の成長及び加害者の意識変容、および傍観者の意識
変容の 3者に効果がみられる。これはいじめ問題の解決および再発防止に有効であることが証明され
たものである。特に子ども集団を対象としたプログラムであることを意識して展開されていることが、
加害者になることを予防する効果を発揮していると看られ、その結果として傍観者の意識変容をきた
していると考えられる。完成度の高いいじめ予防プログラムである。
� 相庭和彦　新潟大学教職員大学院教授　

■「CAPはいじめ防止のため必要な児童および生徒の関係調整および修復力を育てる」
　CAPは暴力といじめについて学び、ロールプレイによる体験を通して、いじめを体験する意識を
自らのものとすることで、いじめの対処を学ぶプログラムといえる。一人ひとりが対処するだけでな
く、仲間を作っていじめ解消に働きかける体験により、いじめの芽を摘み解決をめざす勇気がロール
プレイで実感をもって示される。本アンケートから、いじめ被害者の行動意思が向上し、加害者のい
じめ抑止志向がみてとれ、傍観者による介入意思が明確に表れた。教室において擬似的にいじめを解
決するロールプレイは誠に意義深い。これはまた教室の雰囲気をつかみ児童・生徒に上手く働きかけ
るスタッフの継続的活動の賜物でもある。
　いじめによる屈辱と残酷はなんとしてでも回避させたい。
　CAPをいじめ防止のため必要な児童および生徒の関係調整および修復力を育てる有力な方法とし
て、小中学校における活用が望まれる。
� 渡邉良弘　精神科専門医　日本自殺予防学会会員

■「子どもの権利を守ることが SDGs 達成につながる」　
　今回のアンケートでは、いじめの加害者、被害者、傍観者という立場の違いによる意識変容を把握
することができた。被害者を守り、生み出さないためには、加害者の意識変容が望まれることは間違
いないが、傍観者が変容することでいじめを生み出しにくい環境を作ることも大切だ。CAPプログ
ラムにおいて、この３者の立場それぞれに効果があることが得られたのは意義深いものだと考える。
　また、2015 年に国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）では�、「16.2�子どもに対する虐待、
搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問をなくす」という目標（ターゲット）が掲げられている。
このことは、いじめが子どもへの暴力、人権を侵害する行為であり、解決しなければならない社会問
題であることを意味している。CAPによっていじめを予防し、子どもの権利を守ることは、誰一人
取り残さない社会を目指そうとする SDGs 達成に貢献するだろう。
� 石本貴之　有限責任事業組合まぢラボ／新潟NPO協会
� 事業創造大学院大学　新潟地域活性化研究所　客員研究員
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第 4 章　CAP への期待

「未来を担う子ども達の成長を願って」　　～ CAP 事業の大切さ～　

� 新発田市教育委員会教育長　工藤ひとし
　

　子ども達を、どう育てていったらよいのかと
迷うという声をよく耳にする。最近の子は変わっ
たという声も聞こえる。しかし、子どもは、根
本的にはそんなに変わってはいないと私は思う。
ただ、世の中が大きく変化し、子ども達を取り
巻く環境が変わったのである。子どもの健やか
な成長を望むなら、どの子にも「この世に生ま
れてきて良かった。」と思ってもらえる環境づく
りが重要である。しかし、現実は後を絶たない
いじめや虐待、暴力、連れ去り等安心・安全な
環境が脅かされる痛ましい事件が相次いでいる。
いじめ、虐待、非行、自殺、さらに通学路等へ
の安全対策など対処療法的な対応も必要だが、
もっと根本的な教育が重要と捉えている。それ
は、子ども達、児童生徒だけでなく、大人、教師、
保護者も共に学ぶ機会の創出である。この三者
のベクトルが合った時に子ども達の健やかな成
長がさらに育まれると思う。その一つの鍵が人
権教育である。この世に生まれた全ての人が尊
重され大切にされること、一人一人が世界でたっ
た一つの命で、掛け替えのない存在であること
を、大人自身も、もう一度学び直すことである。
子どもから「お父さんお母さんの子で本当に良
かった。お祖父ちゃんお祖母ちゃんの孫で良かっ
た。」と言って貰えたら、最高の贈り物である。
同様に、「学校で学べて良かった、先生に出会え
て本当に良かった。」と言って貰えたら教師冥利
に尽きる。それは大人の言葉と行動でしか、伝
えられない。大人の都合優先では決して伝わら
ない。子どもを育てる、子どもの成長を喜べる
という尊い事に携われる親と教師の幸せをもう
一度確認し、子どもの存在自体を大事にする姿

勢が重要だ。「人は人によって人になる。人を育
てるのは人しかない。」と言われている。人は自
分の存在価値が見いだせ、自分に自信が持てれ
ば、どんな困難も乗り越えていこうとする力が
湧く、まさに子ども一人一人に自己肯定感を育
まなければならない。その原点に気付かせてく
れる学びがCAPプログラムである。
　研修を受けたプロのインスラクターが直接子
どもと親、そして教職員にワークショップ形式
で一緒に考え、活動する研修を行う。今まさに
アクティブ・ラーニングというやり方が学校授
業に取り入られているが、CAPにいがたは以前
から行っている。いじめや暴力に対する人権意
識を高めるとともに、自分の命や人権を守るた
めに具体的な考えや行動をとれるようになって
いく。このことはプログラムの事前事後に取っ
た全児童生徒のアンケートにその変化が顕著に
表れている。さらに、教職員や保護者は、児童
生徒への関わり方に変化が見られる。それはこ
のプログラムを通して、今一度教育の原点に立
ち返れる「気づき」からである。何が重要であ
るかを考えさせてくれるからである。大人は効
率や即効性を求めがちであるが、子どもが成長
するには子どもたち自身も自ら考え変化しなけ
れば、何も変わらない。「子どもたちの行動変容」
を促すためには、「大人たちの子どもの存在自体
を大切にし、いかなる時もサポートする姿勢と
行動」と、多くの「子ども自身による気づき」
を生まなければならない。そのためには、まず
大人も子ども達も学ばなければ分からない。
　私は教育の一翼を担うCAPプラグラムに期待
している。
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子どもからの伝言　～ CAP を体験して～

（小学生）
＊�いじめられていたことがあったから、とっても励みになりました。もしいじめられている人を見つ
けたら、暗闇から出して希望の光を見せてあげたいと思った。
＊「安心・自信・自由」の 3つの権利をもって、どうどうと生きたいです。
＊�最初はいじめられたら逃げようと思っていたけれど、イヤだとか勇気が出てきたようなので、次何
かいじめられたりしたらちゃんと言いたいことを言いたいです。
＊�いつも人につられて暴力を振るってしまっているけれど、この授業を受けてとても勉強になり、「も
うしない」という気持ちがつきました。5年間の中で一番楽しい授業と感じました。
＊�安心、自信、自由の権利のことを教えてもらい、何かされた時もされているのを見た時も先生や親
や友達や家族に相談すればいいことが分かりました。
＊�いじめられている人の気持ちがよく分かったし、「安心」「自信」「自由」はみんなにあることがわ
かりました。
＊�ＣＡＰで習ったことをこれから活かしていきたいです。私はいやなことがあったら、すぐ誰かに話
したいです。もし、友だちから相談されたら、友だちのために役に立つことを精一杯やりたいです。
＊これでいじめが減るかもと思いました。
＊�私は、全国にいじめがなくなってほしいです。そして誰かが困っていたらその人をたすけたいです。
ＣＡＰのみなさんのおかげでいろんなことがよく分かりました。これからもその教えてもらったこ
とを役立てたいです。

（中学生）
＊�自分がいじめられた時に、我慢していたけど、誰かに相談することもできるのに気づきました。また、
人がいじめられていたら「やめなよ」と言おうと思いました。
＊今まで相談とか怖くてしたことなかったけど、相談してみたいと思った。
＊�私はすぐ泣き出したり、逃げてしまったりするので、そういうことをしないですぐ先生に言いたい。
いじめられている人がいたら助けたい。
＊�正しいことを学んで、いじめられたらやり返してしまっていたので、その考えを改めようと思いま
した。
＊�悪口を言ってもいい雰囲気を作っている自分も悪いと思うので、そういう雰囲気を作らないように
したいです。
＊�ＣＡＰの仕事は人権を尊重し合える仕事だと思いました。平等で優しいところを私は見習いたいで
す。
＊�私は、人には大人、子ども問わずに安心・自信・自由の権利があることが分かりました。今後、い
じめられたりいじめれている人を見たら、助けてあげたいとおもいました。
＊僕は、こういう授業が苦手だったけど、今回の授業はすごく興味があって楽しかったです。
＊�自分の考えていた暴力や人権の定義が変わりました。人の安心・自信・自由を奪う行為は絶対にし
ません。
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子ども・若者の自殺～いじめ防止CAP白書に向けて

　令和元年度版自殺対策白書によると、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の自殺対策
は深刻な問題とされる。15歳－39歳の各年代の死因の第1位は自殺である。また10－14歳においても、
1位の「悪性新生物」に続く 2位である。
　こうした状況は国際的に見ても深刻であり、15－34 歳の若い世代で死因の第 1位が自殺となってい
るのは先進国（G7）では日本のみである。また経時的にみても 20 歳未満の自殺死亡率は平成 10 年以
降おおむね横ばいであり減少していない。
　10 歳代の自殺者における原因・動機別件数の推移では、学校問題が最も多くみられ、年による変動
がやや大きいものの、おおむね横ばいか、やや増加の推移を示している。2番目に多い健康問題の比
率は減少傾向を見せている。3番目に多い家庭問題の比率は近年微増の傾向を示している。
　学校問題は自殺の最も多い原因であり、いじめだけでなく何らかの学校ストレスへの対策を講じる
ことは喫緊の課題であることに変わりはない。

引用　令和元年度自殺対策白書（概要）
第�3�節　若年層の自殺をめぐる状況

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/jisatsu/19-2/index.html

　自殺総合対策要綱は、2016 年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ、抜本的に見
直しがなされた。これには自殺総合対策における当面の重点施策として、子ども・若者の自殺対策を
更に推進すると明記されている。
　具体的には、いじめを苦にした子どもの自殺の予防、学生・生徒への支援充実、SOS の出し方に関
する教育の推進、子どもへの支援の充実、若者への支援の充実、若者の特性に応じた支援の充実、知
人等への支援からなる。
　こうした具体策は、CAPの児童・生徒への働きかけと重なり合う。
　また自殺対策要綱は国、地方公共団体、関係団体とともに、民間団体、企業、国民の役割を明確化し、
その連携を推進するとされる。学校問題に取り組むCAPも民間団体に含まれる。

引用　令和元年度自殺対策白書　
第 2章自殺対策の基本的な枠組みと若者の自殺対策の取組

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/jisatsu/19-2/dl/2-1.pdf

渡邉良弘　精神科専門医　日本自殺予防学会会員
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■CAP就学前プログラム
■CAP小学生プログラム
■中学生暴力防止プログラム

■障がいのある子どもへのCAPプログラム
■CAP児童養護施設プログラム

Child Assault Prevention

CAPとは Child Assault　Prevention（子どもへの暴力防止）の頭文字をとったもので、子ども
たちがいじめ、痴漢、誘拐、虐待、性暴力といったさまざまな暴力から自分を守るための人権
教育プログラムです。

●教職員ワークショップ
●保護者ワークショップ

CAPプログラムの 3つのワークショップ

以上の2つをさして
おとなワークショップという

＊おとなワークショップはさまざまなおとなを対象に単独でも
実施できます。

●子どもワークショップ（年齢に応じたプログラムがある）

＊子どもワークショップは単独では実施できません。

子どもを対象にしたプログラム（子どもワークショップ）では、就学前、小学生、中学生、障がいのある子、児童養護施設の子どもた
ちにそれぞれ発達段階にふさわしい寸劇、歌、人形劇、討論などを盛り込んで、子どもを怖がらせることなく暴力防止の具体的対処法
を教えます。従来の「～してはいけません」式の危険回避の方法とは根本的に異なり、「～することができるよ」と身を守るための行動
の選択肢を広げ、練習します。安心、自信、自由の人権を子どもたちにくり返し伝えることで、全ての子どもたちが本来持っている「生きる力」
を引き出すプログラムです。学校や保育園・幼稚園をキーステーションとして、子ども・教職員・保護者にワークショップを提供します。

CAPプログラムって？

＜参考文献＞CAP センター・JAPAN(2004)
「CAP への招待～すべての子どもに「安心・自信・自由」の権利を」解放出版社

～CAPプログラムを体験した教職員へのアンケート調査より～

自分はそれがいけないということ
を知らないで、友だちをいじめて
いた。なぜそうだったのか自分で
もわからないが、ＣＡＰのワークが
自分を気づかせてくれたので、も
う友だちをいじめることはしないと
思った。（小6女子）

安心・自信・自由を誰にも奪われた
くないと思った。自分らしさを大切に
したい。いやな事があったら友だちに
相談したいし、友だちの相談を一生
懸命に聞いてあげたいです。暴力は
絶対にしない、させられない。
（中1男子）

すごくドキドキしたけれど、とても
楽しかった。イヤな時は「イヤ」
と言ってもいいとわかったら、
ちょっと安心した。
（小 3 女子）

「暴力」というのは「なぐる」「ける」
など体を使うものだけでなく、言葉に
も暴力があることを初めて知りまし
た。ＣＡＰの授業では劇などを取り入れ
たり、資料があったりして、とても楽
しく学ぶことが出来ました！！また授業
にも積極的に取り組む事ができまし
た。このＣＡＰで学んだことを忘れ
ずに、自分が人を傷つけず、周りの
人を助けてあげたりして生かしたい
と思いました。
（中1女子）

ぼくは、5年生の時ちょっといじめられ
ていました。今、日本中でいじめによ
る自殺が続いています。同じ人間とし
て悲しいと思いました。ぼくは日本中
の子どもにＣＡＰが必要だと思います。
なぜかというとＣＡＰはいじめや暴力
のことについて正しく話してくれ、人
権のことも話すので、いじめられてい
る人は勇気が出るし、いじめている人
も気づくと思うからです。
（小6男子）

昨年春、「卒園祝い」として CAPを受
けた女の子が、小１になりカギっ子と
なった。夏休みに友だちとふたりで自
宅のマンションのドアを開けて入ろう
としたら、知らない男が一緒に入って
きた。怖くてしばらく動けなかったが、
春に受けたCAPを思い出し『特別な
叫び声』をあげた。友だちも同じ幼
稚園で受けたので思い出し、ふたり
で必死に叫んだら、その男は驚いて
出て行った。
（小学校保護者）

中学生の娘が土曜日の昼学校から帰
る途中、人通りのない場所で背後から
若い男に肩をつかまれ、声をかけら
れました。普通に「やめてください」
と言ったが、手を放してくれないので、
大声で叫び相手がひるんだすきに逃
げて帰ってきました。大事には至りま
せんでしたが娘は相当ショックを受け
たようです。「大きな声が出せて良
かったね」とほめてやると、「小学校
3年生の時に受けたCAPの事を思い
出して声が出た」との事。当時私も
おとなワークショップを受け子どもと
一緒に練習していました。不審者情
報があるたびにそのことを話してきた
ことが幸いしたようです。
（中学校保護者）

子ども
の声

意識的に子どもの話をしっかり
と聴くようになったら、子ども
が自分から話してくれるように
なりました
（小学校教諭）

「人権」というものについて、
子ども自身が自分の生活や行
動を振り返りながら考えること
ができると思う
（中学校教諭）

告げ口と相談の違いなど、子
どもとの相談等すぐに使える
方法など具体的に教えていた
だきとてもしっくりした。
（小学校教諭）

劇や人形劇が取り入れられ具
体的な例を示しながら進めて
いたので、一人ひとりが興味
を持って楽しく話を聞けてい
た。（保育士）

教職員
の声

保護者
の声

生きる力を引き出す CAPプログラム
【参加者の声】

全ての子どもが持っている特別に大切な 3つの「権利」

Safe Strong Free
安心 自信 自由

こどもに「けんり」があるなんて、
CAPにさんかして、はじめてしった。
（小1男子）
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子どもが抱える課題を明らかにできた4
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■CAP就学前プログラム
■CAP小学生プログラム
■中学生暴力防止プログラム

■障がいのある子どもへのCAPプログラム
■CAP児童養護施設プログラム

Child Assault Prevention

CAPとは Child Assault　Prevention（子どもへの暴力防止）の頭文字をとったもので、子ども
たちがいじめ、痴漢、誘拐、虐待、性暴力といったさまざまな暴力から自分を守るための人権
教育プログラムです。

●教職員ワークショップ
●保護者ワークショップ

CAPプログラムの 3つのワークショップ

以上の2つをさして
おとなワークショップという

＊おとなワークショップはさまざまなおとなを対象に単独でも
実施できます。

●子どもワークショップ（年齢に応じたプログラムがある）

＊子どもワークショップは単独では実施できません。
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ちにそれぞれ発達段階にふさわしい寸劇、歌、人形劇、討論などを盛り込んで、子どもを怖がらせることなく暴力防止の具体的対処法
を教えます。従来の「～してはいけません」式の危険回避の方法とは根本的に異なり、「～することができるよ」と身を守るための行動
の選択肢を広げ、練習します。安心、自信、自由の人権を子どもたちにくり返し伝えることで、全ての子どもたちが本来持っている「生きる力」
を引き出すプログラムです。学校や保育園・幼稚園をキーステーションとして、子ども・教職員・保護者にワークショップを提供します。
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大声で叫び相手がひるんだすきに逃
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たようです。「大きな声が出せて良
かったね」とほめてやると、「小学校
3年生の時に受けたCAPの事を思い
出して声が出た」との事。当時私も
おとなワークショップを受け子どもと
一緒に練習していました。不審者情
報があるたびにそのことを話してきた
ことが幸いしたようです。
（中学校保護者）
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意識的に子どもの話をしっかり
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■CAP就学前プログラム
■CAP小学生プログラム
■中学生暴力防止プログラム

■障がいのある子どもへのCAPプログラム
■CAP児童養護施設プログラム

Child Assault Prevention

CAPとは Child Assault　Prevention（子どもへの暴力防止）の頭文字をとったもので、子ども
たちがいじめ、痴漢、誘拐、虐待、性暴力といったさまざまな暴力から自分を守るための人権
教育プログラムです。

●教職員ワークショップ
●保護者ワークショップ

CAPプログラムの 3つのワークショップ

以上の2つをさして
おとなワークショップという

＊おとなワークショップはさまざまなおとなを対象に単独でも
実施できます。

●子どもワークショップ（年齢に応じたプログラムがある）

＊子どもワークショップは単独では実施できません。

子どもを対象にしたプログラム（子どもワークショップ）では、就学前、小学生、中学生、障がいのある子、児童養護施設の子どもた
ちにそれぞれ発達段階にふさわしい寸劇、歌、人形劇、討論などを盛り込んで、子どもを怖がらせることなく暴力防止の具体的対処法
を教えます。従来の「～してはいけません」式の危険回避の方法とは根本的に異なり、「～することができるよ」と身を守るための行動
の選択肢を広げ、練習します。安心、自信、自由の人権を子どもたちにくり返し伝えることで、全ての子どもたちが本来持っている「生きる力」
を引き出すプログラムです。学校や保育園・幼稚園をキーステーションとして、子ども・教職員・保護者にワークショップを提供します。
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自分はそれがいけないということ
を知らないで、友だちをいじめて
いた。なぜそうだったのか自分で
もわからないが、ＣＡＰのワークが
自分を気づかせてくれたので、も
う友だちをいじめることはしないと
思った。（小6女子）

自分はそれがいけないということ
を知らないで、友だちをいじめて

安心・自信・自由を誰にも奪われた
くないと思った。自分らしさを大切に
したい。いやな事があったら友だちに
相談したいし、友だちの相談を一生
懸命に聞いてあげたいです。暴力は
絶対にしない、させられない。
（中1男子）

いた。なぜそうだったのか自分で
もわからないが、ＣＡＰのワークが
自分を気づかせてくれたので、も
う友だちをいじめることはしないと

絶対にしない、させられない。
（中1男子）

すごくドキドキしたけれど、とても
楽しかった。イヤな時は「イヤ」
と言ってもいいとわかったら、
ちょっと安心した。
（小 3 女子）

安心・自信・自由を誰にも奪われた
くないと思った。自分らしさを大切に
したい。いやな事があったら友だちに
相談したいし、友だちの相談を一生
懸命に聞いてあげたいです。暴力は

すごくドキドキしたけれど、とても
楽しかった。イヤな時は「イヤ」
と言ってもいいとわかったら、

「暴力」というのは「なぐる」「ける」
など体を使うものだけでなく、言葉に
も暴力があることを初めて知りまし
た。ＣＡＰの授業では劇などを取り入れ
たり、資料があったりして、とても楽
しく学ぶことが出来ました！！また授業
にも積極的に取り組む事ができまし
た。このＣＡＰで学んだことを忘れ
ずに、自分が人を傷つけず、周りの
人を助けてあげたりして生かしたい
と思いました。
（中1女子）

「暴力」というのは「なぐる」「ける」
など体を使うものだけでなく、言葉に
も暴力があることを初めて知りまし
た。ＣＡＰの授業では劇などを取り入れ
たり、資料があったりして、とても楽
しく学ぶことが出来ました！！また授業
にも積極的に取り組む事ができまし
た。このＣＡＰで学んだことを忘れ
ずに、自分が人を傷つけず、周りの
人を助けてあげたりして生かしたい

ぼくは、5年生の時ちょっといじめられ
ていました。今、日本中でいじめによ
る自殺が続いています。同じ人間とし
て悲しいと思いました。ぼくは日本中
の子どもにＣＡＰが必要だと思います。
なぜかというとＣＡＰはいじめや暴力
のことについて正しく話してくれ、人
権のことも話すので、いじめられてい
る人は勇気が出るし、いじめている人
も気づくと思うからです。
（小6男子）

昨年春、「卒園祝い」として CAPを受
けた女の子が、小１になりカギっ子と
なった。夏休みに友だちとふたりで自
宅のマンションのドアを開けて入ろう
としたら、知らない男が一緒に入って
きた。怖くてしばらく動けなかったが、
春に受けたCAPを思い出し『特別な
叫び声』をあげた。友だちも同じ幼
稚園で受けたので思い出し、ふたり
で必死に叫んだら、その男は驚いて
出て行った。
（小学校保護者）

昨年春、「卒園祝い」として CAP
けた女の子が、小１になりカギっ子と
なった。夏休みに友だちとふたりで自
宅のマンションのドアを開けて入ろう
としたら、知らない男が一緒に入って
きた。怖くてしばらく動けなかったが、
春に受けたCA
叫び声』をあげた。友だちも同じ幼
稚園で受けたので思い出し、ふたり
で必死に叫んだら、その男は驚いて
出て行った。
（小学校保護者）

中学生の娘が土曜日の昼学校から帰
る途中、人通りのない場所で背後から
若い男に肩をつかまれ、声をかけら
れました。普通に「やめてください」
と言ったが、手を放してくれないので、
大声で叫び相手がひるんだすきに逃
げて帰ってきました。大事には至りま
せんでしたが娘は相当ショックを受け
たようです。「大きな声が出せて良
かったね」とほめてやると、「小学校
3年生の時に受けたCAPの事を思い
出して声が出た」との事。当時私も
おとなワークショップを受け子どもと
一緒に練習していました。不審者情
報があるたびにそのことを話してきた
ことが幸いしたようです。
（中学校保護者）

子ども
の声

中学生の娘が土曜日の昼学校から帰
る途中
若い男に肩をつかまれ、声をかけら
れました。普通に「やめてください」

意識的に子どもの話をしっかり
と聴くようになったら、子ども
が自分から話してくれるように
なりました
（小学校教諭）

かったね」とほめてやると、「小学
3年生の時に受けたCAP
出して声が出た」との事。当時私も
おとなワークショップを受け子どもと
一緒に練習していました。不審者情
報があるたびにそのことを話してきた
ことが幸いしたようです。

と言ったが、手を放してくれないので、
大声で叫び相手がひるんだすきに逃
げて帰ってきました。大事には至りま
せんでしたが娘は相当ショックを受け
たようです。「大きな声が出せて良

なりました
（小学校教諭）

「人権」というものについて、
子ども自身が自分の生活や行
動を振り返りながら考えること
ができると思う
（中学校教諭）

「人権」というものについて、
子ども自身が自分の生活や行
動を振り返りながら考えること
ができると思う
（中学校教諭）

告げ口と相談の違いなど、子
どもとの相談等すぐに使える
方法など具体的に教えていた
だきとてもしっくりした。
（小学校教諭）

意識的に子どもの話をしっかり意識的に子どもの話をしっかり
と聴くようになったら、子ども
が自分から話してくれるように
なりましたなりました
（小学校教諭）

告げ口と相談の違いなど、子
どもとの相談等すぐに使える

劇や人形劇が取り入れられ具
体的な例を示しながら進めて
いたので、一人ひとりが興味
を持って楽しく話を聞けてい
た。（保育士）

教職員
の声

保護者
の声

生きる力を引き出す CAPプログラム
【参加者の声】

全ての子どもが持っている特別に大切な 3つの「権利」

Safe Strong Free
安心 自信 自由

う友だちをいじめることはしないと
思った。（小6女子）
う友だちをいじめることはしないと すごくドキドキしたけれど、とても

楽しかった。イヤな時は「イヤ」
と言ってもいいとわかったら、

こどもに「けんり」があるなんて、
CAPにさんかして、はじめてしった。
（小1男子）

ちょっと安心した。
（小 3 女子）

と思いました。
（中1女子）

のことについて正しく話してくれ、人
権のことも話すので、いじめられてい
る人は勇気が出るし、いじめている人
も気づくと思うからです。
（小6男子）

ちょっと安心した。
（小 3 女子）

こどもに「けんり」があるなんて、
はじめてしった。

との
教師
保護者
地域

子ども
91,968人 人

おとな
72,279

新潟県でCAPを受けた人数

先生がCAPを受けてよかったこと

子どもたちが防止スキルを身につけた1

クラス作りや集団作りに活かすことができた2

日頃気づかない子どもの様子を知ることができた3

子どもが抱える課題を明らかにできた4

自分の子どもを見る目が変わった5

自分の子どもへの接し方が変わった6

課題の解決の糸口がつかめた7

課題を他の機関につなぐことができた8

子どもの様子が変わった9
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■CAP就学前プログラム
■CAP小学生プログラム
■中学生暴力防止プログラム

■障がいのある子どもへのCAPプログラム
■CAP児童養護施設プログラム

Child Assault Prevention

CAPとは Child Assault　Prevention（子どもへの暴力防止）の頭文字をとったもので、子ども
たちがいじめ、痴漢、誘拐、虐待、性暴力といったさまざまな暴力から自分を守るための人権
教育プログラムです。

●教職員ワークショップ
●保護者ワークショップ

CAPプログラムの 3つのワークショップ

以上の2つをさして
おとなワークショップという

＊おとなワークショップはさまざまなおとなを対象に単独でも
実施できます。

●子どもワークショップ（年齢に応じたプログラムがある）

＊子どもワークショップは単独では実施できません。

子どもを対象にしたプログラム（子どもワークショップ）では、就学前、小学生、中学生、障がいのある子、児童養護施設の子どもた
ちにそれぞれ発達段階にふさわしい寸劇、歌、人形劇、討論などを盛り込んで、子どもを怖がらせることなく暴力防止の具体的対処法
を教えます。従来の「～してはいけません」式の危険回避の方法とは根本的に異なり、「～することができるよ」と身を守るための行動
の選択肢を広げ、練習します。安心、自信、自由の人権を子どもたちにくり返し伝えることで、全ての子どもたちが本来持っている「生きる力」
を引き出すプログラムです。学校や保育園・幼稚園をキーステーションとして、子ども・教職員・保護者にワークショップを提供します。

CAPプログラムって？

＜参考文献＞CAP センター・JAPAN(2004)
「CAP への招待～すべての子どもに「安心・自信・自由」の権利を」解放出版社

～CAPプログラムを体験した教職員へのアンケート調査より～

自分はそれがいけないということ
を知らないで、友だちをいじめて
いた。なぜそうだったのか自分で
もわからないが、ＣＡＰのワークが
自分を気づかせてくれたので、も
う友だちをいじめることはしないと
思った。（小6女子）

安心・自信・自由を誰にも奪われた
くないと思った。自分らしさを大切に
したい。いやな事があったら友だちに
相談したいし、友だちの相談を一生
懸命に聞いてあげたいです。暴力は
絶対にしない、させられない。
（中1男子）

すごくドキドキしたけれど、とても
楽しかった。イヤな時は「イヤ」
と言ってもいいとわかったら、
ちょっと安心した。
（小 3 女子）

「暴力」というのは「なぐる」「ける」
など体を使うものだけでなく、言葉に
も暴力があることを初めて知りまし
た。ＣＡＰの授業では劇などを取り入れ
たり、資料があったりして、とても楽
しく学ぶことが出来ました！！また授業
にも積極的に取り組む事ができまし
た。このＣＡＰで学んだことを忘れ
ずに、自分が人を傷つけず、周りの
人を助けてあげたりして生かしたい
と思いました。
（中1女子）

ぼくは、5年生の時ちょっといじめられ
ていました。今、日本中でいじめによ
る自殺が続いています。同じ人間とし
て悲しいと思いました。ぼくは日本中
の子どもにＣＡＰが必要だと思います。
なぜかというとＣＡＰはいじめや暴力
のことについて正しく話してくれ、人
権のことも話すので、いじめられてい
る人は勇気が出るし、いじめている人
も気づくと思うからです。
（小6男子）

昨年春、「卒園祝い」として CAPを受
けた女の子が、小１になりカギっ子と
なった。夏休みに友だちとふたりで自
宅のマンションのドアを開けて入ろう
としたら、知らない男が一緒に入って
きた。怖くてしばらく動けなかったが、
春に受けたCAPを思い出し『特別な
叫び声』をあげた。友だちも同じ幼
稚園で受けたので思い出し、ふたり
で必死に叫んだら、その男は驚いて
出て行った。
（小学校保護者）

中学生の娘が土曜日の昼学校から帰
る途中、人通りのない場所で背後から
若い男に肩をつかまれ、声をかけら
れました。普通に「やめてください」
と言ったが、手を放してくれないので、
大声で叫び相手がひるんだすきに逃
げて帰ってきました。大事には至りま
せんでしたが娘は相当ショックを受け
たようです。「大きな声が出せて良
かったね」とほめてやると、「小学校
3年生の時に受けたCAPの事を思い
出して声が出た」との事。当時私も
おとなワークショップを受け子どもと
一緒に練習していました。不審者情
報があるたびにそのことを話してきた
ことが幸いしたようです。
（中学校保護者）

子ども
の声

意識的に子どもの話をしっかり
と聴くようになったら、子ども
が自分から話してくれるように
なりました
（小学校教諭）

「人権」というものについて、
子ども自身が自分の生活や行
動を振り返りながら考えること
ができると思う
（中学校教諭）

告げ口と相談の違いなど、子
どもとの相談等すぐに使える
方法など具体的に教えていた
だきとてもしっくりした。
（小学校教諭）

劇や人形劇が取り入れられ具
体的な例を示しながら進めて
いたので、一人ひとりが興味
を持って楽しく話を聞けてい
た。（保育士）

教職員
の声

保護者
の声

生きる力を引き出す CAPプログラム
【参加者の声】

全ての子どもが持っている特別に大切な 3つの「権利」
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安心 自信 自由

こどもに「けんり」があるなんて、
CAPにさんかして、はじめてしった。
（小1男子）
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先生がCAPを受けてよかったこと

子どもたちが防止スキルを身につけた1

クラス作りや集団作りに活かすことができた2

日頃気づかない子どもの様子を知ることができた3

子どもが抱える課題を明らかにできた4
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【【資資料料 11--①①】】  
  
  
CCAAPP子子どどももワワーーククシショョッッププ：：事事前前アアンンケケーートト（（小小学学生生・・中中学学生生））  

CAPワークショップの前にみなさんにお聞きします。あてはまるものに〇をつけてください。 

 

１．あなたは、いじめや暴力にあわないで、安心して生きる権利があると思いますか？ 

① ある     ② ない     ③ よくわからない 

 

２．あなたは、いじめられたことがありますか？ 

① ある（質問 ３へ）     ② ない（質問 ３は答えず ４へ） 

 

３．いじめられたとき、あなたはどうしましたか？（いくつ〇をつけてもいいです） 

① いやだと言った   ② 逃げた   ③ やり返した   ④ 誰かに相談した 

⑤ 誰にも言わなかった   ⑥ その他 

 

４．あなたは、いじめをしたことがありますか？ 

① ある   ② ない 

 

５．もし、いじめを見たらどうしますか？（いくつ○をつけてもいいです） 

① いじめられている人に声をかける    ②いじめている人にやめるように言う 

③誰かに相談する     ④誰にも言わない     ⑤何もしない     ⑥その他 

 

６．あなたはつらい気持ちになったとき、どうしますか？（いくつ〇をつけてもいいです） 

  ①何もしない   ②がまんする   ③物や人にあたる   ④誰かに相談する 

  ⑤その他                 

ご協力ありがとうございます。CAP・にいがた 

 

©2020　CAP・にいがた
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【【資資料料 11--②②】】  

CCAAPP子子どどももワワーーククシショョッッププ：：事事後後アアンンケケーートト（（小小学学生生・・中中学学生生））  

ワークショップに参加してくれてありがとうございました。あてはまるものに〇をつけてく

ださい。 

 

１．CAPワークショップを受けて、どう思いましたか？ 

① 楽しかった   ② どちらとも言えない   ③ つまらなかった 

 

２．CAPワークショップは役に立つと思いますか？ 

① とても役に立つ   ② まあまあ役に立つ   ③ あまり役に立たない 

 

３．あなたは、いじめや暴力にあわないで、安心して生きる権利があると思いますか？ 

① ある     ② ない     ③ よくわからない 

 

４．いじめられたら、あなたはどうしますか？（いくつ〇をつけてもいいです） 

① いやだと言う   ② 逃げる   ③ やり返す   ④ 誰かに相談する 

⑤ 誰にも言わない   ⑥ その他 

 

５．他の人がいじめられているのを見たら、あなたはどうしますか？ 

（いくつ○をつけてもいいです） 

  ①いじめられている人に声を掛ける  ②いじめている人に何人かでやめようと言う。 

  ③誰かに相談する   ④誰にも言わない   ⑤何もしない   ⑥その他 

 

６．あなたはつらい気持ちになったとき、どうしますか？（いくつ〇をつけてもいいです） 

  ①何もしない   ②がまんする   ③物や人にあたる   ④誰かに相談する 

  ⑤その他 

 

７．CAPに参加して、思ったことや考えたことを何でも書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

                   

  ご協力ありがとうございます。CAP・にいがた 
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【資料2-①】

CAP子どもワークショップ アンケート　２０１９集計　小学校　 18校 　30クラス　758人参加

楽しかった
どちらともいえな

い
つまらなかった

事後 664 63 5

0
200
400
600
800

１１ ワワーーククシショョッッププをを受受けけててどどうう思思いいまましし

たたかか

とても役にたつ
まあまあ役に立

つ

あまり役に立た

ない

事後 681 49 2

0
200
400
600
800

２２ ワワーーククシショョツツププはは役役にに立立つつとと思思いいまま

すすかか

ある ない よくわからない

事前 497 61 198

事後 661 8 64

0
200
400
600
800

３３ ああななたたはは、、いいじじめめやや暴暴力力ににああわわなないい

でで安安心心ししてて生生ききるる権権利利ががああるるとと思思いいまま

すすかか

いやだと言った（言う） 逃げた（逃げる） やり返した（やり返す）
誰かに相談した（相談

する）

誰にも言わなかった

（言わない）
その他

事前 97 53 59 124 76 35

事後 539 425 63 581 28 74

0
100
200
300
400
500
600
700

５５ いいじじめめらられれたたとときき、、いいじじめめらられれたたららどどううししまますすかか

いじめられている人に

声をかける

いじめている人にや

めるように言う
誰かに相談する 誰にも言わない 何もしない その他

事前 324 390 436 15 45 56

事後 448 527 555 10 29 68

0
100
200
300
400
500
600

７７ ももしし、、いいじじめめをを見見たたららどどううししまますすかか

ある ない

事前 245 511

0
100
200
300
400
500
600

４４ ああななたたはは、、いいじじめめらられれたたここととががあありりまま

すすかか

ある ない

事前 106 614

0

200

400

600

800

６６ ああななたたはは、、いいじじめめををししたたここととががあありりまま

すすかか

何もしない がまんする 物や人にあたる 誰かに相談する その他

事前 110 258 59 391 106

事後 75 165 33 573 124

0
100
200
300
400
500
600
700

８８ ああななたたははつつららいい気気持持ちちににななっったたととききどどううししまますすかか？？

©2020　CAP・にいがた
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【資料2-②】

CAP子どもワークショップ アンケート　２０１９集計　中学校　 ６校　17クラス　457人参加

１）楽しかった
２）どちらともいえ

ない

３）つまらなかっ

た

事後 362 29 3

0

100

200

300

400

１１ ワワーーククシショョッッププをを受受けけててどどうう思思いいまましし

たたかか

１）とても役にた

つ

２）まあまあ役に

立つ

３）あまり役に立

たない

事後 357 36 0

0
100
200
300
400

２２ ワワーーククシショョツツププはは役役にに立立つつとと思思いい

まますすかか

１）ある ２）ない
３）よくわからな

い

事前 339 13 41

事後 363 5 25

0
100
200
300
400

３３ ああななたたはは、、いいじじめめやや暴暴力力ににああわわなないい

でで安安心心ししてて生生ききるる権権利利ががああるるとと思思いいまま

すすかか

①いやだと言った（言

う）
②逃げた（逃げる）

③やり返した（やり返

す）

④誰かに相談した（相

談する）

⑤誰にも言わなかっ

た（言わない）
⑥その他

事前 40 19 25 57 19 6

事後 244 195 53 303 24 35

0
50

100
150
200
250
300
350

５５ いいじじめめらられれたたとときき、、いいじじめめらられれたたららどどううししまますすかか

①いじめられている人

に声をかける

②いじめている人にや

めるように言う
③誰かに相談する ④誰にも言わない ⑤何もしない ⑥その他

事前 206 158 228 10 23 24

事後 275 208 272 7 12 22

0
50

100
150
200
250
300

７７ ももしし、、いいじじめめをを見見たたららどどううししまますすかか

１）ある ２）ない

事前 97 297

0

100

200

300

400

４４ ああななたたはは、、いいじじめめらられれたたここととががあありり

まますすかか

１）ある ２）ない

事前 47 342

0

100

200

300

400

６６ ああななたたはは、、いいじじめめををししたたここととががあありりまま

すすかか

①何もしない ②がまんする ③物や人にあたる ④誰かに相談する ⑤その他

事前 71 158 56 197 69

事後 53 129 58 264 75

0
50

100
150
200
250
300

８８ ああななたたははつつららいい気気持持ちちににななっったたととききどどううししまますすかか？？

©2020　CAP・にいがた
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■  ドコモ市民活動団体助成事業とは  ■ ■ ■

　NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）は、2003 年度より『ドコモ
市民活動団体助成事業』を開始し、将来の担い手である子どもたちの健やかな育ちを応援す
る活動に取り組む全国の市民活動団体に対して、助成金による活動支援を実施している。
2019 年度も、子どもを取り巻く様々な社会課題に取り組む市民活動団体に対して活動の充実・
発展と、新たな社会課題にチャレンジするための活動支援を目的に助成事業を行った。
　CAP・にいがたは、2018 年度は「思春期の子どもの自殺を防ぐ～CAPによる生きる支援」
事業、そして 2019 年度においては、子どもの健全な育成を支援する活動として「いじめ防
止CAP白書」作成事業を申請し、以下の活動に取り組んだ。
　①�アンケートの分析・検証委員会の開催
　②「いじめ防止CAP白書」作成
　③「いじめ防止CAP白書」報告会といじめ防止のためのシンポジウムの開催

■アンケート分析・検証委員の紹介

相庭　和彦 さん　新潟大学教職員大学院教授
研究関心としては日本人の人権意識の形成過程を社会教育史的にとらえていくこ
とです。個々人の教育関係を見ていくというより、社会環境の教育力に注目して
研究を進めてきました。いじめ問題についても、「いじめる側」と「いじめられ
る側」を閉じた関係として理解するのではなく、子ども社会の問題として把握す
ることに重点を置いて考えています。

渡邉　良弘 さん　精神科専門医・日本自殺予防学会会員
1966 年新潟県上越市に生まれる。1991 年新潟大学医学部医学科卒業後、東京大
学医学部附属病院神経科等を経て、新潟医療福祉大学准教授（2007 年 4 月 -�2019
年 3 月）。2019 年 4 月より新潟県労働衛生医学協会医師。
いじめ問題については『いじめの政治学（中井久夫）』を読んだのがはじまりで
した。

石本　貴之 さん　有限責任事業組合まぢラボ／新潟NPO協会
滋賀県立大学大学院環境科学研究科を卒業後、民間調査会社、環境省の情報拠点
「地球環境パートナーシッププラザ」を経て、2014 年に新潟県に移住し、持続可
能な地域づくり（ローカル SDGs）のための調査研究やコンサルティング、事業
コーディネートに取り組む。（一財）生涯学習開発財団認定ワークショップデザ
イナー、「2030�SDGs」公認ファシリテーター、「SDGs�de�地方創生」公認ファシ

リテーター。事業創造大学院大学　新潟地域活性化研究所　客員研究員
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