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2011年 教師力サポートオフィス 大学祭企画講演 2011/11/05 

虐待の見え方 
 奈良教育大学 特任講師 赤井 悟 

 
ご紹介いただきました赤井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、「虐待の見

え方」というテーマでお話をします。11月は「虐待防止月間」です。平成16年の11月に、「虐待

防止法」という法律ができました。正確には「児童虐待の防止等に関する法律」と言うんですが、

それを契機として、11月は「虐待防止月間」となっています。ですから、今、新聞とかテレビで、

虐待をテーマとした報道がされることが多いんですね。 
みなさん、こんなリボンを見たことがありますか？オレンジリボン

です。「オレンジリボン運動」と言って、虐待防止のキャンペーンリ

ボンです。今見てもらっているのは、車につけるリボンなんですけれ

ども、これを私はいつも車の後ろにつけています。他の車がつけてい

るのはあんまり見ないんですけどね。みなさん、どこかで見かけたら、

虐待防止のキャンペーンだなというふうに思ってください。こんなリ

ボンです。 
 私は、初任者の時からずっと大阪府A市の中学校と小学校に勤務しました。A市は、昭和40年代、

みなさんのお母さん、お父さんが生まれた頃に、急速に人口が増えた市で、急速に人口が増える

ということは、なかなか町が整備されないまま大きな市になるということです。A市は、大阪の

市の中では真ん中よりもちょっと大きな市、その市の学校に長いことおりました。中学校で19年、

あとは市の教育委員会にいたり、小学校の教頭、校長を８年間ぐらいしていました。 
学校ではいろんなことが起こるんですけど、今日は、

その中で虐待に関することについて、４つの事例を挙

げます。虐待については、例えば、小さい子どもが母

親に殺されたとか、母親の同居人、内縁の夫に殺され

た、それから、子どもが食事を与えられなくて年齢相

応の体重の半分ぐらいしかなかったとか、そんな話は

よく新聞に載っていますね。あれは、虐待という事件

が一旦結末までいって、その結果が報道がされている

わけです。ですから、不幸にして子どもが死んでしま

った、母親が逮捕された、そうなったらそこで事件となった虐待というのは終わってしまうんで

す。虐待事件が起こると、警察は虐待が始まった時からのことを調べていきます。その結果が、

全体としてこういう虐待があったんですよ、という形で報道される。だから、みなさんのイメー

ジの中には、「虐待というのはあんなんやなぁ。」という典型があるかと思うんですけども、実際

に学校で経験する虐待というのは、先が見えないんです。「なんかおかしい。」というところから

始まって、虐待かどうかも分からない、そんな状態でずっと進んで行くわけなんですね。だから、

皆さんが今まで持っていた虐待の典型的なイメージでは、ちょっと理解しにくいところがあるの

ではないかと思います。本当に複雑な親と子どもの関係があり、その子どもと親に関わる先生は、
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「これは虐待だ。」と鳥観的に見ることができなくて、その中に巻き込まれてしまうんです。そん

な先生の息づかいや、学校が組織としてどういうふうに対応しているのかという舞台裏とか、そ

んな話が今日できたらいいなあと思っています。とくに、これから先生になる方は、私の世代と

ちょうど入れ替わりで、日本の教育を担っていく人なんですが、自分だったらどうするだろう？

とか、自分が事例の中にいたらどういう判断をするだろうか？という視点で聞いていただいたら

ありがたいと思います。 
 
 虐待について、どう定義されているかということを、法律か

ら見ていきます。まず、虐待防止法第２条には、虐待というの

は、保護者がその監護する児童に暴力を加える、そういのが虐

待ですよ、と定義されている。例えば、夫婦間でＤＶと言って、

暴力があったりというのは虐待じゃない。それが４種類あって、

法律の条文は長いですから、肝心なところだけ抜いていますけ

れども、①児童の身体に暴行を加えること、「身体的な虐待」。

それから、②児童にわいせつな行為をする、又はさせる「性的

虐待」。それから、③児童の心身の正常な発達を妨げるような

著しい減食、食事を与えないとか、放置、監護を著しく怠る、

「ネグレクト」。養育放棄ですね。それから、④児童に対する

著しい暴言、拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶

者に対する暴力、例えばお父さんがお母さんに暴力をふるって

いる、それを子どもが見てるという状態など、児童に著しい心

理的外傷を与える言動がある、口で殴っている以上にひどいこ

とを言ってる場合がある、「心理的虐待」があります。 
 

虐待は家庭の中で起こっているので、なかなか外から見えま

せん。けれども、周りの人がそれを感じる瞬間があります。感

じた人は通告しなさいということも法律に書いてあります。 
第５条早期発見には、学校の教職員、児童福祉施設の職員、

児童福祉施設の職員って何か分かりますか？これは保育所の先

生です。学校と言ったら、小学校とか中学校とか、幼稚園も学

校なんですね。保育所は学校じゃなく児童福祉施設です。その

職員、それからお医者さん、保健師さん、それから弁護士さんなど、虐待されている児童に気づ

きやすい立場にある人は、早期発見に努めなければならないとあります。また第6条には、虐待を

受けたと思われる児童を発見した者は、児童相談所に通告しなければならないとあります。どこ

に通告するかと言うと、児童相談所というところです。児童相談所というのは、都道府県の施設

で、名称が都道府県によって違いますので分かりにくいんですが、奈良県の場合は、「こども家庭

相談センター」と言います。これはどこにあるかと言うと、奈良教育大のすぐ近くの奈良女子大

附属中等学校の向かいにあります。大阪の場合は、「こども家庭センター」と言います。児童相談

所という名称をそのまま使っている都道府県もあると思います。そこに電話して、「こんな様子で
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すよ。」と言ってくださいということです。 
これが通告ですが、今度はその通告した人が、保護者

の逆恨みにあう可能性がありますよね。第7条には、通

告した者を特定させるものを漏らしてはならない、とあ

ります。通告したことは秘密になるし、間違っていても

罪には問われません。法律にそういうことも書いてある

んです。 
それから第10条、これは新聞などの報道ではなかなか

な表に出ないことなのですが、児童相談所の所長は、児

童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合、警察

署長に対し援助を求めることができる、とあります。警察署は各市に一つずつぐらい、大きな市

だったら何ヶ所かあります。そこの署長に、児童相談所の所長は援助を求めることができる、こ

れは何を言っているかと言うと、児童相談所が虐待されている児童を保護して連れて出そうとす

る時、親がいたら修羅場になる。親は簡単に子どもを引き渡すはずがない。そこで乱闘になる可

能性があるんです。そんな時に警察署長に援助を求めることができますよという意味なんです。

通告があって、その子が保護されなければならないと言うんだけども、虐待していると言われた

親が簡単に子どもを引き渡すかといったら、絶対そんなことはない。虐待してるとは思ってない

親もたくさんいますからね。現実はこのようなものだということを知っておいてくださいね。そ

れでは、事例を挙げていきます。 
  

一つの事例を１枚のスライドにしました。口頭で説明し

ます。 
まず、事例（１）です。男子児童１年生Dが、私のいた

小学校に入学してきました。Dの入学時のようすを説明し

ます。小学校には、２月の中頃、市町村教育委員会からそ

の小学校の校区に住んでいる学齢児童、６歳、次７歳にな

る児童の名簿が送られてきます。だから、学校では入学し

てくる年齢の子が何人いるか、どこに誰が住んでいるかと

いうことも含めて分かるんです。その連絡は、保護者の方

にも行きます。就学通知という名称のはがきです。「あなたのお子さんは、ここの小学校に入学す

ることになりますよ。」と。学生のみなさんは未婚だと思いますけど、結婚して子どもができたら、

こんなことを経験するんです。自分の子どもが小学校に入学するというのは、とてもおめでたい

ことですよね。その後、小学校では入学予定者の保護者対象に、入学説明会というのを開きます。

その時に、保護者は教育委員会から送られてきた就学通知を小学校へ提出します。「ここの小学校

に私の子どもを入学させますよ。」という意思表示です。 
その年、私の勤務していた小学校では、次の１年生は100人ぐらいだなぁと思っていました。保

護者が出した就学通知と、教育委員会から送られてきた学齢児童のリストを照合します。そした

ら、５通ほど就学通知が足りないんです。名簿にはあるんだけど、保護者が就学通知を持って来

ていない。そういう場合があるんですね。ただし、それに理由があったらいいんです。例えば、
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「もう４月になったら転居しますよ。違う市へ行きますから、ここの学校に行きません。違う市

の学校に行きます。」とか、「奈良教育大附属小学校のような国立の小学校、または私立の小学校

に行きますよ。」、そういう場合は、近くの小学校に入学しないですよね。だから就学通知は出さ

ない、入学する小学校へ出します。 
そういう場合を除いてもまだ残る時があります。「あれ？この子、いるんだろうか？」というこ

とになる。その時に、市教育委員会の職員と学校の教頭先生などが、住所がわかっているその家

庭に行きます。その家庭に行ってみると、保護者が忘れている場合もある、「そんなことせなあか

んということを知らんかった。」という場合もあるんですけども、その住所に人が住んでない場合

もあります。住んでいるようだけれども、連絡がとれない場合もあります。実はこのD君は、そ

ういう連絡がとれない場合の一人だったんです。「このD君って、名簿にあるけど、どうしている

んだろう？」というふうに思っていたら、３月の終わりに父親がDを連れて学校へ来ました。本

当は２月の中頃ぐらいから入学の準備をしていかなければいけないんだけれども、父親はそこま

で考えてなかったんですね。そういうふうにして始まったのが、このD君の事例です。 
Dの家族構成を書きますね。お父さんとその子の父子家庭だったんです。父がいて、それから

母という人がいたんでしょうけども、内縁関係で籍が入っていませんでした。この間に子どもが

できて、これがD君です。内縁関係のお母さんとはもう別れてしまっていて、子どもはお父さん

が引き取ったという形です。後から分かったんですけど、このお父さんは前にも１回結婚してい

て、前の奥さんとの間に一人の子どもがいるんだけども、この人とも離婚しているので、もうこ

れは関係のない状態です。こんなケースは別に悪いことではありません。父子家庭でも一生懸命

やっているところもありますので。ただ、お父さんというのは、一般的にお母さんほどいろいろ

細かいところまでできない人が多いので、担任の先生としては「ちょっと気をつけなあかんな。」

という状態だったんです。 
お父さんは、普段は働いておられましたので、主に担任と電話連絡を取っていました。だけど

も最初から、学用品が揃わない、忘れ物が多い、そんなことも重なって、次第にこのDが学校へ

来ない日が増えてきました。担任の先生が家庭訪問をすると、家に一人でいました。どうもお父

さんは帰ってくるのが遅くて、外食しているらしいんです。そのため、寝るのが遅い、朝起きら

れない、そういうことが続いていたようです。地域には、民生委員さんと言って、地域の生活を

みている、ちょっと年輩のお爺さん、お婆さんがおられるんですけれども、その民生委員さんと

学校の先生が、交代で朝起こしに行くということを繰り返していました。ただ、これは６年間は

続かない、小学校は６年ありますが、１年生に入って来たところでこれですから、「こんなこと６

年続かへんわ。」とみな思っていたわけなんです。 
そうすると、冬、今頃（11月）よりもうちょっと後でしたかね。４月に入学して、毎日起こし

に行ったりして騙し騙し登校が続いていたんですけど、どうもお父さんが家に帰ってない日があ

るということが分かってきました。Dは父と二人で住んでいるのです。お父さんが帰ってないと

いうことは、家にD一人だけなんですね。また、その家にはコタツなどの暖房の設備がありませ

んでした。マンションに住んでいたけれども、ストーブがないんです。エアコンもないんです。

冬の寒い中にほっとかれて、このDは一人で布団に入って寝てる、そんな状態だったのです。 
そういうことが分かって、学校からすぐに児童相談所に通告しました。冬にそういう形で、ほ

ったらかされてる、いわゆるネグレクトです。典型的なネグレクトということで、すぐにDは施



5 

設に保護されました。お父さんは、自分の子どもが連れ去られたので、児童相談所に苦情を言い

にいきました。学校にも、お父さんから「どこ行ったんだ？」というふうに問い合わせがありま

した。だけども、それ以降、お父さんから児童相談所にも学校にも全然連絡がない、もうこれで

お父さんはDを捨てたみたいな形になってしまい、この事例はこれで終わってしまいました。こ

のような子どもを保護する施設は、大阪には何ヶ所かあるんですけども、Dはその一つに保護さ

れ、そこから近くの小学校に通うことになりました。私がいた学校からは転校したという形にな

ります。お父さんとは別れてしまったけども、Dは安全に生活しています。 
これが虐待、ネグレクトの事例なんですけど、解決したって言えるかな、これ？子どもの気持

ちを考えると、難しいところです。 
 
 事例（２）にいきます。あるとき、男の子ばかり３人が

転入してきました。複雑な血縁です。お父さんがいます。

お母さんもいるんですけど、この間は内縁関係です。３人

の子どものうちのA君というのが、このお父さんとお母さ

んの間にできた子どもです。３人転入してきたというのは、

実は、このお父さんと、もう一人違うお母さんの間にでき

た子どもというのがいて、これがB君、お父さんの連れ子

です。このお母さんは一回離婚しているんですが、前のお

父さんとの間にできた子どもがC君、お母さんの連れ子です。この３人が転入してきたんです。

複雑な血縁というのは、このような状況です。ちょっと口では説明しにくいのですが、兄弟と言

ったら兄弟です。今回の虐待の事例とは関係ないんですけど、実はこのお父さんは、以前正式に

結婚していたことがあって、その時の奥さんとの間に６人ほどの子どもがいて、学校の校区内に

住んでいるんです。 
学校ではどんなことが起きたかと言うと、６人の子どもの一番下が女の子なんですけど、この

子は私の学校に在学中でした。また６人に内の２番目が女の子で、その人に子どもが２人いまし

た。この子らも私の学校にいました。だから、この一族が多くなってしまって、これはクラス分

けする時にたいへんなんです。前の奥さんは、学校の近くに住んでいますが、このお父さんの顔

なんて絶対見たくないと思っている。だから、転入してきたA、B、Cと、前の奥さんとの間にで

きた女の子、それから孫にあたる二人とは離さなければならない、という状態になりました。学

校では、こういうことから始まりました。「ややこしいなあ、これ。」という話ですね。 
Aが５年、Cが２年で入ってきて、途端にA、Cが落ち着かない。Ａは、教室を飛び出す、友達

に暴力を振るう、喧嘩になる、ところが本人は謝らないから解決しない。何か事が起こって、「ご

めんなさい。」と言ったらすぐ収まることでも、言わなかったらいつまでも解決しない。悪い関係

が、そのままずっと続くわけですね。一方、Bは、大人しくて勉強をよくするんです。そういう

３人でした。 
お父さんは、格闘技の経験がありました。どうしてわざわざこういうことを言うかというと、

暴れたら素人の力で制圧できないということがあるからです。向かっていったらかなわないとい

うことです。その後、債権の取り立ての仕事をしていたのですが、なかなか一筋縄ではいかない

お父さんです。その時は、トラックの運転手をしていました。 
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担任の先生、とくにAの担任は若い男の先生でした。この先生は家庭訪問を繰り返して、Aの生

活を安定させるためのいろいろな策を練っていたんです。家庭訪問をしていると、お父さんとも

次第に仲良くなってきました。給食費とか諸費は滞納です。どうも別のところに借金があるよう

でした。学校も滞納金の回収をしようとしますが、借金の取り立てみたいに強引にということは

現実としてはできません。ところが、一般の借金回収は厳しいですので、手元のお金はそういう

ところへ全部流れていくわけです。 
ある日、担任の先生がAに殴られた傷を見つけました。Aに聞くと、「お父さんに殴られた。」と

いうことでした。以前にもそのようなことがありましたので、写真を撮って児童相談所に通告す

ると、しばらくしてAは児童相談所に保護されました。この後いろいろなことがありましたが、

今日は省略します。結果的にAは、半年ほど保護施設に入っていて帰ってきました。ところが、

半年ほどたって再びAとCに殴られた傷があるということが分かりました。これも通告しました。

そうすると、今度はAとCが保護されるということになりました。ところが、このへんが学校の難

しいところです。さっき言っていた、このAの担任の先生は、ここの家庭へよく行っているんで

す。児童相談所が児童を保護するというときは、「今日○時に学校に行き、AとCを保護します。

保護者には児童相談所から○時に連絡します。」と連絡があり、学校に来ている子どもをそのまま

保護するわけです。ところが、Aの担任の先生は、その前の日に家庭訪問をして、Aと一緒にその

家のお風呂に入っている、お父さんともいろいろ話していたんです。そんな状況の次の日に、こ

のAとCを保護するということになってしまいました。 
学校から子どもを保護しますと、親は学校に怒鳴りこんできます。そんな時、学校としては何

をしておかないといけないかといいますと、まず警察に連絡しておかないといけない。学校近く

で、パトカーや警察官に待機してもらう必要があるんです。何が起こるか分からないですから。

やはりその時もお父さんが来ました。「学校は人さらいか？」と怒鳴り込んできました。校長室へ

入ってもらって、話そうとしますが、話はできません。子どもをとられたから、向こうは逆上し

ています。校長室の電話を投げました。「お父さん、もうそれ以上したら警察やで。」と言いまし

たら、ちょっと収まってきました。夕方６時、７時ぐらいのことで、こんなことが起こるかもし

れないということが予想されましたので、たくさんの先生に残ってもらっていました。お父さん

は、昨日の晩、子どもと一緒に風呂入り、話をした担任の先生には、「担任出て来い。お前裏切っ

たんか？」と怒鳴りました。職員室と校長室は繋がっているんですけども、お父さんが廊下へ出

た瞬間、職員室と校長室のドアを中から施錠して、お父さんを締め出してしまいました。そした

らお父さんはぐちゃぐちゃ言いながら、ドアを蹴りながら、学校を出ていきました。お父さんは

その足で、学校から１㎞ぐらいの距離のところにある子どもが保護された児童相談所へ行きまし

た。そこでは、児童相談所の職員に殴りかかり暴れました。それからスパナも持っていたんです。

そのため公務執行妨害で逮捕されました。こういう修羅場になります。 
学校でも、通告した人が誰かと言うのは、秘密にします。だけど、学校から連れて行かれた、

学校から子どもが保護されたという時は、学校は知らん顔はできません。保護者から「どこへ連

れていかれたのか？」と聞かれて「さぁ？」とは言えない。そういう意味で、学校というのは虐

待の保護に正面から関わるという位置にあります。 
このお父さんは逮捕されて、３ヶ月ぐらい刑務所に入っていました。現行犯逮捕です。その間、

又ややこしいことが起こってきました。Bと母が家に残されたのですが、Bと母は血縁関係がない
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他人同士です。この二人は、お母さん役と子ども役だけども、実の親子ではない。家の中で何は、

起こっているのか分からない。こういう状況になりました。だんだんBが荒れてきます。今まで

ちゃんと学校へ来ていた、一生懸命勉強していたBでしたが荒れてきました。そのうちにお父さ

んが出所して来ました。家庭は一応落ち着いたような形にはなったんですけど、Bはなかなかう

まくいきませんでした。お父さんは、留置場にいる間にトラックの運転手の職を失っていますの

で、生活保護を受けることになりました。家庭はそんな状態になりました。 
そんな中、私はどこに糸口を見つけて、この家庭に突っ込んでBを指導したらいいかなという

ふうに考えていたんです。Bが落ち着かない原因は、家庭にあります。その一つが民生委員さん

の協力を得ることでした。先程も言いましたが、民生委員さんというのは、担当地区の一般家庭

の生活について、いろいろ世話をしているんですけども、生活保護を受ける家庭がありますと、

「この家庭は○○の状況で生活保護は必要です。」ということを、市に副申するような立場にあり

ます。その民生委員さんに協力をいただきました。その委員さんには、生活保護費が出る前に必

ずこのお父さんに面接していただきました。その民生委員さんは、なかなか肝っ玉のすわった人

で、「若い時は国体の水泳選手で、大阪代表で国体に出たことがあるんですよ。」と仰っていまし

た。そういう人でしたから、だんだんこのお父さんの心を掴み、お父さんの考え方や生活態度を

指導されるようになってきました。このようなことは、とても学校にはできません。お父さんも、

この民生委員さんの言うことには耳を傾けるようになってきました。 
一方、その家庭の経済状況は全然好転しません。お父さんには、別に借金があるんです。生活

保護費というのは普通の生活ができる程度の金額ですが、そのお金は借金の返済に優先的に回っ

てしまっているようで、結局生活できない、そういうことが続いたんです。お母さんも働くよう

になりましたが、なかなか間に合わない、そんなことが続いて、今度は今住んでいる家の家賃を

滞納するようになってきました。結局、大家さんから追い出されて、この家族は転居することに

なりました。Bは、同じ市の別の小学校に転校しましたけども、それでこの事例は終わりました。

これも解決したなんて言えない、私たちの目の前にBと一家がいなくなったというだけの話です

ね。これは、身体的虐待の典型的な例でしたけれども、背景と内容はたいへん複雑です。 
 今、ほんの10分ほどで話しましたが、この事例はここまで何年もかかっているんです。何年も

かかって、こういうことが起こっていくんですね。とても、事前に予測なんてできません。「今で

もときどき、この子らどうしているのかな。」と思うんですね。A、Cの二人はずっと施設に入っ

たままだと思います。 
 

事例（３）は、女の子の例です。隣の小学校から２

年生の女の子Eが転入してきました。虐待やそれが疑

われることが学校で感じられると、学校の中で関係の

先生が集まり、学校としての指導や対応の方向を考え

る会議をします。これをケース会議と言います。その

時に、兄弟関係とか、親との関係とか、いろいろ話を

します。Eにはお父さんがいました。それからお母さ

んがいました。姉弟は二人で、女の子Eと、その下に
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幼稚園に行っている弟がいました。○○と○○の間にいくつかの島がありますね。島の名前は忘

れたんですけど、お父さんはそこの出身です。お母さんは○○県の出身です。 
この子は２年生で転入してきました。転校の理由は、１年生の時に隣の小学校に行っていたん

ですが、ちょっと粗暴な男の子がいまして、その子とトラブルになって、転出せざるを得なくな

った、そういうことをお母さんが言ったんですね。ところが、隣の小学校に聞いてみますと、「ち

ょっとあのお母さん、気つけなあかんで。」という話だったんです。Eは、大人しいけれどもよく

勉強する女の子でした。 
最初は何もなかったんです。「うちの学校へ来て良かったな。」と思っていたんですけど、次第

にお母さんからいろいろな要求が来るようになりました。というのは、前の学校でトラブルにな

っていた男の子とよく似た子がクラスにいるというんです。全然違う子なんですけどね。音楽会

の時、体育館で合唱をする形に並びますが、その時に隣だった。10人ほどの給食当番で、給食を

取りに行って学級で配膳するんですが、その時に同じ班になった。そういうことに対して、「娘は

『しんどい』と言っている、娘はその男の子がトラウマになっている、休ませます。」というよう

なことがチラホラ出て来たんです。その男の子は何もしていません。同じクラスの中にいたら、

離すなんてことはできません。担任の先生は、いろいろ困りますね。 
当時、私は教頭でしたので、お母さんとも直接話をしました。お母さんと話していると、ちょ

っと言い方は悪いですが、こちらの方がおかしくなりそうな話なんですよ。「なんでそんなこと気

にするのかな？」ということをお母さんがいつも言うんです。あえてこちらから反論はしません

でしたが、「なんでこういうところで拘るのかな？」「子どもが『しんどい』と言っているらしい

が、本当に『しんどい』と言ってるのかな？」それも疑われるわけです。子どもは学校へ来たら

元気です。勉強もするし、友だちとも仲良く遊びます。ところが、常にお母さん経由で、「『しん

どい』と言っています。」と連絡があるわけですね。 
電話では、一回２時間以上の話になることもあります。こっちも大変ですよ、担任の先生はも

たないですよ。だけども、お母さんはこちらが、「わかりました。お母さんのいうことを何んでも

しましょう。」と言うまで納得しません。しかし、学校は何んでもできるわけではありません。「お

母さんの言うことは何んでもします。けれども、学校にはできないことがありますよ。」と言った

ら、ちょっと落ち着いて話が終わるという状況でした。同じようなこと、内容は少し違うんだけ

ど、何回も繰り返しそういうことがありました。 
私は、お母さんの言葉や行動にちょっと異常を感じましたので、児童相談所に相談しました。

通告としてではなく、相談という形にしました。これは、先程の事例と違って、子どもに命が危

ないなどという緊急を要することではないんですね。このままだとEの命に何かがある、そうい

うことではなかったので、経過観察になりました。このまま少し様子を見ましょうというわけで

すね。お母さんは、「この子がしんどいんだ。」と思いこんでいるんですね。外からは、本当にこ

の子が「しんどい」と言っているか分からないんです。お母さんは、Eを心療内科、いわゆる精

神科病院へ連れて行ったんです。心療内科のお医者さん、女医さんでしたが、このお母さんと子

どもを見て、そのようすがはっきり分からなかったようです。しかし、さすがにお医者さんです。

このお医者さんは、子どもを診ている振りをして、お母さんを観察していたようです。 
私はその心療内科の女医さんに会い、話を聞きました。民生委員さんにも、「こういう家庭があ

るんですよ。」と連絡をしました。心療内科のお医者さんは、このお母さんには次のような疑いが
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あると言ってくれました。「代理ミュンヒハウゼン症候群」です。この病気は、ちょっと前に新聞

に出ていたこともあるんですけど、自分の子どもを病気にして、自分が献身的に介護をしている

という、いい母親を演じたい、そういう精神的な傾向なんです。新聞に出たのは、看護師さんだ

った方だと思いますが、汚い液体を自分の子どもに点滴で入れて、そんな液を血液の中に入れる

と調子が悪くなりますが、その子どもを自分は献身的に介護してる、そういう母親を演じるとい

うものでした。意識的に演じているのかというと、そういう精神的な傾向ということで、それが

悪いとか良いとか、そんなことを意識しないで演じている可能性があります。そういう疑いがあ

るお母さんだ、とその心療内科のお医者さんが言ってくれたんですね。ですから、このEをちょ

っと具合が悪いということにして、自分は一生懸命Eに関わっていると。そういう母親を演じた

い精神的な傾向がある、そういう疑いがあるということです。疑いがあるですから、診断という

わけではないんですけどね。 
家庭内でもこのような傾向が出ていたんでしょう。そうこうしているうちに、父親がこの状況

に耐えきれなくなって、二人の子どもを連れて実家に帰ろうとしたんです。そしたらお母さんが、

父親の携帯にメールをして「死ぬ。」と。お父さんの携帯に、「私は死にます。」とお母さんからメ

ールがはいったんです。お父さんはびっくりしますよね。お父さんはすぐに市の警察に電話しま

した。「うちの妻が死ぬと言っている。」と。警察はどうするかというと、家に行き緊急に人命保

護を行います。保護される時に、このお母さんの母親が実家から出てきていたんです。この二人

が警察に保護されました。警察は保護する時に、バスみたいな大きな自動車がありますね、あれ

を家の前に横付けして、強制的に二人を自動車に連れ込んだんです。この実家の母親は、その時

のショックで喋れなくなってしまいました。二人は、警察で話をしていると落ち着いてきた、す

ぐに死ぬような、そんな状態ではない、そこで家庭へ帰されました。このようなことになり、も

うこの家庭自体が維持できなくなったんです。Eは、お母さんの母親に引き取られ○○県の小学

校に転校しました。 
転校してしまったので、私の学校ではEがどうなっているか分からなくなりました。家はある

けれども、お母さん住んでいるのか、出ていったお父さんどうなったか分からない。そのうちに

Eが○○県の学校から帰ってきました。後で様子を聞いてみると、このお母さんが父親を実家へ

連れ戻しに行ったということでした。だいたい１年ぐらいの時間が経っています。 
この家庭については、弟が次の年に入学してきたので、１年、３年の姉弟が在学することにな

りました。そうこうするうちに突然、○○市に転校してしまいました。それからどうなっている

かは分かりません。非常に不安定な家庭だったですね。お父さん、お母さんがいる、子どもが二

人いて、普通の家庭ですけれども、非常に不安定さがある家庭でした。これは虐待とは言えませ

ん。最初に言った４つの分類に入らないでしょう。だけども、子どもには殴られているのと同じ

ような、心理的に非常に危険な状態にあるということです。 
 

４番目の事例です。この事例も転入してきたのは３人兄弟、ここも兄弟が多いです。男子児童F、
G、H、６年、４年、３年が転入してきました。ここは、こんな家族です。お父さんがいます。そ

れからお母さんがいます。一番上は姉で、その他にたくさん兄弟がいるんです。姉に続いて高校

生の年の兄がいて、続いて転入してきたF、G、H、その下に二人弟がいます。 
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この内情を言いますと、姉は知的障がいがあります。施

設に入っていて、20歳ぐらいです。次の兄は、中学校２年

生ぐらいから引きこもりです。いわゆる不登校で、高校は、

定時制高校へ一週間ほど行ったということですけれども、

今は引きこもり状態です。だから姉は家にいない、兄は家

にいます。転入する前は、３人とも、大阪にある私立の施

設に入っていました。そこでひどいいじめにあったようで、

どうしても施設を出たいという形で本校に来ました。その

下の弟二人は、３歳、２歳くらいで小さかったです。この子たちは施設に入ったままです。だか

ら、同居しているのは、お父さん、お母さん、兄と転入してきた三人いう家族だったんです。 
 この家庭は、両親共、自己破産しています。お父さんは配管職人で、一定の収入がありますが、

お母さんが生活を計画できず、普通の生活ができない状態です。両親共、近くに身寄りがありま

せん。お母さんの姉さんが東北におられたようですが、連絡は取れていません。お父さんは中学

生の時に家出をして、そのまま職に就いておられるので、どこ出身かも分かりませんでした。 
生活が計画できないというのは、どういう状況だった

かと言いますと、お父さんは毎月給料をもらってきます。

それをお母さんに生活費として渡します。お母さんはそ

れでいろいろ物を買います。お母さんとしては、次の給

料まで生活費をやりくりしてもたせなければならない

のですが、途中で無くなってしまう。無くなってしまっ

たら、そのままです。そうなるとこの家では何を食べて

いるかと言うと、ご飯だけです。ご飯だけはあったんで

す。そんな状態になってしまうんです。それから、お母さんは、携帯電話を持っていて、出会い

系サイトで頻繁に男の人と会っている、そういうこともありました。父は見て見ぬ振りをしてい

るんです。お母さんが非常に不安定というか、母親の役はしてなかったんです。お父さんもそれ

に対しては何故か無関心。そういう、ちょっと普通では考えられないようなご夫婦でした。何が

普通かも難しいですけど。 
この三人も学校へ来にくいような状態でしたので、「こういう家庭ですよ。」ということを、児

童相談所に相談しました。民生委員さんにも連絡しました。民生委員さんは、私が勤めていた学

校の校区に15人おられました。さっきから民生委員さんが出て来てますけど、みんな違う民生委

員さんです。その人に連絡して、「ちょっとよく見ておいてくださいよ。」とお願いしました。 
Fは、アスペルガー傾向のある男の子でした。だから、コミュニケーション能力が乏しい。勉強

はできないことはなく、普通に学習はついていけるんですけれど、友達を作るのが不得意、そう

いう子どもです。Gは、普通の家庭にいたら非常に優秀な子で、このお母さんのだらしなさや、「な

んで兄が働かないんだ？」ということで家で攻撃する。だから、この子だけが家で浮いてしまう

状態になっていました。一番下の弟Hは、軽い知的障がいがある、そういう子どもでした。そん

な三兄弟でした。 
家の中では、ひきこもりの兄が母親を支配していました。お父さんが普段いない間、兄が母親

を支配しているような状況です。力関係で言うと、この引きこもりの兄が一番上です。兄と対立
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しているGは、家の中で一番いじめられる対象になっていました。父親は、子どもを施設から引

き取ることで何回か児童相談所に呼ばれていたようです。この事例も「どうなるんだろう、この

家庭？」ということですよね。児童相談所も、すぐに保護しなければならないような、また虐待

というような状況ではないけれども、この兄弟というのは、普通の生活が出来ない状況にあるこ

とを把握していました。 
そうこうしているうちに、家を新築して転出するという話が出て来たんですが、お母さん、お

父さんが自己破産してるのに、家、新築出来るんですかね？みなさんは学生だからピンとこない

かもしれないけれど、家を新築しようと思ったら、自己資金があるか、又は、ローンを組まなけ

ればなりません。自己破産していたら、ローンは組めません。「家を新築して出て行く、どういう

ことですか？」というふうにお母さんに聞いていたら、こんな抜け穴があるんです。お父さんを

お母さんの姓に養子縁組する。そしたら、お父さんの姓が変わりますよね。それで自己破産のリ

ストから外れるらしいんです。そうすると、お父さんは仕事をしていますから、ローンを組める

んです。実は、それまでに一戸建ての賃貸の家に住んでおられたんですけど、そこの家賃の何十

万円かが滞納だったんです。「どうするんですか？」と私、お母さんに聞いたんです。しかし、お

母さんは新築の家に行けるから、もうルンルンです。もう気持ちはそっちにいってるんですね。

その家賃はどうなるかというと、家賃と新しい家の建築費を入れて、ローンを組んでもらったと

いうことです。「そのローン組むって、誰かを騙してることになるのと違いますか？」、「業者に騙

されていますよ、それは。」とお母さんにも言ったんですが、お母さんはもうルンルンです。新し

い家に行ける、きれいな家に行けるというので。そんなことで隣の市へ転校していきました。そ

れで終わりました。子どもたち、どうなったんでしょう。ローンは、きっと返し続けることはで

きないと思います。いつか、どこかで破綻する、そうなると思います。 
 

 ４つ事例を挙げて、こんなこと本当にあるのかな？と思ったと思います。こういう事例が実際

にあるんです。虐待事例というのは、本当に確かにあるんですけど、その時、世間は虐待をする

保護者というのを暗に想定しているわけです。保護者が悪いということを想定しているわけです

ね。 
ところが、実際、その親の生き様なんかを見ていると、単純に良い悪いでは割り切れない部分

があります。さきほど、事例（２）で、子どもを殴るお父さんの話をしましたけど、あのお父さ

んは、子どもにすごく愛情があります。ただ育て方を知らない。殴る、蹴るという、育て方しか

できないんです。自分がそういうふうに育てられたからかもしれません。あのお父さんは、保護

されている子どもに「会いたい。」「会いに行きたい。」

と言ってるんですけども、児童相談所が許可しません。

だから会えません。事例（１）のお父さんは愛情はあり

ません。子どもが保護されて、「ああ、よかった。」と、

ひょっとしたら思っているかもしれません。事例（３）

のお母さんはちょっと病的なところがありました。事例

（４）のお父さん、お母さんは、ちょっと通常の常識で

は考えられないような判断をされるということですね。 
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スライドを出しました。虐待された子どもを「被虐待児」と言いますが、虐待ではないけれど

も、正常な発達が阻害される子どもを「ハイリスク児」といいます。学校の中では、両者が混在

しています。「被虐待児」「ハイリスク児」ともに、家庭への援助が必要というような子どもです。

このような事例の進行中は、この先どうなるのかが見通せません。担任の先生や生活指導担当の

先生は、その都度、最善の判断をしていかなければならないということになります。結果的にそ

の判断が間違っていても、それは誰も責められないと思います。 
 虐待を疑わせるサインを、私の経験から考えてみました。①子どもが親と不自然に密着してい

る、親の前に出た時に猫のようにゴロニャーンとしている、なんかお父さん、お母さんに気をつ

かっている、子どもと親を見ているとそういうふうに思う瞬間があります。その場合はちょっと

疑ってください。それから、②子どもの言動が粗暴である、また反応が非常に乏しい、そういう

ときも虐待を疑ってください。それから、親の態度という点からみると、①親が子どもの養育に

無関心、②精神的な問題を抱えている、③経済的に不安定又は働く意志がない、そのような場合

がありますが、このときにも子どもへの虐待を疑ってください。家の状態という点からみると、

家庭訪問をした時、①家が不衛生で著しく乱れている、又は家に入れてくれない、②不自然な転

居がある、そういうような場合も虐待が疑われます。 
小学校の子どもというのは、自分が虐待されていると

いう認識ができません。自分の家と他の家というのを比

較できないんです。自分の家しか見えませんので。です

から、殴られたり蹴られたり暴言を浴びせられたりして

も、自分のお父さん、お母さんは「厳しいな。」という

ふうに思っているくらいでしょうか。中学校ぐらいにな

ると、「なんかおかしい、うちの家、うちのお父さん、

お母さん、おかしい。」と思うかもしれませんが。です

から、幼児から小学生くらいまでの子どもは、先生や近

所の人が気をつけていかなければ、早期発見にはつながりません。 
虐待に対する認識と対応ですけども、虐待ということの範囲を広げてみますと、子どもの心身

の正常な発達を妨げる状況、親にそういう行為がある状況ということになります。ここでは、ハ

イリスク児も含みます。それから、学校の先生には通告義務があります。どこに通告するかと言

えば、児童相談所です。ただ、学校から通告する場合は学校組織として動きますので、校長先生

や教頭先生と相談して、学校が通告するということになります。それから、最後にどこの家庭で

も起こりうるということがあります。 
このような基本的な認識をもった上で、①鋭いアンテ

ナを張ってください、②そしてあなたが気づいたら、躊

躇することなく学校を動かしてくださいということ。そ

れから、③児童相談所や警察、民生委員さんなど、あら

ゆる機関の協力を得て対応してください。最後に④個々

の場面で最適な判断を下すように努力してください。こ

ういうことをみなさん、とくにこれから先生になられる
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方にお伝えしたいと思っています。 
虐待は増えているか、減っているかという議論がありますが、これは分かりません。大阪の児

童相談所の職員は、一人で100件近くの事案を抱えます。ですから、細かな対応は、現実的には無

理があると思います。児童相談所には相談に行きますが、その時には必ず学校としての専門的な

判断を添えていきたいものです。最初から「どうしましょうか？」と児童相談所へ丸投げという

のは、ちょっと危険です。「被虐待児」「ハイリスク児」が、もし自分の学級にいたら、勇気を持

って、その子どもの最善の利益のために動いてください。 
今日は、私の喋りっぱなしの話で申し訳ありませんでした。お話しした事例が、これから教職

に就こうとするみなさんに少しでも役立てば幸いです。ありがとうございました。 


