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イジメを聞くな！

まず、はじめに伝えておく事にするが、

親がいじめられている子供に絶対たずねてはいけない話があるとすれば、

それは、実に、

「今いじめられているかどうかの確認」

そのものが真っ先にあげられるだろう。

親としては、かわいい我が子がいじめられてないかどうか、とにかく知りたい、

と言う気持ちが先走るのも分からぬではないが、

子供の側にしてみれば、

それが一番聞かれたくない質問なのである。

もし、いじめられていなければ、

ちょっと失礼な確認程度でも済まさせれるかもしれないが、

逆に、本当にいじめられていたとすれば、シャレにならない上、

子供も、絶対にその事実を話してくれたりはしないだろう。

そもそも、親に話せるような状況だったら、

すでに自分から相談してくれている。

それが出来ないから、いじめの事を隠していると言うのに、

ムリに聞き出そうとしても、口をつぐんでしまうのが当たり前なのだ。

いじめを隠している被害者にとって、自分のいじめは最大の機密事項である。

そんな秘密を、親に聞かれたからと言って、あっさり白状するはずがないのだ。

なぜ、信頼し合っている家族にすら、そこまで秘密にしたがるか、

疑問に思う人も多いであろう。

しかし、家族を愛し、信じたいからこそ、よけい隠してしまうものなのだ。

父親が仕事の話を家庭に持ち込みたがらないのにも似ているだろう。

いじめられている子供にとって、

学校は地獄であり、我が家はかけがえのない憩いの場所なので、

その幸せな空間にまで、いじめの話を持ち込みたくないものなのである。

だから、家族には、いじめの相談ができないものなのだ。

もちろん、理由はそれだけではない。

複合する形で、他にも、いろいろな事情はくっついているが、

とにかく、子供にとっては、

安らげる家庭生活まで、いじめに浸食されるのが、一番怖い展開なのである。

だから、これ以上、いじめを親に隠せなくなると、

完全に逃げ場を失った被害者はいきなり自殺に走ってしまう。

よって、親の方から我が子を追い詰めるような愚行だけは絶対にしてはいけないのだ。

それでも、我が子がいじめられてないかどうか、どうしても知りたいかもしれないが、



だったら、自分から話してくれるようになる環境を、

まずは親の方でしっかり整えておくべきである。

子供だって、本当は親に救いを求めたいし、秘密を抱えた状況は辛いのだ。

しかし、信じて、愛していたはずの家族にすら、

自分が望んでいたのと違う反応をされる事は、もっと恐ろしい事なのである。



我が子を困らすタブー語録

聞かなきゃ、我が子がいじめられてるかどうかも分からないじゃないか、

と、ヤボな事を言う親御さんもいるかもしれないが、

ホントに、その子の事をよく理解してるんだったら、

直接、話してもらえなくても、

態度や生活の変化から、いじめの気配を探り出す事だって出来る。

いわゆる、「シグナル（信号）」というヤツだ。

ほんとは、このシグナル見つけの技法については、

私はあまり詳しく説明したくない。

被害者の子供は、いじめられている事を親や大人に知られたくない訳だから、

それをムリやり探り出そうとする行為は、

むしろ、その子がすごく嫌がる、極限まで追い詰めてしまいかねない対応だからだ。

よって、父兄の皆さんには、きつく注意したいのだが、

もし、子供のシグナルが分かってしまったとしても、

いきなり、その子にいじめの事実を突き付けるような愚行だけはしないでいただきたい。

子供は、秘密がいきなりバレてしまったショックで、

精神的にトラウマになるほどの苦痛を受けてしまう危険もある。

それによって、その子がささやかに守り続けようとしていた家庭での幸せすらも、

残酷にぶち壊してしまう事にもなりかねないのだ。

だからと言って、いじめの実態をつかみながら放置している事の方がマヌケじゃないか、

と反論なされる人もいるかもしれない。

確かに、その通りだ。

あなたが本当にいい親、いい家族であるのならば、

上手に、その子に接する方法を考えるべきであろう。

子供は子供なりに、

いじめがばれた時、家族がどのような反応を示すかのシミュレーションを、

心の中に思い描いている。

その子が、予想上「最悪」に位置づけている対応の仕方だけは絶対にとってはダメだ。

「なぜ、いじめられている事をすぐ教えてくれなかったの？」

と真っ先に尋ねるのが、もっともポピュラーなパターンみたいな気もするが、

まず、これが何よりもワルいアプローチの一つである。

こんな聞き方をされてしまったら、

子供は、いじめをすぐに通報しなかった自分に強い罪悪感を抱いてしまう。

学校でも、いじめっ子たちに悪者扱いされ、

家庭でも、自分が悪い事にされてしまったのでは、その子にはもう逃げ場がない。

すでに、学校のいじめで、そうとう心が参っている状態だと言うのにだ。



威圧的に問い詰めたり、責めるような態度だけは、とにかく慎まなくてはいけないのである。

いっその事、あなたの方が子供に謝るぐらいの低姿勢でもよいだろう。

何を謝るって、

その子がずっと辛くいじめられていたにも関わらず、

その事に今まで気付かなかった自分の呑気さ、愚かさについてをである。

なんで、そんな事を謝らなくちゃいけないんだ、と理不尽に思う人もいるかもしれないが、

子供が、親とか先生に望んでいるのは、

上から目線の偉そうな指導や指図なんかじゃない。

自分と同じ被害者の悲しさを分かってくれる仲間のような優しさなのである。

そのような態度をとれない限りは、

いじめられている子供の方もずっと心は開いてはくれない事だろう。

被害者に信じてもらう為には、心をシンクロさせるのは、とても重要なポイントなのである。

とは言え、被害者に同調しているつもりで、

被害者を哀れむような内容を誇張し過ぎるのも、実はＮＧだ。

「可哀相に」とか「辛かったでしょう」とかは、

第三者的よそよそしさがあり、子供に心の隔たりを感じさせてしまう事もある。

「いじめに耐えて、立派だったね。よく頑張ったね」なんて言い方もよくない。

これからもイジメを我慢する事を勧めてるように思わせてしまうからだ。

「私が絶対に守ってやる」とか

「いじめっ子たちめ、憎たらしい、許さないぞ」

みたいな正義感あふれる発言も、不本意に、子供を困惑させてしまう恐れがある。

子供に、自分も一緒に戦わなくちゃいけないような不安を与えてしまうからである。

そもそも、いじめを隠して、これまで我慢していた時点で、

その子の本心としては、積極的な行動は取りたくないのであり、

親が、やる気満々でいじめ退治に乗り出そうとするのは、

親の熱い愛情表現どころか、子供にとっては、ありがた迷惑にもなりかねないのだ。

「私は、あなたが好きだから、いじめられてほしくない」

と慈愛の感情を露骨にひけらすのも、できれば控えた方がいいかもしれない。

親のそれほどの愛に、子供はどうしても応えないといけないとプレッシャーを受け、

それにも関わらず、自分がいじめられる事を解決できない事で、

激しいジレンマに陥ってしまうかもしれないからだ。

こうして、親が口に出来そうな言葉は、ほとんど否定してしまった事になる。

それでは、親としては、何を語りかければいいのかと問われそうだが、

最良の態度は、実は、全てを子供の意志にゆだねると言うものなのだ。

とにかく、子供が何を言っても、怒ったり、頭から否定してはいけない。

自分（親）の意見を押し付けるのではなく、

あくまで、その子の気持ちの協力者となって、いっしょに考えてあげよう。



それこそが、我が子のいじめ問題に向き合うに当たっての最初の出発点となるのである。

もう一つ、大切なポイントがあって、

子供本人に重要な判断をくださせる場合、

その事に対しての責任まで、その子に背負わせるのは厳禁である。

自分の選んだ判断が失敗した時の事を恐れて、子供はホンネを言えなくなってしまう。

子供の話をよく聞いてやる事によって、その子が一番望んでいる解決策を汲み取り、

大人（親や教師）の方から、その案を勧めてあげれるぐらいの、

心の交流は作っておきたいものである。



子供のシグナル

子供が見せるシグナルとは、一つの教育テーマでもあり、

わざわざ、私の方から説明しなくても、

すでに既製の多数の教育書が事例紹介を行なっている。

しかし、それらの本の執筆者は、ほとんどが教育する側や研究者であり、

データをもとに分析しているだけなので、

確実性に欠けたシグナル解説とかも多い。

たとえば、いじめられだした子供は急に元気がなくなると言う。

実にもっともなシグナルを指摘しているような感じもするが、

落ち着いて考えてみたら、子供が暗く沈んでしまう原因は、

別に、いじめのせいばかりとも限らない。

失恋したのかもしれないし、授業についていけなくなったとか、

生徒間ではなく先生にイヤな事をされた可能性だってあるし、

もしかすると、親が気付いてないだけで、家庭内の事情が理由である場合もありうるのだ。

子供が親との接触を避け出して、学校の話を全くしなくなる事を、

いじめのシグナルとして紹介している本もある。

確かに、いじめられたら、そのような態度もとるであろう。

だが、年頃の子供なら、たいがいは、

親をうざったく感じはじめて、あまり口を聞きたがらなくなる反抗期の時期があるというのも、

広く認められている事実なのだ。

子供が親と距離をとろうとする理由が、

反抗期の為なのか、いじめのせいなのかは、たいへん見分けにくい。

子供のシグナルを読み違えて、

いじめられてもいない我が子をいじめられっ子扱いして接してしまったりするのは、

むしろ、一番避けたい愚行であり、

その事が原因で、子供のプライドを傷つけ、本当の心のすれ違いも生みかねないのである。

 
私の正直な気持ちとしては、あまり、

いじめられている子供が見せる特有のシグナルについては紹介したくない。

いじめられている事を親や教師に隠すと言うのは、

その子自身が、その事実を知られたくないという気持ちを持っているからであり、

それをムリやりあばこうとしたりするのは、

その子がもっとも嫌がる、追い詰めるような行為だからである。

よって、これから私が提示する「いじめられっ子のシグナル」に関しては、

参考にする人も、慎重に利用していただきたい。

我が子がいじめられていないかどうか、早急に探りたい人もいるかもしれないが、



ただ、いじめられている事実が親にばれるだけでは、

その子自身にとっては、何も嬉しくないどころか、逆に困ってしまう状態なのである。

我が子のいじめの実態を知る時は、

同時に、その子を必ず、いじめの苦痛から救い出せる瞬間でなくてはならない。

 
いじめられている子供のみに見られるシグナルは、

主に、

「いじめられている事を隠そうとする行為」

が元で、発生する。

学校に行く事に拒絶的な態度（シグナル）を見せるどころか、

逆に、家族の前では、学校で何事も起きてないかのように振る舞ったりするのだ。

その為、一般的な「子供のシグナル」である「元気が無い」「無口になる」などが、

よけい見えなかったりもするのである。

子供が親の目をあざむき、いじめの事実を隠そうとするからであり、

むしろ、今までおとなしかった我が子が急に活発になったりしたら、

それは空元気なのかもしれず、何かあると注意した方がいいかもしれない。

特に、性格的にも趣味的にも合わなそうな、乱暴でがさつな友人ができたようであれば、

それは、実は本当の友人なのではなく、

我が子を食い物にしているいじめっ子である可能性も、

念入りに疑った方がいいかもしれないのである。

そうした友達（いじめっ子）に付き合わされていると、

否が応でも、生活態度の方も乱れてくるだろう。

帰宅時間が遅くなったり、不良的な小道具を持っていたり、と言ったようにだ。

この場合、

悪い友達のせいで我が子まで不良になってしまったと誤解する親も多いかもしれないが、

事実は、善良な我が子だって、いじめっ子などに付き合いたくないのかもしれず、

勘違いした形で、我が子を責めたり、叱ったりなどすると、

ますます、我が子も、いじめの真相を話せなくなって、

大事な我が子を完全に追い詰めてしまう危険性もある事を忘れないでいただきたい。

 
いじめられている子供の「いじめ隠し」というシグナルは、

学校でいじめられた形跡を帰宅後に消し去ろうとするもので、

「隠す為の隠す行為」である為、

これだけはもう子供も隠しようがなく、家族も見逃さずにチェック可能になる。

例えば、我が子が長袖や肌を隠すような服装を好むようになったとしよう。

暑い真夏日でも、そのような恰好を通すようであれば、

もはや奇行にも見えてくるかもしれないが、



実は、若者の流行のファッションなどではなく、

暴力で受けた傷を露出させない目的で厚着している可能性もある訳である。

いじめで受けた被害は、さまざまな形で、被害者の生活に影響を及ぼす。

長風呂になるのは、年頃のオシャレのせいばかりとも限らず、

いじめで汚された体の部位を丹念に洗っている為かもしれない。

いきなり髪を切ってしまうのは、気まぐれな気分転換などではなく、

いじめでダメにされたヘアスタイルを整え直した結果なのかもと疑える。

さらに、いじめ隠しは、このような肉体的な被害の隠蔽ばかりとも限らない。

いじめられ続けると、必然的に、カツアゲなども受け出すので、

金銭面の工面も、被害者の子供は行なわないといけなくなってくる。

手持ちの小遣いだけでは足らなくなってくると、

沢山持っていたマンガ本やゲームソフトなども売り払ってしまったり、

ついには、こっそりと自分の貯金に手をつけるような事までやりだす。

よって、親の方で、

子供が勝手に自分の貯金をおろしてないかどうか、こまめに確認しておく事は、

いじめの悪化を防ぐ、大事なポイントにもなるのである。

なおかつ、それでも、お金が足りないようだと、

親の金を盗んだり、万引きするような事態にまで、子供は追い込まれてしまう。

この場合、我が子が不良になったと嘆き、叱る前に、

まずは、いじめられている可能性も慎重に疑ってやるべきである。

盗みを働くなんて、子供の方もそうとう追い詰められている危険な兆候なのだ。

いじめの悪影響は、本人の体の破損だけではなく、その子の持ち物にも現われ出す。

服を破いたり、勉強道具をよく壊すようであれば、

それは、本人がやんちゃなせいばかりとも言えず、

実際には、いじめでダメにされている可能性もあるのだ。

そうした持ち物の被害を、親に知られる前に自分で繕ってしまう子供もいるので、

本当はあまり好ましい行為ではないのだが、

時には、子供のいない時間に、その子の持ち物を検査しておくのもいいかもしれない。

いっそ、日記を隠し読みすれば真実が全て分かりそうな気もするが、

巧みにいじめ隠しをしている子供が、堂々と日記に証拠を残すなどと言うのは、

まずあり得ない話である。

その日記を、いじめっ子に見られてしまう不安もあるのだから、なおさらだ。

携帯電話の中身でも覗ければ、ネットいじめの痕跡でも見つけ出せるかもしれないが、

携帯電話と言うプライベートを見せてもらうのは、

いじめとは関係なく、かなり難しいであろう。

むしろ、一番見つけやすい、いじめの証拠とは、落書き類なのだ。

特に、子供が隠しきれないのが、教科書などへの落書きである。



ノートや小物などと違って、買い直しとか、落書き部分だけの付け替えができないからだ。

よって、我が子がいじめらているかどうかの確信が欲しければ、

我が子が居ない間に、我が子の教科書類を調べてみたらいいだろう。

だが、そこに本当にトンデモナイ悪口の落書きを見つけてしまった時、

もはや、それは疑いのない、我が子がいじめられている証拠品となってしまうので、

親としては、強烈なショックを受けるであろう事は、十分に覚悟しておいてもらいたい。

 
このように、シグナルを元に、

我が子がいじめられている事実が確実なものとなったとしよう。

しかし、本当の正念場はここからなのである。

我が子へのいじめを解消させる為には、

自分（親）も、いじめの現場に介入していかねばならず、

その前提として、

いじめを隠していた我が子にも、自分（親）がいじめの秘密を知った事をばらさなくてはいけ

ない。

その段階において、

我が子に、いかにショックや不快を与えないかが重要なのである。

ヘタなマネをすれば、我が子を追い詰めてしまう事になるし、

親子の断絶ぐらいでは済まされず、自殺や暴力騒ぎのような悲劇にも発展しかねないのだ。

ゆえに、親は正しく、いじめられている子供の気持ちを理解しておく必要があり、

私は、その手助けのつもりで、この「かげこの玉手箱」を提供しているのである。



いじめは再発する

いじめ問題に取り組むにあたって、外しちゃいけないポイントが、

 
いじめは高い確率で再発する！

 
と言う部分である。

被害者や、いじめの解決にあたる側の人物（教師や親）にしてみれば、

いじめなんて二度とまっぴらゴメンの、嫌〜な問題だから、

無意識的願望から、

一度いじめがおさまれば、そのまま円満解決してしまう、と思い込みたいものだが、

そううまく丸くおさまってくれる場合はほとんど無い。

大体は、以前と同じようなパターンでのいじめが再発してしまうものなのだ。

いじめは加害者側が引き起こす問題であり、

加害者たちは、被害者サイドと違って、

別に、いじめの鎮圧を強く望んでいる訳でもないので、

これは、理屈的に考えれば、当然の話なのである。

しかし、上述したように、

被害者やいじめに取り組む大人（親や教師）にしてみれば、

いじめの再発なぞ、一番不本意な展開なので、

そのような事態に陥ってしまうと、

再度、解決に挑もうと張り切るよりも、

急激に逃げ腰になってしまう。

一度解決しそこねたいじめが、本当に今度こそ解決できるか不安になってくるからだ。

そうした被害者や大人側の消極的な気持ちが、

不幸にも、よけい再発いじめを防ぎづらいものにしてしまう。

親や教師が乗り込んできても、やっぱり、いじめはおさまらないんじゃないか、

と失望した被害者の子供は、

もう、いじめられた事を自分から大人たちには知らせなくなってしまうし、

肝心の大人たち（親や教師）も、

そうであってほしいと言う自分の願望から、

「もう、いじめられてないよね」みたいな態度で接してくる為、

その被害者の子供は、ますます「また、いじめられてる」なんて、

正直に告げられなくなってくる。

こうして、最初のいじめの時以上に、再発いじめは見つけにくいものと化して、

一度は、学校がいじめの解決に取り組んでいたにも関わらず、

その後、再発いじめが原因で自殺してしまうような被害者さえも出てきてしまうのだ。



たいへん辛い認識かもしれないが、

いじめの解決に本気で取り組む時は、

被害者も大人たちも、

まずは、再発いじめは避けられない、という前提を、

互いにしっかりと肝に銘じあっていた方がいいだろう。

それが、いじめが再発したとしても、決して動揺しない為の大事な心構えなのだ。

再発いじめが必ず起こるだなんて、

あまりにも加害者の子供たちの事を信じてなさすぎる、

必要以上に加害者を悪く考え過ぎてはいないか、

と激しく非難なさる方もいるかもしれないが、

現実の話として、加害者とはそこまで信用できないから、やむを得ない話なのである。



親には言えない

最近は、悲惨な児童虐待事件が頻繁に発生しているが、

それらの加害者（親）が特に冷酷だったとも言いきれないような気もする。

きっと、根本的な「子供」観が間違っているのではないのだろうか。

子供とは、

「かけがえのない家族」「配偶者との愛の証し」「可愛い宝物」

など、さまざまな表現で愛する事ができるかもしれないが、

決して、ただの「親の所有物」ではないのである。

我が家やマイカー、最新家電製品など、欲しくて手に入れたモノは、

購入者にとっては、どれも愛おしくて、大切なものばかりではあるが、

やがて、古くなったり、壊れたりすると、

いちいち整備してやるのも面倒になってきて、ついには捨ててしまったりもする。

それは、「所有物」の気の毒な運命とも言えよう。

しかし、子供は「所有物」ではなく「人間」なのだから、

邪魔に感じたとしても、モノと同じように扱ってはいけない訳なのである。

一見、当たり前の話のようであるが、

無意識的に自覚してない親も多いのではなかろうか。

児童虐待とまではいかなくても、

「我が子がいじめられる」「我が子が不良になる」などの予定外の事件が起きた時に、

意外と、この「所有物」意識が大きくマイナスに影響したりもするのだ。

我が子がいじめられっ子になったり、不良になったりするのは、

所有者的発想で考えれば、まさに「機械が壊れた」ような状態であり、

通常なら、何とか元の状態に戻そうと言う結論だけを目指してしまう事になる。

ここでは「いじめられる」ケースだけに絞って説明してゆくが、

親が所有物意識で、子供をいじめから救おうとしたならば、

確かに、いじめられなくなるように、努力はしてくれるだろう。

しかし、自分（親）がいっぱい手を尽くしたにも関わらず、

子供のいじめがおさまらなかった場合、

「この子自身に問題があるから、いじめられるのではないか」とも考え始め、

いじめられている我が子を、よけい追い詰めてしまうようにもなりかねないのである。

つまり、壊れたモノを邪魔扱いするような態度をとってしまう危険性があるのだ。

子供の方も、無自覚的に「自分は親の所有物だ」という気持ちを持っていた場合、

どうにか、親の期待に応えたい（親に愛され続けたい）という意識に縛られてしまい、

にも関わらず、自分へのいじめがおさまらないようだと、

自分の努力不足のせいでいじめられているような罪悪感を持ち始め、

完全に、逃げ場のない板ばさみの気持ちにおちいってしまう。



全ての悪の根源が、いじめをやめようとしない加害者であったとしてもだ。

このような状況で、

親が介入したにも関わらず、再発いじめが起こった場合、

被害者の子供は、ますます、その事を親には知らせれなくなる。

「また、いじめられた」のは、自分に原因があるからだと感じてしまい、

自分がそんな欠陥品だと親にばれてしまうのは死ぬほど怖い事態なので、

そんな話は、「捨てられたくないモノ」としては絶対に所有者（親）には言えないものなのだ。

だから、所有者（親）に気付かれてしまう前に、

自分で自分を捨てる（自殺する）ような事までやってのけてしまうのである。

いじめの被害者の親子と言うのは、けっこう、家族間の仲が良く、

被害者の子供自身も、とても家族には素直で従順な場合が多い。

しかし、こうした彼らの良好な絆は、他方で「所有物意識」でつながってるのかもしれず、

その固い愛情関係は、有事の時には逆に最悪の事態も招きかねないのである。



所有物意識の崩壊

所有物意識の話をもう少し続ける事にしよう。

親にしてみれば、

自分が子供を所有物などと考えてるだなんて、とんでもない話だ、

と思えてくるかもしれないが、

でも、親の方で所有物意識がなくても、

実際には、子供側には、所有物意識が根付いてしまっている場合がある。

そんな風に、子供の方だけで所有物意識が強まっている可能性も見落としてはいけないのだ。

なぜ、子供が

「自分は親の所有物だ」

などと言う、歪んだ意識を抱くようになるのかと言うと、

そもそも、子供たちは自立しておらず、親の保護下、協力のもとでないと生活していけない、

という根本的事情、現実的弱みに基づいている。

親に捨てられたら、今の楽しい生活を続けられなくなるという不安が、

親への依存心から変形して、

自分は親の持ち物の一つであるかのような錯覚を生み出してしまうのである。

そういう意味では、たいがいの子供は所有物意識を持っているものなのかもしれない。

ただし、育て方によって、所有物意識の強弱は変わってくるはずだろう。

親が放任的で、小さな頃から何でも自分でやるようにしつけられている子は、

所有物意識も希薄かもしれない。（代わりに、何も親に相談しなくもなるかもしれないが）

反対に、かまわれ過ぎた子供は所有物意識が高まる傾向があるのではないかと思われる。

「甘やかす」ではなく「可愛がる」事が、所有物意識を強めるのだ。

たとえば、何を着るか、何で遊ぶかを親が選んだり、将来の夢までも親が決めたり。

親としては、その子が可愛くて、その子にふさわしいものを与えているつもりかもしれないが、

結局は、それが、親が子供の自由判断さえをも奪う結果となり、

その子の親への依存度を深め、所有物意識を増長させてしまう事にもなるのである。

子育てのバランスは、とかく難しいものなのだ。

この所有物意識は、単にいじめの問題に限らず、

あらゆる子供の不良化の要因や、

大人になってから、突然、凶悪犯罪に走ってしまう動機にも、

暗に結びついているのではないかと推測する事が出来る。

凶悪事件を起こす成人には「おとなしかった人」だった場合が多いのだが、

このおとなしい性格とは、安定した子供時代の所有物意識で培ったものであり、

親元を離れ、新しい自分の所有者（職場だったり、配偶者だったり）と噛み合わなかった時、

突然、その人の所有物意識が崩壊し、

望んでいた生活ができなくなる事に対して、ヤケクソになって、事件を起こしてしまうのだ。



人間の心とは、それほどにもデリケートに出来ているものなのである。



ほんとの子供の意志の尊重のしかた

自分の子供がいじめられていると発覚した場合、

親がとるべき、一番正しい態度は、

その子自身の気持ちを何よりも先に尊重してあげると言うものだが、

これがまた、けっこう難しい。

いじめ発覚後の対応としては、

「我慢させて、今の学校に通わせ続ける」

「しばらく不登校を認めてやる」

などがあるが、

当然、子供としては、

いじめのある学校には怖くて、行きたくないので、

「不登校」を選択したいはずなのだ。

しかし、そんな本心は押し殺して、

ムリに学校に行き続けようとする子供も、意外と多いのである。

これは、

一度、不登校してしまうと、あとでいろいろ問題がある事を、

子供自身もうっすらと知ってるし、

それ以上に、親が「なんとか、普通に学校に行ってほしい」と願っているのを、

子供の方もそれとなく察知して、

つい、親の気持ちをくみとって、自分の希望を引っ込めてしまうからなのだ。

学校で、嫌いないじめっ子相手でも、

従順、無抵抗な態度を取ってしまういじめられっ子ならではの行動と言える。

親としてみれば、

子供がそうやって、自分たちの希望どおりに動いてくれる事は、

喜ばしい話かもしれないが、

子供にとっては、残酷な試練を与えてしまっていると言えよう。

ここで、「だって、自分から、親の意見に妥協してくれてるんだから、それでいいのでは？」

などと言ってしまったら、あなたもいじめっ子と考え方は同じである。

他人思いで従順な我が子を苦しめる加害者の一部になってしまうのだ。

いじめへの対応を迫られた時、

親は、あくまで、我が子を守る事を優先して考えるべきだろう。

ムリやり学校に行かせれば、まず必ず我が子はいじめられるのだ。

そこまで分かっているんだったら、無策のまま、学校に子供を行かせるべきではない。

不登校させたら、その子がニート化する事を不安に思う人もいるかもしれないが、

いじめを受け続けて、人生がもっとおかしくなってしまう危険性よりは、

まだ、ずっとマシなのである。



親の方では、子供を学校に行かせたくないような態度を見せ、

その上で、登校し続けるか、不登校するかを、子供に選ばせるべきだろう。

それならば、

子供も、少し様子を伺うような気持ちで「登校を続ける」も選択できるようにもなり、

いじめが悪化した時は、我慢せず、不登校したい、と素直に親にも言えるようにもなる。

何の前提もない状態で、子供に行動を選ばせる事は、一番よくないのだ。

それをやると、子供に、その行動の責任まで負わせてしまうからである。

「自分で学校に行くって決めたんじゃないか」

「自分から不登校を始めたんじゃないか」

みたいな言われ方をされてしまうようになると、

子供の方も、途中から別の選択肢を選べ直せなくなってしまうものなのだ。

一つの行動に縛らせず、柔軟な自由を持たせてあげる事こそが、

本当の意味での、子供の意志の尊重となるのである。



学校ぎらい

我が子をいじめから守りたいのならば、

不登校にさせたのちに、転校させてしまうのが、一番確実な対応なのだが、

いじめが発覚した時点で、

すぐに親の方の指示で、我が子を不登校にさせてしまうのも、

いろいろと問題がある。

親としてみれば、我が子がいじめられるという状態がたまらなく心配なのかもしれないが、

我が子の方で、まだ、いじめに我慢して、学校に行きたいと言う様子があるのならば、

その気持ちを尊重してあげるのも大切な事なのだ。

確かに、子供だって「いじめられる事」だけは明らかに嫌な事なのかもしれない。

しかし、「いじめられる」以外の点では、学校に行く事がまだ楽しくて、

いじめより、そうした楽しい要素への執着の方が強くて、

いじめられてもいいから、学校に通いたいようなのであれば、

そういう子供の気持ちを優先してあげた方が、子供にとってもプラスになるのである。

たとえば、いじめっ子と言うのが元友達で、

自分の力で、何とか仲直りしたい、と考えているのかもしれない。

勉強する事は好きで、授業だけでも受けたいと思っているのかもしれない。

わずかでも親しい友人がいて、その子たちとの仲は捨てたくないのかもしれない。

クラスじゃいじめられていても、部活動はすこぶる楽しいのかもしれない。

どんな理由であれ、

いじめが怖いからと言って、親だけの判断で、

子供から全ての楽しみや自分の意志まで奪ってしまうべきではないのである。

また、実際には、被害者の父兄が思っている以上に、

学校や担任の教師、場合によっては、クラスメイトたちも、

いじめを解決させる為にいろいろ考えてくれているものなのであり、

被害者側で一方的に暴走した行動（不登校や加害者への過度な懲罰請求など）をとってしまうと

、

せっかく、うまく、いじめを無くせそうな環境作りが進んでいたにも関わらず、

クラス内の空気を逆なでしてしまったりして、

反対に、再発いじめを起きやすくしてしまうような最悪の事態にもなりかねないのだ。

そのような結果になってしまった場合、

やはり、被害者の親としても、自分の行き過ぎた行動を省みるべきであり、

学校や教師ばかりを責める訳にもいかないだろう。



ツカえない先生

学校でいじめが発生した場合、

まず、学校や教師を責めるのが相場、と世間では決まっているようだが、

全ての学校、教師を同質と考えてしまっては気の毒な側面もある。

いじめは加害者（生徒）が引き起こしている悪質行為である以上、

教師や学校がいくら努力しても、

加害者に反省や心変わりが生じてくれなければ、解決しないものなのだ。

加害者の気持ちを完全に操作してしまう事だけは、

いかなる教師や学校にも不可能なのである。

それが出来たとすれば、思想強制のマインドコントロールであり、

そういう教育現場の方がもっと危険だ。

そんな訳で、

いじめの罪は全て加害者が負担するものであって、

あらゆる教師や学校に何の落ち度もないのかと言うと、そうとも限らない。

たとえ、完璧じゃなくても、

子供たちに道徳や善意を教え込むのは、学校や教師たちの仕事であって、

そのへんの職務を怠ったり、ヘタクソに遂行するようであれば、

やはり、その点については、教師や学校も非難されなくちゃいけないのである。

そして、いじめ問題に取り組むにあたっては、

ほんとに、やり方がヘタだったり、やる気がなかったり、

実に使えない教師が意外と多いようなのだ。

いろいろ理由はあるのであろう。

たとえば、最初から「学問を教える」目的だけで教師を職業に選んだ先生。

彼らは、学校の先生と言う仕事を一面的にしか把握しておらず、

元より、子供の道徳教育の方には興味がないので、

自分の受け持ちのクラスで学力以外の問題が起きても、

教師職のオプション程度にしか考えていないので、あまり真剣な気持ちでは取り組まない。

はっきり言って、一番、担任になってもらいたくないタイプの教師であるが、

彼らは、そういう自分たちの態度がイケナイとは、まるで自覚してない上、

教師のあるべき姿として、それで間違ってないとすら思ってるので、

ますますタチが悪いのである。

ここまで、ひどくなくても、

まだ未熟すぎて、十分に子供たちを指導しきれない教師と言うのも少なくない。

教師になる人たちと言うのも、昔は学生だった訳だから、

彼らもそれなりに「いじめ」のある教育現場はくぐり抜けているはずなのだ。

その際、いじめについて「これはよくない」と思えた人たちならば良いが、



もし、傍観者や加害者サイドで過ごした人たちならば、

当時の考え方を、そのまま教師になってからも通してしまうだろう。

つまり、教え子たちの間でいじめが発生しても、

加害者側に味方したり、見て見ぬふりをしかねないという事なのである。

先生もまた、クラスにおいては、構成員の一人に過ぎないので、

生徒を敵に回す事を無意識に恐れているような教師も、少数ではないはずであろう。

先生さえもが、自分へのいじめを恐れて、いじめを容認するような教室も発生する事になるのだ

。

特に、大学卒業したての新人教師とかだったら、

中学・高校生あたりが相手だと、歳がほとんど離れてない為、

まだまだクラスメート感覚であり、けっこう教え子たちが怖く感じるものなのである。

卒業したばかりなのに、また、いじめの渦に巻き込まれるなんて、

若干、気の毒にも思えなくもないが、

自分で選んだ職業なのだし、何より、給料をもらってるんだから、

仕事（いじめの解決）はきちんとこなさなくちゃダメなのだ。

こんな感じで、教師もまさに当たり外れがある訳で、

ヘンな教師に巡りあっちゃったら、被害者も必要以上に苦しめられる事になる。

だから、自分の担任が有能かどうかを早めに見抜いておくのは重要課題とも言えよう。

教師の質にあわせて、被害者サイドも対応や協力の深入りの仕方も変わってくる事になるのだ。

非力と判明した教師については、申し訳ないが、

最初っから除外する事にして、被害者たち主体で、いじめの対策を進めるしかない。

いじめの問題において、最優先すべきは、常に被害者の救済なのであり、

学校や教師のプライドや面目だとか、穏便に解決したいとか、

そんな事に気遣ってたら、いつの間にか、最悪の事態にもなりかねないのである。

実際、そういう学校ほど、マスコミで騒がれるほどのいじめ事件を引き起こしているものなのだ

。



がんばる先生

実際には、学校や教師という存在も、

父兄たちが悪く想像しているほど腐敗しきっている訳でもなかろう。

基本的には、学内でのいじめが見つかった場合は、

こまめに解決に取り組んでくれる学校や先生の方が多いはずだ。

しかし、本当に問題なのは、

そうやってマジメに働いている彼らが、どの程度の事ができるか、と言う点である。

通常、生徒の問題行為に対して、教師が行なう標準的な指導としては、

叱る、注意する、加害者に謝らせる、

場合によっては、親に報告する、などがあげられるだろう。

クラス全体でいじめをしているような状態であれば、

ホームルームや授業時間を割いて、クラス全員に説教するような事もあるかもしれない。

先生は先生なりに、自分の職務を誠実にこなしている訳だが、

ここで肝心なのは、それらの指導がきちんと効果を発揮するかなのであり、

非常に残念ながら、叱ったり、説教するのは、

大人が考えている以上に、子供の問題点を矯正できない指導方法なのである。

叱ってばかりでは、なかなか子供の学力が伸びないのにも、似ているだろう。

嫌な事（叱られる、説教されるなど）と引き換えに、子供に何か行動させようと言うのは、

ニュアンスを変えれば、恐怖で支配しようとしているようなものであり、

それだけでは、その人を本心から突き動かす事は出来ず、長続きもしないものなのだ。

ただし、教師に許された指導手段がその範囲だというのも事実である。

生徒を本気で死にものぐるいで従わせれるほどの体罰は完全に禁止だし、

何か特殊な指導システムを導入してみても、やりすぎじゃないかと批難されかねないのが、

今日の教育現場のやりにくい現状なのだ。

よって、教師たちにしてみれば、即効性が期待できないと分かってしまっても、

生徒が問題を起こすたびに、叱り、注意し続けるしかない。

子供たちだって、学習能力はあるし、少しずつ成長している訳だから、

こうして、繰り返し叱り続けていれば、

将来的には、自主的に問題行動を止めてくれる可能性もあるだろう。

教師や学校の方では、そこまで長い目で、いじめの指導を行なっている場合もあるのだ。

でも、被害者側にしてみれば、今がものすごく苦しいのだから、

そんな悠長な解決方法に素直に付き合う気にはなれないし、

ここに、学校側と被害者側の認識に大きな食い違いが生まれる事になり、

実直にいじめ問題に取り組んでいる学校や教師ですらも、

被害者にしてみれば、

何もしてくれない無能学校、ダメ教師のように見えてくる訳なのである。



叱っちゃイケナイ

なぜ、叱ったり、説教するだけでは、

すぐに、子供たちを矯正できないのであろうか。

それは、叱る側、叱られる側の認識の違いのせいとも言える。

叱る側（大人）にしてみれば、

その子供のした行為は「悪い」でトーゼンなのだから、

自分の意見の方が完全に正しいし、

子供の方が絶対に態度をあらためなくちゃいけないと言うのが、

何の疑いもない結論であろう。

しかし、叱られる側（子供）にしても、

そのような悪い事（イジメに限らない）をしたのには、

それなりの事情や、自分なりの考え方がある訳で、

大人に叱られたからと言って、

あっさりと自分の主張を曲げたりはしにくいものなのである。

反発し続ける事で、叱られ続けるのもイヤだから、

いちおう、子供は反省したふりはするかもしれないが、

そのへんの心の整理がつかず、合点がいかない為、

本気で止めようと言う固い決意も身に付いておらず、

やがて、同じ悪事を繰り返してしまう事になるのだ。

これが、一方的に叱ったり、説教するだけでは、あまり効果がない理由の一つである。

「叱る」と言う対処法の問題点は、それだけではない。

叱る事で、子供に贖罪感を与えてしまい、反省心を薄めてしまう危険性もあるのだ。

悪い行為は悪い行為と、子供もそれなりに理解はできているのかもしれない。

しかし、その事について強く叱ってしまうと、

その子供にしてみれば、

叱られる事で「自分はきちんと罰も受けた」という心情にもなり、

悪い事をした自分は、こうして罰せられた（叱られた）事で、

もう罪を白紙状態にまで許されたような安堵感までも抱いてしまうのである。

それでは、じっくりと自分の行為を内省もしていないので、

十分な改心もできてないだろうし、

その結果、軽い気持ちで、また同じ悪い行為に手を出してしまう事にもなるのだ。

何度叱っても、その繰り返しになってしまうのである。

たちが悪い事に、あまり叱ってばかりいると、

子供の方が叱られるのに慣れてきて、全然堪えなくなってきたりもするのだ。

キツい喩えではあるが、害虫が殺虫剤に免疫がつくのと同じである。

叱ったところで、わずかな反省心でも抱いてくれるどころか、



この説教がさっさと終わってくれる事しか考えなくなってゆく。

もっと困った事態として、

どうすれば叱られないで済むか（自分がイヤな思いだけしないで済ませれるか）、

に知恵を絞るようになっていって、

ついには、自分のした悪い行為の隠蔽工作までするようになりだす。

いじめ問題で言えば、いじめの潜伏化だ。

先生に叱られない為の方法（いじめがばれない方法）として、

被害者をさまざまなやり方で縛り上げ、脅す事で、

先生や大人に、いじめの事実がばれないように、陰湿に工夫するようになってゆく。

加害者を矯正させる為に叱っているはずなのに、

その行為が、逆に加害者たちをより悪賢く成長させてしまう事となるのだ。

これでは、全く、いたちごっこもいいところである。

叱る、説教する、注意するなどは、子供のしつけ方の基本的手段であるから、

別に、私も全面否定するつもりはない。

しかし、これまで記してきたような致命的なマイナス点もある訳で、

叱るだけでは十分な育児・教育指導は完遂できないのである。

叱る側（指導者）も、悪い子を叱っただけで、

自分は、やるべき指導はしっかりと行なったなどと、

それだけで、安易に自己満足して、納得したりしてはいけないものなのだ。



いじめ返し

いじめっ子が即効でイジメを止めてしまったケースを数件だけ知っている。

それは、いじめっ子本人が周囲の反感をかってしまって、

自身がいじめられる側に転落した場合だ。

このように自分が被害者の方になってしまうと、

さすがに、いじめっ子も、これまでのようなイジメ行為が出来なくなってしまう。

それまで、さんざん、いじめてきた弱い子やおとなしい子までいじめれなくなってしまうのだ。

今までと一転して、

周囲の子供たちが、積極的に最初のいじめられっ子をかばったりもするからである。

たとえ、そのようなあからさまな保護行動がなくても、

転落したいじめっ子と言うのは、警戒して、自主的にいじめを止めてしまうようだ。

いじめの現場を、今自分をいじめている連中に見られてしまった場合、

その事を理由にして、さらに自分がいじめられる事を恐れるかららしい。

何とも皮肉な話だが、

あれほど先生が頑張って、諭そうとしても、我を曲げようとしなかった加害者が、

ほんのちょっと、仲間内の子供にと制裁されるだけで、

すんなり、心を入れ替えてしまうものなのである。

加害者にとっても、自分がいじめられると言うのは、それほど恐ろしい出来事なのだろう。

仲間の制裁（いじめ）が、ある程度おさまっても、

ほとんどの元いじめ加害者は、もう、いじめっ子には戻らないようである。

自分がいじめられた事は、そうとう堪えるらしく、

同じ目に合わない為にも、ずっと自重する気にもなるからなのであろう。

これは、

その子にいじめられていた被害者にしてみれば、

仕返しもできた事になるし、まさに最高のいじめ解決法だと言える。

全てのいじめっ子が、自分も被害者に転落してしまえば、

被害者たちだって、文句なしに報われると言うものなのだ。

しかし、だからと言って、大人（教師）側の良心的な視点で考えれば、

いじめを解決させる目的で、加害者もいじめる事を推進させるだなんて、

とても実用はしかねるいじめ対策法であろう。

教師だって、ワガママで生意気ないじめっ子に対して、

時には、こんなヤツ、いじめられて、ヒドい目に会えばいいんだ、

とホンネでは思ったりもするかもしれないが、

たとえ内心ではそう考えていても、

そんなムカつくいじめっ子であろうと、

いじめずに、マトモな手段で導いてあげないといけないのが、教師というものなのである。



子供たちが、正義のつもりでやっているイジメでさえも、

公平な視点に立って、きちんと止めさせなくちゃいけないのだ。

しかし、いじめられる事で加害者がいじめからすぐに手を引くという事実からは、

いじめ解消への重要なヒントも多数かくされていると言えよう。

それらの大事なポイントだけを抜き出し、

「子供間のいじめ」という形にならないように、いじめっ子を指導できるのであれば、

うまく、いじめを止めさせられる事にもなるかもしれないのである。



クラスの主導権

いじめ返しにあって、簡単な転落するような人間が、

なぜ、それまでは、いじめる側でいられるのか？

理由は簡単である。

組織やグループというものは、

たいがいは、誰かが主導権を握り、その人たち中心に動いているものだ。

いじめる側にいるというのは、

そのグループの主導者か主導者サイドに身を置いているからなのである。

ひとたび、その主導者サイドから外されてしまうと、

みじめにも、あっさり、いじめられる側に追いやられてしまうものなのだ。

いじめがあるクラスと言うのも、

結局のところは、そのクラスの中心にいる子供たちがいじめを好むから、

いじめがはびこり、なかなか解消できないのである。

クラスの代表と言えば、

担任教師とか、クラス委員や班長みたいな気もするが、

必ずしも、そうとは限らない。

子供のグループにとって、大人（先生）は基本的に番外的存在だし、

クラス委員や班長は、押しつけられて、やらされるパターンも多いからだ。

よって、教室にいじめをまき散らしている本物の黒幕は、

もっと別の場所で、ゆうゆうと暗躍しているのかもしれないのである。

彼らがクラス全体の空気までもを支配してしまう。

彼らが実質上のクラスの主導権を握っており、誰も逆らう事が出来ない。

彼らと対立するのは、クラスの中心から離れる事を意味し、

そのクラスに居続けるには、非常に不利な立場になるからだ。

これで、お分かりいただけただろうか。

クラスからいじめを無くす為に本当にしなくちゃいけない事とは、

加害者に注意する事でも、暴力で戦う事でもない。

いじめっ子なんかにクラスの主導権を渡さない事こそが重要なのである。

別に、いじめっ子たちをいじめられる側にまで突き落とす必要もない。

彼らの都合のいいように、クラスや子供集団を動かされないようにするだけでいいのだ。

そもそも、いじめを好むような意地悪な奴らにリーダーの資質はない。

彼らからクラスの主導権を奪い取り、

二度と、彼ら中心のクラスにならないように、クラスの体制を作り直すのだ。

それこそが、いじめを無くす為の真の解決法なのである。



腐った発想

なぜ、いじめっ子なんかにクラスを牛耳られてしまうのだろうか。

最近では

「誰でもいじめっ子になるし、誰でもいじめられる恐れがある」

という言い方をして、

特定の子供を、いじめっ子、いじめられっ子と断定する分析を避ける傾向があるが、

実際には、

いじめを受けやすいタイプの子がいるのも事実だし、

逆に、いじめのきっかけを作っている張本人もきちんと存在しているものなのだ。

一見、クラス全体でいじめをしているように感じられる教室でも、

よく観察すれば、皆を引っ張っているいじめのボスは確実に一人はいるし、

他の子供たちは、ただ、その子に流されてるだけの可能性も強いのである。

どうして、皆は、そんな子に従ってしまうのだろうか。

いじめをする子供と言うのは、見方を変えれば、

自分の気持ちを外に発散する性格なのであり、

なおかつ、他人への優しさがなく、自分優先型の人間なのである。

こういうタイプの人種は、ほんとに扱いづらいものだ。

善意で接しようとすると、たちまち食い物にされてしまう。

おとなしくて、自分の気持ちを内に抑えてばかりの人は、まさに恰好のエジキなのだ。

言い換えれば、

「おとなしくて、無抵抗な子供がいじめられやすい」と分析されるのは、

この相関ゆえなのである。

どう考えても、いじめる側の人間の方がイヤな奴で、悪いような気がするが、

このイヤな人間に積極的に干渉したり、挑発とかはしたくないと思っているのは、

実は、皆の共通意識なのだ。

このイヤな奴に意地悪されている人がいたとしても、

それは、イヤな奴とその被害者だけの当事者の問題として考えるのが、

第三者としては一番ホッとする対応なのであり、

無関心を通したり、積極的な人間（いじめっ子）側に流されるのが、

自分がもっとも危険を避けられる生き方となるのである。

このような認識が大多数を占める為に、加害者優位のクラスが形成されてしまう事になるのだ。

もちろん、表面的には、そのような状況であっても、

皆の内心としては、横暴ないじめっ子の存在を歓迎している訳でもないので、

ちょっとした原因で、このいじめっ子中心の環境も完全に反転してしまったりもする。

なぜ、どこの集団組織でもこのような状態で、

いじめがはびこるようになってしまうのかと言うと、



理由として、誰もが個人主義に徹底し過ぎているせいなのかもしれない。

個人主義そのものをダメ扱いするつもりはないが、

その弊害として、他者への害意の強い攻撃的な人間の方が有利に活動しやすくなるのである。

こうした個人主義社会では、

自分だけ、あるいは、自分たちだけが利益を守れる事こそが最優先目的となり、

正義とか利他的行為さえもが、

悪い考え方、不利な生き方として押しのけられる事となってゆく。

たとえば、

身近でいじめられている人がいても、自分を犠牲にしてまで助けない方がいい、という風にだ。

親からして、我が子に、

他人のトラブル（いじめ問題とか）にムリに首を突っ込まない方がいい、

と強く教え込んだりしている場合も多いのではないのだろうか。

このような状態では、ますます被害者は孤立し、

自力でも抜け出せないし、さらには、誰にも助けてもらえなくなってしまうのである。

この状況がさらに突き進むと、

ついには、

被害にあいやすくて、自力で対処できない方が悪い、という発想にまでたどり着いてしまう。

部外者にしてみれば、そう考えるのが、

自分は責任を感じないで済むし、

関わりたくない加害者（いじめっ子）の事にも触れなくて済むので、

一番納得できるのかもしれない。

しかし、これは、事実をあまりにも正しく理解していないし、

ただ、（今は被害者じゃない）自分を弁護してるだけの理屈である。

こんな形でいじめを解釈して、放置するのであれば、

犯罪者や悪人でも、法で裁けない限りは、何をしても構わない事になり、

そんなズルい悪党たちの犠牲になる被害者の方が、引っかかるからイケナイ、

という発想にもなるだろう。

もっとも、現実には、そんな呆れた考え方をしている人間は、非常に多いのかもしれない。

自分さえ被害にあわなければ、それでいいのであり、

悪そのものを無くすのではなく、

自分だけの問題として、被害にあわないようにする事だけを考える。

そうした認識のもとでは、

被害にあってしまう人間とは、予防に失敗した脱落者であり、

被害を受けた事すらも、自分の責任にされてしまうのだ。

すなわち、「いじめられる方が悪い」という事になるのである。

とは言え、

病原菌を根絶しない限り、誰でも、その病気にかかる危険性があるのと同じで、



いじめをしたい人間がいれば、いつかは、誰かがいじめられてしまうかもしれない。

その場合、こうした自己責任的発想で「いじめ被害」を解釈するのであれば、

いじめられてしまう人間と言うのは、

とうとう「運が悪かった」のひと言で片付けられてしまう事になる。

病気や交通事故などの被害者と同じようにだ。

本人の頑張りだけでは絶対にいじめられないで済むという確実性はないのだから、

全く、そうとしか結論づけようがないのである。

こうして「運が悪かった」人間がいじめられていてくれたら、

「運が良かった」自分は、いじめられる危険から、より回避される事になるだろう。

彼らにしてみれば、

自分が安全に生きる為には、そのような存在がいる方がむしろ喜ばしいのかもしれない。

そうであれば、彼らは、いじめそのものを無くそうとするどころか、

常に、加害者側について、自分の身だけを守ろうとするようになるであろう。

かくて、彼らは、被害者や被害者になりやすい人間の方こそが愚かだと考えるようになるのだ。

被害にあうのが「他人に優しくて、いじめっ子にも食い物にされる」からだとすれば、

「他人への優しさ」さえ、お人好しでバカな行為だと判断し、否定する。

自分が幸せに生きる事だけを考え、大切な良心とか善意とかがますます薄れてゆくのだ。

こんな空気が優位な集団組織では、いじめが解決できるはずもあるまい。

まさに、個人主義の中でも、腐った発想の極致である。



まだある、「いじめにあう方が悪い」ナンセンス

「いじめにあう方が悪い」という考え方で話を進めてゆけば、

いじめを無くす為の方法は、

「いじめにあいやすいタイプの人間を矯正すればいい」という結論になる。

よって、世間には、

被害者的性格の矯正マニュアルのような本すらも出回りだす。

要するに、内気な性格を直して、元気になれ、みたいな事を勧める内容なのだが、

それだけで、いじめが解決できるんだったら、誰もこれほどまでにも苦労はしない。

そもそも、どうしても誰かをいじめたいヤツがいれば、

周囲の皆が全員元気でも、結局は、誰かはいじめられてしまう事になるんだし、

いじめられてしまった人は「運が悪かった」で済まされてしまう事になる。

そんなんじゃ、全然「いじめられないマニュアル」なんて、役に立ってはいないのだ。

大体、人間って存在は、いろんな性格、いろんな個性があるのが当然なのである。

それなのに、「いじめられない、こういう性格になれ」と勧める発想は、かなりアブナい。

諸個人の自由を否定し、皆を画一化して、統治しやすくする独裁政策にも通じかねないだろう。

「いじめられる性格を変えれ」という考え方が認められるんだったら、

それより「いじめをする性格を変えれ」でもいいような気がする。

と言うか、いじめをする人間こそ悪い性格のはずなのだから、

その性格を変えさせる事の方こそが正しい理屈のはずなのだ。

それなのに、なぜ「いじめられる性格を直せ」的話の方が受け入れられやすいかと言うと、

まず、いじめで困っているのは被害者の方であり、

「いじめを無くす方法」を求めているのは被害者側だからである。

いじめる側は、いじめで困っている訳でもないので、

ムリに自分のイヤな性格を直したいとも思ったりはしないので、

「いじめる性格を直せ」という話には見向きもしないし、盛り上がりもしないのだ。

そうなると、やっぱり、いじめられている側が、

現状の困った状態を打破する為には、自分の方を直す以外に手段がなく、

「いじめられる性格を変えれ」という提案の方にすがるしかなくなってしまうのである。

何が正しいかが決め手なのではない。

そういう形にならざるを得ないだけの話なのである。

とは言え、いじめられやすい理由は性格のせいばかりとも限らない。

肉体的特徴でいじめられる子供や、立場や身分的なものが原因でいじめられる人だっているのだ

。

そういう人たちは、どんなに性格を変えても、

どうしても「運悪く」いじめられる側に押しやられてしまったりする事になる。

さらには、元気な性格になろうと、ムリに体育系部活に参加した結果、



その部活の先輩たちがとんだ悪ガキたちで、理不尽なシゴキをされちゃうと言った、

ヤブヘビの形でいじめられてしまう事態だって発生するかもしれない。

何にせよ、「いじめられない為に、自分の性格を変えれ」なんて発想は、

どこまでも穴だらけの不完全な解決案と言える訳である。

ついでに説明しておくと、

私の書いた「かげこの玉手箱」も、被害者向けの内容であるが、

いじめられない為に、個人的性格まで変えるような事は絶対に勧めていない。

よくない物の考え方や態度を否定してみせる程度である。

そして、何よりも、「いじめられない為の予防」の話ではなく、

「いじめられてからの対処法」の話だから、

全てのいじめ被害者に対応できる内容となっているのだ。

私の「かげこの玉手箱」と、

世間に流布している「いじめられる性格を変えれ」的な話を読み比べてみたら、

いろいろと気付く事もあって、けっこう興味深いかもしれない。



我が子に愛情を

いじめっ子の態度、性格について、かなり否定的に書いたので、

その事について、反論なさりたい、いじめっ子サイドの人もいるかもしれない。

いじめる側だって、ほんとは自分のしている事（いじめ）に悩んでいるんだとか、

自分の悪い性格を直したいと思っているものなのだ、とか。

しかし、本当にそう思われているのだったら、

私の書いている文章に反感を抱いたりする前に、

さっさと、自分の態度をあらためるように努力なさればいい。

被害者側の子供たちは、いじめられない為には必死で、

性格を変えようとしたり、場合によっては整形までして、

あるいは転校したり、さらには自殺するほど追い詰められているのだ。

いじめる側も、自分を変えたいと本気で思っているのならば、

そのぐらいの行動は当然とるべきであろう。

そこまでしてでも、自分を変えようとせず、いじめっ子の状態に甘んじているのは、

結局のところ、

あなたの「自分を変えたい」という気持ちも、大したレベルじゃないからなのであり、

とてもとても、そんな上辺だけの反省心なんかでは、評価してやる気にもなれない。

しょせんは、あなたの「自分を変えたい」という気持ちなぞ、

自分が悪者に思われたくない為の利己的な意志の変形に過ぎないのだ。

それだったら、まだ

「自分はいじめられたくないから、仕方なく、いじめる側についている」

と素直な自分の弱い気持ちを白状している連中の方が、はるかにマシである。

彼らは、いじめの環境さえ無くなれば、ピタリと自分のいじめ行為も止めれるからだ。

心の奥でどう思ってようと、それを行動で表せない加害者なんて、

根っからの悪党の加害者と何ら変わりはしないし、同情の余地もないのである。

ただ、一つだけ弁護してやる事にするが、

彼らが、そんな意地クソの悪いいじめっ子気質なのは、

彼らだけが全て原因なのだと言う訳なのでもない。

彼らが、そんな性格になってしまったのは、

元は言えば、幼児期からのしつけの影響なのであり、

むしろ親とか家族などが責められるべき問題なのだ。

もちろん、根本性格として、

怒りっぽいとか、ワガママとか、乱暴などと言う先天的な部分もあるかもしれない。

しかし、幼児期のしつけで、そういった気性は、かなり修正は可能なのである。

学校に進学してからも、まだ、そんな赤ん坊みたいな感情的な性格のままだと言うのは、

全くのところ、



その子の幼児期の教育者（親とか家族）のしつけ下手のせいとしか言いようがない。

しつけとは、「悪い事をしたら、叱る」だけだと思っている人もいるかもしれないが、

叱るだけでは、その子の矯正をうまく出来ない場合もある。

叱られる事で、その子が相手の命令を受け入れようと考えるのは、

その叱った人に対して、愛慕の感情を抱き、その人の心とシンクロしたいと考えるからなのだ。

よって、叱った相手（親や教師）に反感や不平を持っているならば、

不快感や恐怖心から、命令に従おうと言う気持ちにはなっても、

純粋に、その命令を自分の生活態度として取り組んでしまおうと言う段階にまでは至らない。

一時的に命令に従うだけで、心の底からは根付かないのである。

そんな訳で、親が子供から愛されるという現象は、本当は非常に重要なのだ。

子供に愛してもらう為には、親も子供を正しく愛してあげる必要がある。

いじめを好むような性格になってしまう子供と言うのは、

そうした幼児期の家庭環境にいろいろと原因があったのかもしれない。

児童虐待とか、親の離婚トラブルなど、

精神面にトラウマを与えかねないほどの、過度な問題じゃなくても、

たとえば、親が激しい偏見の持ち主だったり、こズルいところがあったりしても、

そんな些細な部分でも、子供には強い悪影響を与えかねないものなのだ。

子供は、親の命令だけで動いている訳ではなく、

愛する人間（親）の行動も真似て、自分の性格を形作ってゆくものだからである。

その子がいじめっ子なのは、

もしかすると、親や家族もいじめっ子気質だからなのかもしれないと言う訳だ。

子供を正しく育てるのは、つくづく大変な行為だと言えるのである。



いじめの終焉

学校の方も、卒業が近づいてきた頃、

あれほど、うるさく、私に干渉してきたいじめっ子たちが、

ほとんど、私に絡んでこなくなってきた。

彼らの事をちょっと観察してみると、

何やら、ロックバンドの真似事などを始めた様子である。

就職や進学も決まり、残された学校生活にも余裕ができてきたので、

欲しいギターやアンプなどを奮発して買って、

すっかり楽しい趣味にと夢中になっているらしい。

私にちょっかいをかける時間すらも惜しいという訳だ。

いじめっ子に言わせれば、

いじめられるのは、いじめられる側がムカつく存在だからであり、

いじめられる方に原因があるという理屈のはずなので、

それなら、いかなる状況の変化があっても、

被害者側は常にいじめられる事になるはずだと思うのだが、

バンドの練習で忙しいから、いじめの手を休めるとは、何とも矛盾した話である。

結局は、いじめられる側に原因を見出そうとするのは、

やっぱり、加害者側の責任逃れのヘリクツに過ぎず、

いじめる側さえ加害行為をやめれば、それだけで、いじめはおさまるものなのだ。

いじめっ子が、いじめを止めたり、いじめの程度を弱めた例は、

他にも、いくつも確認している。

たとえば、進級して、別のクラスになったいじめっ子の中には、

その後、たまたま再見して、長時間同席するような状況になっても、

まるで意地悪してこなかったようなヤツもいた。

それどころか、すっかり別人のように優しかったりもするのだ。

また、三年生になると、全体的に、いじめの量が減ったような感じもする。

これは、最高学年になった事で、先輩からの重圧を受けなくなったのも影響していたようだ。

このように、全てのいじめっ子が、最後の最後まで悪質なままな訳でもなく、

ちょっとした要因で、そのいじめっ子性格も変わってしまうようで、

それまで、いじめてきた被害者にすら全く手を出さなくなってしまったりもする。

加害者たちをいじめに駆り立てた本当の原因とは何だったのであろうか？

最初のバンドのケースで考えるのならば、

いじめ以外の何か楽しい遊びにでも真剣になれたら、

いじめなんて止めてしまう事になる。

別に、その楽しい事とは、特別な趣味じゃなくても、

クラブ活動だろうが、恋愛だろうが、



あるいは、勉学に打ち込むのだって構わないのだ。

そうした、ステキな目的を持てない、

無味でツマラナイ奴らがいじめに走ってしまうものなのかもしれない。

面白い事に、女子生徒がすぐそばにいる場所では、

絶対に私に意地悪したり、パシリを命じたりしなかったいじめっ子もいた。

彼は、いっちょまえに色気づいてて、女子の目を強く意識していたのだ。

私をいじめる事で、女子にイヤな性格の男と思われたくなかったようなのである。

そんな訳で、私にとっては「異性（女生徒）のそば」が、

ちょっとした、いじめられない為の安全地帯だった時期もある。

それにしても、学校生活と言うものは束縛が多すぎて、

子供たちに面白さを感じさせず、退屈を持て余させて、

イジメででも遊ぶしかないような状況を作り上げている部分もあるような気がする。

そうした負の部分を見逃さないで、改善してゆき、

子供たちを望ましい方向へと誘導しなくちゃいけないのが、

実は学校や教師たちの任務とも言える訳だ。

いじめを止めさせる為に、押さえつける事ばかりが、指導なのでもない。

子供たちの興味を広げ、目を別の方向へと向けさせ、いじめ離れさせる事もまた、

上手ないじめ対策の手段となるのである。

大人になってからも、職場イジメや家庭内暴力などはあるかもしれないが、

そのほとんどは、

仕事そのものとか家族関係などが起因となって発生するものであり、

学校の子供たちのような、あいつがムカつくとか、抵抗しないからイジメる的理由で、

いじめや虐待をするケースは、それほど多くはあるまい。

これは、大人になれば、それなりに経験も豊かであり、

些細な理由で他人にケチをつけたりもしなくなるからだと考えられるだろう。

しょせん、子供のするイジメは、子供の低次元のいじめばかりなのであり、

それは子供のうちにきちんと摘んでおくべきものなのである。

 
新編「かげこの玉手箱」完結
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はじめに

この小品は、

もともと、ケータイ小説サイトで公開していたのですが、

より沢山の人にも読んでもらいたくて、

こちらの電子書籍に公開場所を移させていただきました。

内容は、いじめ被害者の視点から考えた、いじめのお話です。

人によっては、非常に反感を感じる内容もあるかもしれませんが、

いじめ被害者の気持ちを理解する為の資料として、参考にしていただければ幸いです。

 
　（以上、初電子書籍化した時に添えていた序文）



子の気持ち、親知らず

いじめについて、ネット上で色んな人の意見を読んだり、対話もしてみたけど、

意外と気になったのは、

熱っぽい割には、いじめられっ子の気持ちがよく分かってない親（大人）が多いと言う事。

「いじめられたら、大人（先生や親）にきちんと話しなさい」

と彼らは主張して、

「自殺する前に、なぜ話してくれなかったんだ」

なんて嘆いてみせたりするけど、

その大人たちの意気込みが逆にプレッシャーになって、

相談できない子供たちだっている事を理解していない。

あなたたち大人に話して、本当にいじめは解決するのか？

親に一体、何ができる？

学校や先生、もしくは、いじめっ子の親に抗議するだけじゃないのか？

教師に一体、何ができる？

せいぜい、いじめっ子を叱って、注意するだけじゃないのか？

それで、ほんとにいじめは無くなるのか？

いじめがおさまらなければ、被害者はもっと危険な目（再発いじめ）にさらされる事になる。

大人たちは、本当にそこまで分かってくれていて、行動してくれるのか？

でも、子供たちには、そんなホンネを、とても大人たちにぶつける事はできない。

だって、もし、そんなネガティブな事を話せば、大人たち（先生や親）からも

「私たちだって、君を助ける為に、できる限りの努力をしているんだぞ。

助けてもらっている君に、なぜ、その思いが分からないんだ！」

と興奮して言い返されちゃうかもしれないからだ。

大人たちからも、そんな事を言われてしまったら、完全に八方ふさがりで、

実際はいじめがおさまってなくても、もう、被害者はその事を口に出せなくなってしまう。

被害者によっては、そこまで悲惨な未来が見えてしまうものだから、

最悪の状態に追い詰められる前に、先に自殺を選んでしまうのだ。

大人は大人なりに、いじめを無くす為に熱くなってるのかもしれないけど、

本当に被害者を守ってあげられないようなら、

その熱意さえも、被害者を苦しめてしまうという事に、どうか気付いてもらいたいものである。



泥沼いじめ論争

「いじめは、加害者と被害者のどちらが悪いか？」

という議論を、やたらとしたがる連中がいる。

彼らは、たいがいは、

一般論の「加害者が全面的に悪い」に反論してみせて、

「加害者だけではなく、被害者（や周囲の人間）も悪い」

というロジックを展開してみせたくて、

こんな論争を吹っかけてくるものなのだが、

「いじめは悪い」という前提を認めてしまっている時点で、

もう結論は出てしまっている。

いじめが「悪い行為」であると言うのなら、

その悪い行為をしている人間だけが「悪い」のであって、

いじめられている側や、干渉してない人間に、その悪を転嫁しようという試みは、

それ自体がすでに矛盾してしまっている。

たとえば、誰かが床に落として、花瓶を割ったとしよう。

その「花瓶を割ったという行為」を、

割れてしまうような花瓶の方が悪いとか、

落ちる前に花瓶を拾わなかった周囲の人間が悪い、とか言ってるようなものなのだ。

哲学上、「ソフィストの詭弁」と呼ばれているものである。

こんな言葉遊びでグダグダやってるから、

いつまでたっても、いじめの問題は前進しないのだ。

そんなに加害者をかばいたければ、

せめて、「いじめは必要か、不要か」と言う問いにあらためるべきだろう。

たとえば、戦争とかは、一概に悪と決めつけて、放棄しきれない側面がある。

それと同じ次元で、いじめ問題もとらえてみて、

いじめっ子の必要悪性を論じてみるのだ。

こういうハイレベルな議論であれば、

私も参加して、少し意見を提供してみたい気もする。



なぜ、いじめは悪いか？

「泥沼いじめ論争」の続き。

 
なぜ「いじめは悪い行為」と認識されているのだろうか。

それは「自分自身はいじめられたくない」という無意識的本能に結びついているからである。

自分がいじめられない為には、

いじめ行為そのものを否定するのが、手っ取り早い対抗策なのだ。

（同じような理由で「殺人」も「窃盗」も「詐欺」なども悪い行為として指定され、

それが整理されて、適用されたものが社会ルールだとか法律だと考えてもいい。

「悪事」とは、ヨーするに、自分がされたくない行為の総称なのである）

しかし、根本的理由が「自分自身はいじめられたくない」である以上、

他人がいじめられる場合には、「いじめは悪い」という認識もぐんと弱まってしまう。

いじめをする子や傍観者に、いじめを止めない理由を問うと、

正直なホンネとして

「自分もいじめられたら、コワいから」

という答えが返ってくる。

どこまでも、自分中心にいじめを否定しているだけなのだ。

別にその事を責めるつもりはない。

それほど、いじめられると言うのは恐ろしい体験であり、

皆が避けたがるのもやむを得ないものだからだ。

 
たとえば、いじめられる子がいる。

いじめる側は、しきりに、その子がいじめられる理由付けをしようとする。

抵抗しないからだとか、汚いからだとか、皆とずれてて、むかつくからだとか。

実は、こうした理由付けには

「自分と違うから、その子はいじめられる」

という、安心を求める心理が働いているのだ。

その子がいじめられる事で、

その子とタイプが違う自分は（きっと）いじめられない、

という根拠のない安心が欲しくて、

いじめの原因を被害者に見いだそうとするロジックが、

なんとなく正しいかのように、大衆に受け入れられてしまうのである。

いっその事、

「いじめをするようなヤツは、本人もいじめられても仕方がない」

という認識が、社会全体に大きく広まってしまえばいいのではなかろうか。

そしたら、皆、怖くて、誰もいじめなんかしなくなっちゃうかもしれない。



弱いものイジメは人類の基本スタンス？

いじめ肯定派（正確には、いじめっ子弁護派）がよく持ち出す喩えとして、

「自然界の弱肉強食」がある。

彼らは、

強いものが弱いものを食うのは生物世界の常識なのだから、

強い人間が弱い人間をいじめるのも、理にかなった行動だ、

と主張するのだ。

正しい「弱肉強食」は、いじめる行為そのものが目的なのではなく、

命がかかった生存の為に弱者を襲い、食している訳なのだから、

人間がする間抜けなイジメとは、そうとうタイプが違うような気もするのだが、

「強者が弱者を虐げる」いわゆる「弱いものイジメ」が自然界の基本スタイルである事は、

確かに、間違いのない事実である。

人間も、自然界の一部、動物の一種である以上、

弱いものイジメをする事によって、今日の繁栄を築き、現代の世界的社会を存続しているのだ。

ここで言う「弱いものイジメ」とは、

自分より弱い生き物や人間種族を虐げる行為全てを指す。

アフリカで誕生した現人類の始祖は、その後、地球全土へと民族移動を開始し、

その過程において、そうとう沢山の各地の原住生物や原住民を滅ぼしていった。

まさに、それは、

自分たちより弱かった連中を虐げて、自分たちの天下を築いた、と呼んでもいいものなのだ。

しかも、それだけではない。

現在の人間社会そのものも、大量の弱者の犠牲なしでは、成り立っていないのである。

すなわち、家畜や栽培植物の事を、私は言っているのだ。

彼らは、まさしく、人類社会を継続させる為だけに隷属させられている、哀れな弱者である。

食われるだけの動植物たちがいる事に、何の疑問も感じてないくせに、

弱い動物（人間）をいじめちゃ可哀相だとか何もないものであろう。

人類文明そのものが、こうした弱いものイジメのシステムの上に成立している以上、

「弱いものをいじめちゃいけない」なんて教えは、とんだ偽善に過ぎない訳である。

もちろん、私はこれで全てだとは思っていない。

しかし、どれだけの人が、上記のような主張に、上手に論駁できるものであろうか？

 
さて、この話には、もう少し続き（オチ）がある。

なおも「いじめられる方も悪い」と主張する人たちもいるかと思うが、

それでは、人間に食われてしまう家畜たちも

「食われる方も悪い」と言う理屈になってしまうのであろうか？

いじめと家畜を同次元で考えるべきではないと反論されそうだが、



人間のいじめ現象を動物界の弱肉強食で説明しようとするぐらいなんだから、

こうゆう比較の仕方で分析してみるのも、十分アリなのである。

家畜が食べられるのは、彼らに問題があるからではなく、

人間側が彼らを食する事を望んでいるからだ。

彼ら自身が食われたくなくても、人間側は絶対に認めはしないのである。

ムリに、家畜が食われる理由をピックアップしようとすれば、

「肉がうまい」とか「家畜小屋から逃げようとしないから」なんて意見が思い浮かびそうだが、

でも、そんな理由で「食われても仕方ない」と言われたのでは、

いくらなんでも、家畜たちが気の毒すぎるであろう。

仮に、家畜がいっせいに凶暴化して、食われる事に対して反発したとしても、

人間側は力づくで押さえつけて、なおも、彼らを食糧にし続けるはずだ。

これは、いじめの状況にも当てはめてみる事ができて、

被害者が抵抗してみたとしても、加害者側がその意志を認めず、

力ずくで押さえつけてしまえば、やはり、いじめはおさまらないものなのである。

でも、人間側さえ「肉食」を完全に止めれば、家畜たちの悲劇も終わるかもしれない。

そして、いじめにしても、本当は、全く同様なのだ。

被害者側に原因を見いだそうとする試みは簡単である。

しかし、結局のところは、加害者側がいじめる事を望んでいるから、いじめになるのだ。

加害者さえ、いじめを止める気になれば、

他の何もかもが変わらなくても、いじめは無くなるのである。

皮肉な話だが、

加害者たちがいじめ肯定の後押しに使おうとしている「自然界の仕組み」が、

逆に、的確に「加害者だけに責任がある」事を如実に語っているのである。



子供をダメにするメッセージ？

いじめを語ったメッセージ類の中でも、

私がいっちゃん嫌いなのは

 
　「いじめられたら抵抗しなくちゃダメだ」

 
というヤツ。

抵抗できるんだったら、とっくの昔に、自分でイジメを解決できてるよ、

と言いたくなってくる。

人によっては、

「その子に、もっとたくましくなってもらいたい」

という善意のつもりで、こんな事を言ってるのかもしれないが、

できない事を強制するのは、ますます、その子を追い詰めてしまうだけなのだ。

場合によっては、

「抵抗できない自分は、いじめられても仕方ないんだ」

という、負け犬感情すら植え付けかねない。

いじめられたら、絶対やりかえさなくちゃいけない、みたいな助言は、

いじめ問題においては、一番使ってはいけないタブーなのである。

 
むしろ、私としては、こう言いたいところなのだ。

 
　「子供に戦う事を強いるのではなく、あなたがそれを実行しなさい」と。

 
いじめられて、せっぱ詰っている被害者に、

ここぞとばかりに、精神的成長を促すような有り難い進言を与えたところで、

場違いなのもいいところであり、

そもそも、聞く余裕などあるはずがないのだ。

それよりも、「口先」だけではなく、行動で「戦う意義」を教えてくれればいい。

それで、もし、その子が本当にイジメから救われたならば、

その子は、あなたの事を忘れる事の出来ない恩師として尊敬するようになり、

今後の人生では、あなたを真似て、苦難とも戦うような人間になってくれるであろう。

「いじめられたら抵抗しなくちゃダメだ」と言ってる、そこのあなた、

本気でその言葉を子供たちに伝えたいのならば、

あなたは、果たして、そこまでしてくれますか？

それとも、実際は・・・



とっても危険なイジメの定義

いじめを定義するにあたって、

 
　本人が「いじめ」と感じれば「いじめ」である

 
と言う主張が、広く流布しかけた事があったが、

これほど、現実のいじめを理解してない定義もないと言えよう。

確かに、本人が辛いと感じている主観は大切な要素かもしれないが、

しかし、当人の「辛い」という意志を優先し過ぎてしまうと、

何もかもが、いじめと言う事にもなりかねない。

我がままな子が、自分の意見ばかりを皆に受け入れさせようとして、

それが叶わなかった場合に、

皆にムシされた、あまされた、イジメだ、とわめけば、

それもいじめだと認めてやらなければいけない事にもなってしまうのである。

逆に、間違いないイジメ状態であっても、

被害者が、その辛い気持ちを押し殺せば、

いじめじゃない事にもなってしまう。

被害者の中には、加害者や周囲の反応の圧力に怯えて、

自分の本心を隠し、自分の正直な気持ちさえも偽ってしまっている事も多いので、

本人の主観重視のいじめの定義では、

そのような被害者を、いじめられていると判定して、助けられなくなってしまうのだ。

そこまで圧迫されている被害者こそ、

もっとも重度で、緊急の救済が必要だと言うのにである。

 
では、どのような状態がイジメなのかと言うと、

それは、自己申告ではなく、客観的状況から判断しなくてはいけない。

具体的には、自分もされたらイヤな行為こそが「いじめ」なのである。

たとえ、被害者が嫌がってなくても、むしろ喜んでたとしても、

常識的に考えれば、誰でもイヤだと感じるような行為は全て「いじめ」と見なすべきなのだ。

もちろん、これだけでは、

勉強も仕事も、イヤな事だったら、全部、いじめだと言う事にもなってしまう。

よって、さらなる定義として、

「皆と同じ条件下において、特定個人が受けている、イヤな行為」

こそを、イジメと見なすべし、と言う事になる。

仕事も勉強も辛さを伴う事が多いが、それは皆に平等にのしかかった義務だ。

しかし、過度な暴力や仲間はずれ、悪口や嫌がらせなどは、



特定個人にランダムに降り掛かっている災難であって、

全ての人間が必ずしも経験しなくてはいけない苦痛でもない。

だから、これらの行為は「いじめ」となるのである。

被害者本人の意志とは関係なく、やめさせなくてはいけない行為なのだ。

被害者本人が嫌がってないのならば、ムリに周囲が止める必要はないのではないか、

と反論する人もいるかもしれないが、

これは、集団のモラルの問題として捉えるべきテーマなのであって、

喫煙や服装の乱れなど、本人が自ら進んで行なっている非行行為を禁止するのと、

同じ理屈で考えなくちゃいけない話なのである。



切れた二つの世界観

社会一般の認識やマスコミ報道、

あるいは、ネット上でのシロウト同士のいじめ論議の場でおいてさえ、

「いじめは加害者の方が悪い」と言う結論の方が、

当たり前のものとして流布している。

それにも関わらず、子供たちのいじめは、いっこうに無くなる気配はない。

はたして、いじめ加害者たちは、

こうした、いじめは良くないという世間全体での良識を知らないのであろうか。

いや、そういう訳でもなかろう。

彼らだって、常識では、いじめはしちゃいけないものである事は分かっているはずなのだ。

しかし、いざ、日常生活（学校生活）が始まってしまうと、

自分がいじめをしている状況から抜け出せなくなってしまうのである。

要するに、マクロ的モラルと、ミクロ的な日常がうまくリンクしてないのだ。

いじめをする加害者は皆が皆、思いやりや良心が欠如した極悪人という訳でもなく、

いじめを注意されると、反省したような態度をとる子供も、多数、見いだす事が出来る。

だが、一見、そのような反省の色を見せる善意的な子供たちでさえ、

あっさり再発いじめに手を染めてしまうものなのだ。

この、いじめを止められない加害者たちのサガは、

いまだに戦争を止められない人類のサガと比べるよりも、

万引きやチカンなどの軽犯罪常習者が、

何度警察に捕まっても、そうした犯罪行為を止められない事の方に似ているとも言える。

要するに、彼らは、理屈じゃ善悪が分かっていても、

感情面がコントロールできないのだ。

嫌いな子、むかつく子を見ると、我慢しきれずに、いじめてしまうのである。

きつい言い方をさせてもらうと、

精神的に未熟すぎるのであり、忍耐力がはるかに劣り、

心が幼児的で、感情のままに泣きわめく赤ちゃんにより近いのだ。

ここまで侮蔑されるとムッとする加害者サイドの人もいるであろう。

しかし、ここで不快に感じるのは、むしろ自身の欠点を素直に認められないからなのであり、

いじめっ子も、彼らなりのプライドから、自分の弱さを受け入れたくないものだから、

自分がいじめを止められない原因を、自分の感情の未熟さのせいではなく、

ついには、被害者の方に原因があるのではないかと考えだすようになる。

かくて、いじめの問題において、被害者原因説なぞが派生するようになるのだ。

被害者原因説は、論理的に考えれば、どれも全くのコジツケばかりなのだが、

意外と、それを受け入れたがる人間が多いのは、

彼らもまた、自分の負の感情（怒りや差別意識など）を抑制する事に自信が無いからであり、



思考的には、彼らも幼児的いじめっ子の同族とも言えそうである。



いじめっ子の甘え

　「いじめられたら抵抗しなくちゃダメだ」

 
じゃなくて、

 
　「抵抗しないから、いじめられるんだ」

 
と主張する人たちもいる。

のみならず、

「いじめられたくなければ、抵抗すればいいんだ」

などと言ってのける加害者まで存在している。

彼らは、いじめの問題において、一体、何を求めているのであろうか。

被害者は加害者相手に大ゲンカでもしてみせろ、とでも言いたいのか。

もちろん、加害者相手のケンカで必ず勝てるとも限らないし、

ケンカすれば、二度といじめられないと言う保証もない。

被害者にしてみれば、

いじめられるのは嫌かもしれないが、

別に加害者とケンカしたい訳でもないのだ。

被害者の一番の望みは「いじめられなくなる事」だけであり、

加害者をやっつけたいなどの発想は手段や二次的なものに過ぎないのである。

抵抗する事によって、本当にいじめられなくなるのならば、

確かに、ほとんどの被害者は抵抗し、真剣に加害者をねじ伏せる気にもなるであろう。

しかし、被害者の真の狙いが「いじめられなくなる事」である以上、

二度といじめられなくなるまで加害者と戦うとなると、

 
　加害者を殺して、この世から消し去る

 
に、いやがおうでも考えが落ち着いてしまうのだ。

実際、いじめ問題事件で、被害者が加害者を闇討ちにして殺害したケースだってある。

被害者にしてみれば、いじめの再発はそれほど怖いものなのだ。

二度といじめられない為に戦おう（抵抗しよう）と心に決めた場合は、

殺人を犯す事だって辞さないぐらいの強靭な気持ちにもなってしまうのである。

だから、被害者が抵抗しないおかげで、

加害者たちは、そうとう命拾いしているとも言えよう。

 
なぜ、そこまで強い意志を持つ被害者たちがあえて抵抗しないかと言うと、



もし、加害者を殺せば、

今度は、一転して、自分が犯罪者となり、悪者になってしまうからである。

いじめられて、さんざん辛い思いをさせられてきたのに、

その苦境を取り除こうとして、自分が悪者になったのでは、割が合わないではないか。

だから、ほとんどの被害者は、いじめの限界に達しても、

人の命を奪う労力はたとえ同じであっても、

加害者を殺したりはせず、あえて自分が死ぬ（自殺する）方を選んでしまうのである。

もし、自分が犯罪者にならずに加害者を抹殺できる方法があるのならば、

誰だって、迷わず、その手段に手を伸ばしている事だろう。

たとえば、呪殺とか超能力とか、いきなり加害者が事故死する偶然とか。

殺せるものなら殺したいところだが、

あんないじめっ子たちを殺して、

自分が犯罪者（悪人）のレッテルを貼られるなんて、あまりにも解せない話だし、

だから、被害者たちは皆、抵抗せず（戦わず）に我慢しているのである。

加害者たちは、別にほんとに強い訳でも、被害者より優れてる訳でもなく、

単に、法律や道徳概念に守られているだけとも言えよう。

そんな事も分からずに、いじめを止めようともせず、

「抵抗しないのは、こいつが弱くて、臆病だからだ」

とか勝手に信じ込んでるのだとすれば、

いじめっ子と言うのは、ほんとにおめでたい連中だと言う事になる。

 
いじめっ子の中には、

自身も、辛い生活状況に立たされていて、ストレスをいっぱい溜め込んでいて、

自分もヤケクソ状態の不幸者なのだと言う側面を強調して、

「被害者に殺されるようなら、そうなったとしても覚悟してる」

なんて、

さも、自分もイジメに命をかけてるような言い方をする人もいるかもしれないが、

かっこつけてるだけで、思い上がりもいいところである。

殺されても構わないと思ってるんだったら、おっかない暴走族か暴力団にでも絡めばいい。

無抵抗の被害者に絡み続けて、殺してくれるのを待ってるだなんて、

自分の方が死ぬには、あまりにも低確率の賭けであり、

とても、殺されてもいいと思っている人間のやる行動とは思えない。

結局、どんなに不幸ぶったって、いじめっ子なんて、メチャクチャ甘いのである。

無抵抗の相手に対してしかストレス発散できない時点で、とんだ臆病者だとも言えるのだが。

そして、被害者の方は、別に、こんな卑怯者とわざわざ心中したいとも思っていないのだ。

人生に絶望して、破滅したいと言うよりは、しぶとく幸せに戻りたいと考えているのである。

そんな平和な生活をグチャグチャにされて、



被害者にしてみれば、加害者ははなはだ迷惑なだけと言えよう。

お前の身勝手なわがままなんかに巻き込むな、というのが正直なところなのである。

犯人がいかなる不幸な身の上であっても、無差別殺人は許されないように、

いじめもまた、絶対に認められない行為なのだ。



道徳思想はいじめ被害者の敵？

前章「いじめっ子の甘え」で、

国の法律システムが邪魔になって、被害者は加害者に報復できない事を説明したが、

実際には、あらゆる道徳思想、倫理概念が、被害者の足かせになっていると考えてもいい。

一般に推奨されている善人的行為としては、

「他人に優しくしよう」

「誰かが多少のイケナイ事をしても、寛大な気持ちで許してあげよう」

などがあるが、

いじめっ子相手でも、それらの態度を貫こうとすると、

必然的に、無抵抗でいじめられるしかなくなってしまうのである。

そこまでバカ正直に善人になろうとする方が愚かなんじゃないか、と言う人もいるかもしれな

いが、

まだ純粋な心を持った子供たちに、狡猾に人を振り分けてしまえるような計算高さはない。

しかも、

「いじめをする方も可哀相なんだ」なんて事を無責任に力説してるヤツらが、

さらに、被害者のいじめっ子に歯向かおうとする気持ちにブレーキをかけてしまう。

そんな、

いじめっ子も学校教育の犠牲者だとか、

その子もその子なりに、別の場所では辛い思いをしているものなのだ、

みたいな事を聞かされてしまうと、

なおさら、被害者も、いじめっ子を絶対悪と見なして、立ち向かえなくなってしまうではないか

。

このように、

たとえ事実の一面をついていたにしても、加害者擁護論は、

広い目で見たいじめ対策にとっては、有害なヘリクツにもなるのである。

と言うか、子供に学ばせようとする道徳とかヒューマニズム自体が、

すでに「悪い子を押さえつけられなくなる」という形でマイナスに機能しているのだ。

そして、本来は、それらの道徳や倫理概念を学ばねばいけない加害者たちが、

全然、それらを守ろうとする態度も見せようとせず、

一人勝ちのような状態で、いじめや犯罪行為をやり放題と言う結果になってしまうのである。

 
ここで、なぜ、私が、倫理や道徳の事を強く強調しているのかと言うと、

そもそも、道徳や倫理とは、正直者を苦しめる為の間違った教えなどではないからである。

人類が、それこそ宗教やら哲学などを通して、

何千年も前から磨きあげてきた崇高な思想が、倫理とか道徳なのだ。

それなのに、



倫理や道徳を守ろうとすると、逆に自分が不幸になってしまうと思って、

誰もそれらの教えを遂行しなくなってしまうと、

文明も社会も、皆が身勝手でずさんで野蛮な状態に逆戻りしてしまう。

実際、いじめがあって、それが放置されている教室は、

まさに、倫理や道徳のない世界のプロトタイプのようなものなのだ。

いじめのある教室では、

本当は、被害者のいじめられっ子だけではなく、

傍観者や加害者たちすら、心に不安を抱きながら、過ごし続けている。

もしかすると、ちょっとしたミスで、今度は自分も被害者になるかもしれないからだ。

いじめつつも、彼らも全然、その状態に心から満足してはいないのである。

それが、道徳や倫理をおざなりにした世界の矛盾した怖さなのだ。

そうやって、道徳や倫理を守れずに育った子供たちが成人となり、社会へ巣立ってゆくと、

彼らは、そのまま、社会にも道徳概念不信の生き方をまき散らしてゆく事になる。

学校だけではなく、社会そのものも、道徳や倫理が貫かれない状態に染まってゆくのだ。

人々は、正義とか法とかを信じなくなり、絶対的に守ろうという意志もなくなり、

むしろ、正義や法なんかは欺いて、ずるがしこく立ち回る事こそ、

自分が幸せに生きていける最良の教えだと思うようになってゆく。

かくて、社会はだまし合いに満ち、純粋な愛も善意も得られない偽りの世界にと化してゆくのだ

。

でも、そんな偽善的な世の中で、ほんとに皆は真に安らげるのだろうか？

いじめを無くす為に努力したり、自分も被害を被ったりするのは、

誰もが嫌だと思う事で、誰も関わりたくないものなのかもしれないが、

それでも、こつこつと、その作業を行っていかないと、

卒業した後も、社会に出てからも、

その不安の延長に脅かされ続ける報いを受ける事になるのである。



みんな仲良く、はイジメの温床？

いじめの原因は

「皆で仲良く遊ばないからだ」

と主張する人たちがいる。

なるほど、仲間はずれや陰口などのイジメを見てたら、

確かに、そのようにも感じるかもしれない。

しかし、一方で、いっしょに遊んでるようで、

実は特定の子供がいじめられているようなパターンも決して少なくはないのだ。

こうしたケースだと、加害者の方は、仲良しの友達のふりをして、いじめる形となる。

プロレス（格闘）ごっこと称して、弱い子ばかりが集中的に攻撃されたり、

「貸して」とか「おごって」とか言って、一人の子供からばかり多額のお金をせしめたりとかだ

。

こうしたいじめ方の場合で、ひどくやっかいなのは、

被害者側が自分ばかり何かさせられるのを嫌がった時、

反対に、加害者の方が「オレたち、友達だろ」みたいな言い方をして、

拒絶する被害者の態度の方がまるで悪い行為であるかのように思わせてしまい、

被害者がうまく反発できないように縛り付けてしまう点である。

まさに「皆で仲良く」という勧めが、

逆に、いじめを助長してしまう道具に使われてしまう訳だ。

「皆で仲良く」という発想は、それ以外の場所でも、

いろいろと、いじめにつながりかねない火種の要素を秘めている。

たとえば、嫌いな人や不快を感じる相手とムリに一緒に居続けようとすると、

やがては、ストレスが頂点に達してしまい、

ついには自分を抑えきれなくなって、いじめたり、ケンカにもなりかねないだろう。

「皆で仲良く」の教えを守ろうとして、合わない子供とも無理して遊ぼうとした結果、

ムダに、いじめやケンカに発展してしまうと言う事態だって、十分にありうるのである。

あまり、他人や全体の事など気にしないで、気楽に過ごしていれば、

いじめなどしなかったかもしれない子供までもが、

大人たちのおせっかいな指導に従おうとしたばかりに、

その余計な行動をしたせいで、悪い子になってしまう可能性もあるという事だ。

さらに、極め付きは、

被害者側だって、ほんとは、いじめっ子なんかと「仲良く」したくないかもしれないのである。

いくら、仲直りしたように見えても、加害者はまた自分の事をいじめるかもしれないのだ。

その恐れがある以上は、元いじめっ子たちの事がまだ怖くて、

とても「仲良く」なんて出来そうにない被害者だっているのである。

いじめが解決した証しとして、加害者と強制的に一緒の行動をとるように仕向けられるのは、



被害者にしてみれば、辛いいじめの延長になったりもする訳である。

「皆で仲良く」なんて、しょせんは理想論にすぎない。

そもそも、肝心の大人たちが、嫌いな相手と「仲良く」なんかは出来てないではないか。

状況によっては、嫌いな人間同士は干渉し合わないように遠ざけさせた方が、

はるかに、いじめや争いなんかを回避できるものなのである。



傍観者を責めないで！

人によっては

「いじめの傍観者も同罪だ」

と強く主張したりもするが、

私は、この意見にはあまり好意的ではない。

実行者（加害者）と傍観者では、あまりにも立場が違い過ぎる。

もし、このような発想が通るのであれば、

たとえば、ある国が戦争をおっ始めた場合、

その国の指導者だけではなく、

その指導者に従った国民全員も同罪だという事にもなってしまうだろう。

歩行者天国でいきなり無差別殺人が起きた時、

止めに入らなかった通行人全てが殺人者だと言う理屈にもなりかねない。

いじめの被害者の中には、

その受けた虐待への辛い思いで頭がいっぱいになってしまい、

あげくは、憎しみが周囲全体へと均等に向けられて、

加害者のみならず、クラスや学校そのものへまで怒りをぶつけてしまう人もいるが、

これは少し行き過ぎた反応でもあるのだ。

冷静に分析できれば気が付けると思うのだが、

傍観者にも、さまざまなレベルがあり、全員をいっしょくたにすべきではない。

犯罪者だって、その立場によって罪の軽減が変わるように、

いじめの加害者にしても、その行為内容によって差別化する事はとても重要なのだ。

むしろ、それをしないと、本当の罪の所在を曖昧にしてしまう恐れも出てくるのである。

「いじめは学校全体の責任だ」とか

「傍観者も加害者の片割れだ」

などと言ってみれば、

何となく、奥の深い、真理をついた発言のようにも見えるかもしれないが、

そんな事を聞かされると、

肝心の筆頭加害者までもが、その気になってしまい、

自分のした行為（いじめ）に対する責任意識も薄れて、

周りの連中も皆、悪いんだとばかりに、

何の反省もなく、いじめを続けるようになってしまう危険性もあるのだ。

いじめは、加害者だけが行為をやめれば、きちんと収束するものなのである。

だから、ここに、それ以上のよけいな真理をはさむ必要はなく、

筆頭加害者だけに責任追及を行ない、対処する事が、

いじめの早急な解決につながるものなのだ。

よって、被害者は、今がどんなに辛くても、



誰が本当の加害者で、傍観者は決して悪くない事を、

しっかりと見極めてほしい。

純粋な傍観者は、真の悪ではないのである。

「干渉しない」のは、

「直接いじめる」「いじめを指図する」「加害者に同調する」

などとは、態度がはるかに違う。

選挙の浮動票と同じであり、

いつか、いじめの状況が逆転した場合に、

自分の心強い味方にもなってくれるかもしれないのである。

傍観者によけいな悪意を向けて、わざわざ敵に回してしまうのは実に愚かな行動なのだ。



いじめっ子びいき

学校のいじめの話をしていると、

なぜか、必ず一人は、

いじめっ子をかばうような意見を口に出す人間が現われる。

話を聞いていると、そいつ自身がいじめっ子だからと言う訳でもないらしい。

まるで良識人ぶった態度で、いじめっ子をかばいたいだけらしいのだ。

「いじめをする」と言う行為自体は、

よほどのヘリクツをこねないと正当化のしようがないので、

たとえば、いじめをする子も本当は可哀相なんだとか、

あるいは、話をそらすかのように、

いじめを放置してる学校が悪いとか、見て見ぬ振りの傍観者が悪いとか、

とうとう、やられっぱなしの被害者の方が良くない、なんて事まで言いだす。

彼らは、なぜ、そうまでして、いじめっ子の事をかばいたがるのだろう？

教室内の傍観者みたいに、加害者の味方をしないと、自分もいじめられるとか、

そんなやむを得ない理由がある訳でもないのにも関わらずだ。

そもそも、人間の心情としては、

判官びいきと言うか、不利な立場の存在に味方したくなる気持ちがあるようである。

いじめの論議をした場合は、

「いじめは悪い」という前提がある以上、普通は加害者側が不利になってしまう。

そこで、こうした議論の場においてさえ、

何が正しくて、誰が本当に可哀相なのかとは関係なく、

不利ないじめっ子の方を、つい、かばいたくなってしまう人がいるみたいなのである。

さらに、多数派の意見に一人で果敢に立ち向かってみせるのは、

何となく、かっこよく感じたりもするものだ。

つまるところは、現実を見極める事はもうどうでも良くて、

ただ、自分をかっこよく見せたり、目立ちたい為だけに、

いじめっ子擁護を展開するヤツまで現われる訳である。

なおかつ、いじめ問題がマスコミなどで大々的に取り上げられた場合は、

いじめっ子は完全に社会全体の悪者扱いと化す。

このような状況では、

事件そのものではなく、社会の画一的な物の考え方の流れに対して反感を抱く者もいて、

そうした人も、ほんとは加害者に同情してるくせでもないのに、

反骨精神ゆえに、いじめっ子をかばったりするのだ。

ここまで書けば、大体、お分かりいただけただろうと思うが、

こうした人たちは、単純に多数派に反対したいだけなのであり、

別にテーマはいじめにこだわらなくてもいいのである。



彼らとしては、深い悪気も無いのかもしれないが、

いじめを無くそうと真剣に考えている人たちにしてみれば、

このような、軽い気持ちでいじめ問題を語ろうとする連中は本当に迷惑だ。

いじめっ子をかばうような主張は、いじめっ子に甘えの気持ちを与え、

その子の、いじめを止めようという気持ちを薄めてしまいかねないからだ。

当然の事ながら、いじめっ子擁護者たちと言うのは、

そんな弊害がある事までは、まるで考えもせずに、

適当に、加害者をかばうような事をわめいているだけなのだろう。

あげくの果ては、どうしても、いじめっ子批難の多数派に勝てないとなると、

「いじめっ子ばかりを悪者扱いするお前たちの態度もいじめだ」

なんて事まで言い出して、

自分はこそこそと逃げ出そうとしたりするのだ。

ちなみに、こいつらは、あまりにも、いじめの現実を知らなすぎる。

社会規模では、いじめっ子の方が悪いと言う認識の方が多数派なのかもしれないが、

リアルの教室内においては、

いじめ被害者こそが絶対的な少数派で、孤立しており、

議論などではなく、きちんとした形でかばってあげなくてはいけない存在なのだ。

そのような重要な部分も考慮しないで、

議論上において、呑気に、いじめっ子をかばうような事を言ってるヤツなんて、

まさに、いじめ問題を熱心に考えてないのもいいところであり、

直接いじめ行為に携わってなくても、

その内面的なものは、果てしなく、いじめっ子に近いとも言えるのかもしれない。



いじめられっ子サクセス物語の落とし穴

古くは野口英世から、

最近なら、北海道出身のプロボクサーチャンピオンまで、

昔いじめられていた人が、その悔しさをきっかけにして、

将来、人生で成功をおさめるという話題は、

あちこちで聞く事ができる。

このような話は、今いじめられている人たちにとっては、

自分も将来、成功できるかもしれないという希望を与えて、

自殺や自暴自棄などの防止にもつながってくれるかもしれない。

いじめ被害者の周辺の人が、

「キミだって、きっと幸せになれるさ」と慰める為の例に使ったりとかも、

利用できるだろう。

しかし、こうした成功者のケースがあまりに強調されるあまり、

「いじめられたからって、クヨクヨしないで、

その悔しさをバネに、これらの先人みたいに成功してみろ」

みたいな考え方にまで発展してしまうと、

それはそれで、いささか問題がある。

いじめられた人間を、成功したか否かで、二つに分けてしまいかねないからだ。

そして、成功しなかった人たちの心には、

いじめられた上に、さらなる絶望と屈辱も与えかねないのである。

なおかつ、その人が成功できなかったのは、

その人の努力不足のような印象すらも皆に抱かせかねないのだ。

でも、ちょっと考えれば分かる話だが、

いじめられて、そののち、成功した人なんて、実際はほんの一握りにすぎない。

もともと、チャンピオンとかリーダーなどのポストの数は限られているので、

その地位に、全てのいじめ被害者が登りつめれるはずがないのだ。

さらに、そうした地位の事は、いじめ被害者以外の人間だって目指していて、

彼らだって、きちんと、それらの成功を手にしている。

つまり、成功した理由は、別にいじめられたからなのではなく、

最終的にモノを言うのは、本人の素質とか幸運とかなのであり、

いじめはきっかけになっていても、そのきっかけで全ての人が成功できる訳でもないのだ。

そのへんの正しい事実関係を十分に考慮もせず、

いじめ被害者は、悔しさをバネに努力するのが当たり前なのだと思われてしまうと、

ネガティブな方向（自殺や加害者への憎悪など）に進まざるをえなかった被害者の事を、

人生の敗北者や負け犬として見下すような認識まで広がってしまう。

でも、本当は、人生の大成功なんて実現できない被害者の方がはるかに多数派なのだ。



ゆえに、

「いじめられた人間は、ネチネチ憎んだり怒ったりせずに、

その悔しさをバネに、成功した○○博士とか××選手みたいに、努力をすべきだ」
なんてメッセージも、そんな発想ばかりをもてはやそうとする風潮とかも、

私は大嫌いである。



いじめ知らず

これまで、すでに多数の不快ないじめ発想を切り捨ててきたが、

これらの考えを堂々と述べている連中の事を思い出すと、

それだけでも、また無性に腹が立ってくる。

なぜ、彼らは、ここまで安易な考え方をして、

現実を理解もせず、平気で言い広めたりできるのだろうか。

きっと、彼らは、実際のいじめの状況をあまりにも知らなさすぎるのだ。

彼らだって、長い人生においては、

自身がいじめられそうになった事も、

あるいは、いじめの現場を近くで目にした事もあるはずであろう。

彼らにしてみれば、それらのいじめの状況は、

被害者側が抵抗する事で何とかなったのかもしれないし、

運良く、再発いじめとかも受けなかったのかもしれない。

しかし、彼らが経験したいじめだけが、

全てのいじめと共通しているとも限らないのだ。

いじめのきっかけや展開の仕方、その時の環境などは、多種多様に広がっている。

自分の知っているいじめは、このような方法で解消できたからと言って、

全てのいじめに、その方法が適用できるとは考えるべきではないのだ。

車が動かなくなった場合、

ガソリンさえ入れれば、また、すぐ動く、と断言できないのと同じである。

「いじめられたら抵抗しろ」とか「いじめられない性格になれ」とか、

そんな一面的な事だけしか思いつかないのは、

まさに、その人が、いじめの実態を部分的にしか知らない証しなのだ。

 
さらに、そんないじめ知らずの奴らが、

いじめの現実をより誤認している理由は、

フィクションの存在も影響していると考えられるだろう。

テレビドラマやマンガ、小説などにも、

いじめのシーンは頻繁に出てくる。

しかし、これらのフィクションでは、

読者のカタルシスも考慮している為、

内容に大きな片寄りがあり、必ずしもリアルないじめ実情を再現している訳でもなく、

いじめの内容が現実のもの以上に誇張されていたり、

あるいは、被害を受ける主人公が最終的には必ず救われたり、

加害者たちが絶対に悲惨な末路を遂げたり、

大体は、ハッピーエンディングなストーリー構成に仕上がっているものなのだ。



こんな予定調和的展開のいじめ話ばかりを目にしていると、

しまいには、現実のイジメも、これと同じようなものだと錯覚しだすようになってしまう。

フィクションのいじめでは、

主人公が強くなって、加害者を撃退したりするパターンが多いのだが、

実生活のいじめでも、同じ展開が可能のように思えてきてしまうのだ。

しかし、フィクションはどこまでもフィクションなのである。

そこで描かれるのは、いじめを撃退するスカッとするシーンまでなのだ。

でも、現実世界では、その続きもある。

いじめっ子が反撃に出て、より陰湿な再発いじめが起きるかもしれないし、

いじめっ子を暴力でねじ伏せた被害者が、新しい加害者扱いされてしまう可能性もあるのだ。

フィクション上で、

いじめられそうになった主人公が逃げ出して、いじめの難を逃れると言う展開でも同じ。

フィクションなら、そこで「いじめのエピソード」は終わりにもできるかもしれないが、

現実世界では、やはり、その後の事も考えなくちゃいけないのだ。

いじめられそうになって、その場は逃げ出したとする。

だが、現実世界だと、たいがいはまた、いじめっ子と再会せねばならず、

その時に、今度は「あの時は逃げやがって！」と、倍、いじめられる恐れがあるのだ。

「いじめられそうになったら、なぜ逃げないんだ」と安易な意見を口にする人もいるが、

フィクションから、いじめの光景を思い浮かべているような連中には、

そんなリアルな事情も分からないのであろう。

フィクションで、いじめっ子をやっつけたり、被害者が強くなったりする話は、

それはそれで楽しい。

とは言え、作り話（フィクション）でその種の話が提供されやすいのは、

逆に考えると、

「そうなって欲しい」という憧れや願望の為なのであり、

むしろ、現実では、そういう理想的な展開が難しいと言う事を暗に示唆しているのだ。

ゆえに、本気で、フィクション的ないじめ解消法をマジメに語っている奴らなんて、

何も分かってないイジメ知らずばかりなのである。
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