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[PR] すぐ審査に通る？銀行カードローンは、一括比較で

毎日新聞 2016年11月9日 20時15分 (最終更新 11月10日 08時06
分)

福島避難
中１男子いじめで不登校に　転校先の横浜で

関連ニュースはこちら

福島県 事件・事故・裁判 速報 すべて表示する

　東京電力福島第１原発事故で福島県
から横浜市に自主避難した中学１年の
男子生徒（１３）が、転校先の横浜市
立小学校で同級生のいじめを受けたと
して不登校になっていることが分かっ
た。保護者が市教育委員会に被害を訴
え、市教委の第三者委員会がいじめと
認定して報告書にまとめた。生徒側は
「（原発事故の）賠償金をもらってい

るだろう」と言われ金銭を要求されたと説明している。 

　報告書などによると、生徒は小学２年だった２０１１年８月に福
島から横浜市立小に転入したが、同級生から名前に「菌」をつけて
呼ばれたり、暴力を振るわれたりするいじめを受け、一時的に不登
校になった。また、５年の時には「賠償金をもらっているだろう」
と因縁をつけられ、ゲームセンターでの遊興費として１回あたり５
万～１０万円を約１０回、１０人前後に支払わされたと第三者委の
調査に説明したという。 

　生徒の保護者が１４年に学校に伝えたが、学校はいじめ防止対策
推進法で定義された「重大事態」と判断せず、その後もいじめは断
続的に続いた。保護者が１５年、市教委に改めて被害を訴え、本格
的な調査が始まった。報告書は「避難で内面的な問題を抱えた生徒
への配慮に欠ける。積極的に対応する姿勢がうかがわれない」と指
摘し、「教育の放棄に等しい」と厳しく批判している。 

　市教委は９日に記者会見して「市教委、学校の対応が不十分だっ
た」と認めた。だが、この問題について「個人情報にかかわる。子
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毎日新聞のアカウント

公式／ディアナコート日本橋浜町
詳しくはこちらディアナコート日本橋浜町

ピックアップ

話題の記事
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相 

アクセスランキング

毎時01分更新

RSS

新聞宅配申し込
み

デジタル申し込
み

患者と医療を守る
「医薬品副作用被害救済制度」とは？

現代詩作品を募集中！城西大学が留学生
を対象にした詩歌賞「帰路賞」を創設

1時間 1日 1週間 SNS 動画

ツイッター
「嫌がらせ」対策導入　不快なツ
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福島アプリ
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遠隔操作で「手応えあ
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どもの成長の過程に影響が出る」などとして、いじめの詳細や被害
にあった生徒の性別すらも明らかにしていない。【水戸健一】 

不登校のわけ＝小国綾子

夫婦げんか　高速道に夫を置き去り

パキスタンの「妻を殴る権利」法案

「２次会行く？」で口論　交際女性を線路に突き落とした慶大生逮捕

ケーキ店１９歳バイト女子
が請求された制服代５万円 

下流化ニッポンの処方箋
日本の紅茶は甘すぎ! ミル
クティの“ロイヤル”って
何!? イギリス人が嘆く
「ココが変だよ日本の紅
茶」 

グルメ
義理の娘ドリカム吉田も沈
痛…中村が“代弁”「大切な
お母さん」 

りりィさん死去
ジャンプの人気マンガが次
号最終回　8年の連載に幕 

トリコ

診療で感じる「乳がんにな
りやすい人」 

明日のきれいのつくり方
中３男子はねられ死亡　自
殺か 

ＪＲ日豊線
超高い壁「恋愛・結婚・子
供」で揺れる男子たち 

育児サバイバル
４人死亡は無理心中か　灯
油まいた跡 

新潟住宅火災

「やりたくない」から「勉強楽しい！」に変えるため、入学前の今取り組むべきこととは？ (ベネッセコーポレーション)

日本人は英語をわざわざ難しくしている？常識を覆す勉強法が驚愕 (Let's English！ by SPRING)

編集部のオススメ記事

のマークについて

今週のおすすめ

いじめ
３年生全員が加害者…新潟・糸魚川
の相撲クラブ 

いじめ
不登校生徒の手記詳細　福島から横
浜に避難 

オプジーボ
「二度となし」製薬業界が反発　薬
価引き下げ 

青森・１４年高２死亡
「いじめ自殺、考えて」　母親が氏
名公表 

「トランプ氏を支持し
た米国にも『回復力』
はある」
　◇絶望せず、差別と
闘え　原色のネオンの灯が、晩秋の木枯
らし…

駆け付け警護 武器使
用に残る不安
　南スーダンの国連平
和維持活動（ＰＫＯ）
に参加する陸上自衛隊…

森見登美彦さん 「作
家10周年」に3年か
かった訳
　（小学館・１５１２
円）　◇３年かかった「１０周年」　京
都を…

終活・シニアライフ特集
介護・住まい、葬儀、相続、認知
症など完全網羅してわかり易く解
説！

アジアの建築交流国際シンポ
日中韓建築学会共催。建築をめぐ
る多様なテーマを横断的に議論

本選結果発表！
第１６回インターネットによる高
校生小論文コンテスト

人気推理作家が語る
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写真 動画 有料会員向け 検索 ログイン会員メニュー宅配申込総合案内毎日新聞社

トップ 社会 政治 経済 国際 サイエンス スポーツ オピニオン カルチャー ライフ 教育 地域 English 紙面ビューアー

総合 事件・事故・裁判 気象・地震 話題 皇室 訃報 人事 東日本大震災

詳細【デジタル毎日】いまなら500円　12月末まで読み放題

[PR] すぐ審査に通る？銀行カードローンは、一括比較で

毎日新聞 2016年11月15日 21時17分 (最終更新 11月15日 23時16
分)

いじめ
福島から避難生徒、手記を公表　横浜の中１

関連ニュースはこちら

社会一般 福島県 速報 社会

生徒側の代理人が公表した生徒の自
筆の手記。一部はプライバシーに配
慮して黒塗りにされている＝横浜市
中区で２０１６年１１月１５日午後
７時、水戸健一撮影

　東京電力福島第１原発事故で福島県
から横浜市に自主避難した中学１年の
男子生徒（１３）が、転入先の市立小
学校でいじめを受けて不登校になった
問題で、生徒側の代理人の弁護士が
１５日、記者会見し、生徒の手記と保
護者の声明を公表した。生徒は手記の
中で「いままでなんかいも死のうとお
もった。でも、しんさいでいっぱい死
んだからつらいけどぼくはいきるとき
めた」などと書き記していた。【水戸
健一、福永方人】 

　生徒は小学６年だった昨年７月、学
校や加害者側との話し合いをする中でノート３ページにわたって思
いを書き留めた。（原発事故の）賠償金をもらっているだろうなど
と言い掛かりをつけられて金銭を要求されたり、ばい菌と呼ばれ
「放射能の影響ではないか」と不安になったりした経緯が記されて
いる。いじめは小学２年から５年まで続いたという。 

　一方、保護者は声明で「学校は金銭の要求を知っていながら、
（保護者に）連絡もしてくれなかった」と批判。問題発覚を受け、
市教育委員会の第三者委員会が公表した報告書のうち、いじめの内

［PR］

＜不登校生徒の手記詳細＞

＜福島避難の中１いじめで不登校に　転校先の横
浜で＞

＜人生相談＞いじめに学校が対応しない＝回答
者・高橋源一郎

毎日新聞のアカウント

ピックアップ

話題の記事

アクセスランキング

毎時01分更新

RSS

新聞宅配申し込
み

デジタル申し込
み

患者と医療を守る
「医薬品副作用被害救済制度」とは？

住まいを探すなら、毎日新聞 X 
SUUMO
住宅情報ナビで！毎週更新中。

1時間 1日 1週間 SNS 動画

ツイッター
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外部サイトのおすすめ記事
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容を記した多くの部分が黒塗りだったことに触れ「詳細を公表して
ほしいと市教委に伝えたのに遺憾だ」と訴えた。 

　これに対して岡田優子教育長は同日、記者会見し「学校と市教委
が共同して対応することができず申し訳なく思っている。報告書の
全面公表を要求されたとは受け取っていない」と述べた。今後、関
係者への聞き取りを改めて実施する。 

悔しさ、絶望感記す 
　代理人によると、手記は生徒が「同じようにいじめられている子
どもの励みになれば」という思いで公表した。原発事故を「ネタ」
にしたいじめに傷ついた心情や抵抗できなかったことへの悔しさが
記されている。 

　金銭の要求については「ばいしょう金あるだろと言われむかつく
し、ていこうできなかったのもくやしい」と心情を吐露。「ていこ
うするとまたいじめがはじまるとおもってなにもできずにただこわ
くてしょうがなかった」とつづった。 

　ばい菌と扱われたことには「ほうしゃのうだとおもっていつもつ
らかった。福島の人はいじめられるとおもった」と明かした。 

　また、学校の対応について「いままでいろんなはなしをしてきた
けど（学校は）しんようしてくれなかった」などと振り返り、「な
んかいもせんせいに言（お）うとするとむしされてた」と絶望感を
にじませた。 

高２女子自殺　部活いじめと因果関係認定せず　福島

「２次会行く？」で口論　交際女性を線路に突き落とした慶大生逮捕

義理の娘ドリカム吉田も沈
痛…中村が“代弁”「大切な
お母さん」 

りりィさん死去
超高い壁「恋愛・結婚・子
供」で揺れる男子たち 

育児サバイバル
撮影現場で“おじさんキ
ラー”ぶり発揮　吉岡秀隆
「一瞬、恋に落ちた」 

綾瀬はるか
日本の紅茶は甘すぎ! ミル
クティの“ロイヤル”って
何!? イギリス人が嘆く
「ココが変だよ日本の紅
茶」 

グルメ

２年間無給で牛乳配達「や
めたら、お年寄りが困る」 

青森
父「顔殴った」　母「翌朝
けいれんし死亡」 

堺男児不明
ケーキ店１９歳バイト女子
が請求された制服代５万円 

下流化ニッポンの処方箋
やっぱり苦労人　世界的ブ
レークも「ほとんどバイト
生活」 

ピコ太郎

唖然…子供が勉強しない原因は親にある？知っておくべき原因とは (Let's Study！ by ジャストシステム)

「コインパーキング事業」、土地活用としてのメリットとは？ (土地活用ラボ by　大和ハウス工業)

編集部のオススメ記事

のマークについて

今週のおすすめ

「嫌がらせ」対策導入　不快なツ
イートなど 

いじめ
３年生全員が加害者…新潟・糸魚川
の相撲クラブ 

いじめ
不登校生徒の手記詳細　福島から横
浜に避難 

オプジーボ
「二度となし」製薬業界が反発　薬
価引き下げ 

青森・１４年高２死亡
「いじめ自殺、考えて」　母親が氏
名公表 

「トランプ氏を支持し
た米国にも『回復力』
はある」
　◇絶望せず、差別と
闘え　原色のネオンの灯が、晩秋の木枯
らし…

駆け付け警護 武器使
用に残る不安
　南スーダンの国連平
和維持活動（ＰＫＯ）
に参加する陸上自衛隊…

森見登美彦さん 「作
家10周年」に3年か
かった訳
　（小学館・１５１２
円）　◇３年かかった「１０周年」　京
都を…

こんな公園あったらいいな
第１回こんな公園あったらいいな
コンクール受賞作品決定

終活・シニアライフ特集
介護・住まい、葬儀、相続、認知
症など完全網羅してわかり易く解
説！

＜北海道大学ＣＯＩ＞
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