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共存共栄研究センター 
 

 



 

はじめに 
 

 

 文部科学省の「問題行動調査」で、２０１５年

度に全国の小中高校等が認知した「いじめ」の件

数は、前年度比３万６４６８件増の２２万４５４

０件で、１９８５年度の調査開始以来最多でした。 

 

 

「いじめ」は、共存共栄の世の中を実現させ、維

持する上で、避けては通れない重大な問題です。  

 

「いじめ」は、「いじめ」を受けた児童の教育を受

ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長

及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、

その生命または身体に重大な危険を生じさせるお

それがあります。  

 

 

 また、「いじめ」は、「いじめ」をする児童にと

っても、幸福な人生を送る妨げとなります。  

 

 基本的に、「いじめ」は、複数の人が個人または

少数の人に対して行ないますが、「いじめること」

を「悪いこと」と認識していない人の集団にあっ



ては、自分が、いつ「いじめられる側」になるか

分かりません。  

 

 ですから、「いじめ」をする集団の中にいると、

常にその緊張感を持ち続けることになり、精神的

に落ち着くことができなくなります。  

 

 また、「いじめること」を「悪いこと」と認識し

なくなると、つまり、それを普通のこととする価

値観や思想を持つようになると、誰と接するとき

でも、自分が「いじめられる側」にならないよう

に警戒したり、勝ち負けにこだわるようになるの

で、いい人間関係を築くことができなくなります。 

 

 また、「いじめ」をする人は、本質的には嫌われ

ているので、たとえ仲間が多くいるように見えて

も、最終的には孤独になってしまいます。  

 

 

 このように、「いじめ」は、「いじめ」を受ける

児童も「いじめ」をする児童も不幸にしてしまう

ものなのです。  

 

「いじめ」と言うと、「いじめ」を受ける児童の幸

福が損なわれるという点にのみ目が向きがちです

が、実際は、「いじめ」を受ける児童と「いじめ」

をする児童の双方の幸福が損なわれる重大な問題



なのです。  

 

 

 さて、共存共栄研究センターでは、この「いじ

め」を、共存共栄の世の中を実現させ、維持する

上で妨げとなる重大な問題と捉え、その「原因」

と「解決策」について考えています。  

 

 結論から言うと、「いじめ」が起こる根本的な「原

因」は、「いじめ」をする人が、「『人間関係をいい

状態にすること』を当然のこととする思想（考え）」

を持っていないからです。  

 

 そして、「いじめ」を完全になくすための「解決

策」は、全ての子供を「大和思想を持った人間」

「『人間関係をいい状態にするために必要な能力』

を身に付けた人間」に育てることです。  

 

 また、そのために必要なことは、「家庭教育」を

しっかり行なうことと、「学校教育」をしっかり行

なうことと、「メディアのあり方」を正すことです。 

 

 

 これから、これらについて、順番に説明してい

きたいと思います。  

 

 



 

 いじめの「原因」と「解決策」

について 
 

 

 ２０１５年度に全国の小中高校等で、２２万４

５４０件の「いじめ」がありましたが、彼らは、

なぜ「いじめ」をするのでしょう？  

 

 彼らが「いじめ」をする「原因」は、いくつか

ありますが、根本的な「原因」は、彼らが「人間

関係をいい状態（互いの尊厳が保たれている状態）

にすること」を当然のことと考えていないからで

す。  

 

 つまり、「『人間関係をいい状態にすること』を

当然のこととする思想（考え）」を持っていないか

らです。  

 

 

「思想」とは、「その人の『生き方』や『行動』を

決定付けている考え」「その人が『生き方』や『行

動』を決定するときに『判断の基準』にしている

考え」のことなので、「思想」と「その『思想』を

持っている人の行動」は関連しています。  



 

 例えば、「『自分さえ良ければいい』という考え

（思想）」を持っている人は、あらゆる場面で、「自

分勝手」な「わがまま」な行動をします。  

 

 また、「『共存共栄の世の中を維持して生きる』

という考え（思想）」を持っている人は、あらゆる

場面で、相手を「尊重」し、「気遣い」をし、「調

和」を乱さない行動をします。  

 

 また、「『目的を実現させるためには努力をする

必要がある』という考え（思想）」を持っている人

は、「目的」を実現させるときには、必ず「努力」

をします。  

 

 

 同じように、「『いじめること』を『悪いこと』

とする思想（考え）」を持っていない人は、当然、

罪悪感を感じることなく「いじめ」をします。  

 

 また、そのような人に「いじめをするな」と言

っても、その人は「いじめること」を「悪いこと」

と考えていないので、効果はありません。  

 

 逆に、「『人間関係をいい状態にすること』を当

然のこととする思想（考え）」を持っている人は、

何も言わなくても「いじめ」などしませんし、「い



じめられている人」を見たら助けようとします。  

 

 

 このように、「思想」と「その『思想』を持って

いる人の行動」が関連していることから、「いじめ」

をする人が、「『人間関係をいい状態にすること』

を当然のこととする思想（考え）」を持っていない

ことが分かるのです。  

 

 また、そのことから、「『人間関係をいい状態に

すること』を当然のこととする思想（考え）」を持

っていないことが、「いじめ」をする根本的な「原

因」だと言えるのです。  

 

 ※「思想」と「その思想を持っている人の行動」

の関連性について詳しく知りたい方は、大和思想

の一章の「『思想』と『その思想を持っている人の

行動』と『その行動の結果起こること』の関連性

について」をお読みください。  

 

 

 さて、「いじめ」をする根本的な「原因」は、そ

の人が「『人間関係をいい状態にすること』を当然

のこととする思想（考え）」を持っていないからな

ので、「いじめ」を完全になくすためには、全ての

子供を、「『人間関係をいい状態にすることを当然

のこととする思想（考え）』を持った人間」に育て



る必要があるのですが、共存共栄研究センターで

は、大和思想が、その思想としてふさわしいと考

えます。  

 

 

 大和思想とは、「『世の中の全ての人が、自ら率

先して、普段自分が関わっている全体をまとめる

こと』によって『共存共栄の世の中』を実現させ、

世の中の全ての人と共に『幸福』になる」という

思想です。  

 

 このような思想を持っている人は、「いじめ」な

どしませんし、それだけでなく、常に、積極的に

人間関係を「いい状態（互いの尊厳が保たれてい

る状態）」にしようとします。  

 

 

 また、「いじめ」をする人の多くは、「自己肯定

感（『自分は認められている』『自分は愛されてい

る』『自分には価値がある』『自分は大切な存在だ』

等の自分を肯定的に捉える感覚）」が低いと言われ

ています。  

 

「自己肯定感」が低いから、他の人をいじめて自

分の立場を上げ、自分の存在価値を高めようとし

てしまうのです。  

 



 

 このように「自己肯定感」が低い原因（自分に

価値を見い出せない原因）は、その人が持つ「『人

間の価値』を測る判断の基準（価値観）」が、自分

の価値を見い出せないものだからです。  

 

 例えば、「成績がいい人には価値があり、成績が

悪い人には価値がない」という考えをその「判断

の基準」にしている人は、成績が悪かったら自分

に価値を見い出すことができません。  

 

 また、「容姿がいい人（かっこいい人、きれいな

人、かわいい人）には価値があり、そうでない人

には価値がない」という考えをその「判断の基準」

にしている人は、自分の容姿が良くなかったら、

自分に価値を見い出すことができません。  

 

 また、「裕福な人には価値があり、貧しい人には

価値がない」という考えをその「判断の基準」に

している人は、裕福でなかったら自分に価値を見

い出すことができません。  

 

 

 このように、自分に価値を見い出せない考え（価

値観）を「『人間の価値』を測る判断の基準」にし

ていると、当然、自分に価値を見い出すことがで

きないのですが、「いじめ」をする人の多くは、そ



のような考えを「『人間の価値』を測る判断の基準」

にしているのです。  

 ですから、彼らは「自己肯定感」が低いのです。  

 

 ですから、「いじめ」を完全になくすためには、

世の中がどうあろうと、周りの人がどうあろうと、

どのような状況にあっても、自分の努力次第で自

分に価値を見い出せる「判断の基準（価値観）」を、

世の中の全ての人が持つようにする必要がありま

す。  

 

 

 大和思想における人間の存在価値は「『共存共栄

の世の中』を維持、つくりだして生きる」ところ

にあります。  

 

「家族」「地域社会」「友人の集まり」「学校」「会

社」「国家」「世界」等の、普段自分が関わってい

る「全体」において、「『その全体をまとめるため

の働きかけ（その全体を共存共栄の世の中を維持

している状態にするための働きかけ）』をして生き

る」ところに、「人間の存在価値」があるのです。 

 

 ですから、「大和思想」においては、どれだけ「能

力が高い人」「成績がいい人」「容姿がいい人」「裕

福な人」「有名な人」「強い権力を持っている人」

であっても、「『普段自分が関わっている全体をま



とめる』ための働きかけ（『共存共栄の世の中を維

持、つくりだす』ための働きかけ）」を全くしてい

なかったら、その人は「価値のない人」になりま

す。  

 

 逆に、どれだけ「能力が低い人」「成績が悪い人」

「容姿が悪い人」「貧しい人」「有名でない人」「権

力がない人」であっても、「『普段自分が関わって

いる全体をまとめる』ための働きかけ（『共存共栄

の世の中を維持、つくりだす』ための働きかけ）」

をしているなら、その人は「価値ある人」になり

ます。  

 

 

 ですから、大和思想を持って生きれば、「子供」

「大人」「老人」「男性」「女性」「能力が高い人」

「能力が低い人」「裕福な人」「貧しい人」「政治家」

「国民」、また「職業」にかかわらず、「文化」に

かかわらず、「国籍」にかかわらず、誰でも、自分

に価値を見い出すことができますし、それができ

るので、「自己肯定感」を高く保つこともできるの

です。  

 

 ですから、世の中の全ての子供を「大和思想を

持った人間」に育てれば、「自己肯定感」が低いこ

とによって起こる「いじめ」を完全になくすこと

ができるのです。  



 

 

 また、大和思想を持っている人とは、大和思想

の五章（「大和思想を実践する人」のあり方）で説

明している次のような人です。  

 

「常に、自ら率先して、普段自分が関わっている

『全体』をまとめている」  

「常に、あらゆる『恩恵』に心から『感謝』して

いる」  

「常に、自分の『運命』を受け入れている」  

「常に、『共存共栄の世の中を維持、つくりだす物

事』と『共存共栄の世の中を乱す物事』を  

見分けている」  

「『論理的思考能力』を持っている」  

「『優先順位の一番』を『世の中全体』にしている

（自己犠牲の精神を持っている）」  

「『謙譲の精神』を持っている」  

「『優しさ』と『厳しさ』を持っている」  

「『勇気』と『精神的強さ』を持っている」  

「常に『平常心』を保っている」  

「常に『向上心』を持っている」  

「常に『真剣さ』を持っている」  

「常に『健康』を維持している」  

 

 

 また、大和思想を実践している人は、常に、大



和思想の六章で説明している、次の「人間関係の

ルール」に従っています。  

 

「相手を『尊重』する」  

「常に『気遣い』をする」  

「『年長者』は『年少者』をいたわり、導く」「『年

少者』は『年長者』に素直に従う」  

「男女は互いに『思いやり』を持って接する」  

「『親』は『子』をしっかり育てる」「『子』は『親』

をしっかり養う」  

「『老人』を敬う」  

 

 

 このような人は「いじめ」などしませんし、「い

じめられている人」を見たら助けようとします。  

 

 それだけでなく、常に、積極的に人間関係を「い

い状態（互いの尊厳が保たれている状態）」にしよ

うとしますし、実際にそれができるのです。  

 

 

 これらのことから、共存共栄研究センターでは、

大和思想こそが、「『人間関係をいい状態にするこ

と』を当然のこととする思想（考え）」としてふさ

わしいと考えるのです。  

 

 



「いじめ」を完全になくすためには、全ての子供

を、「『人間関係をいい状態にすることを当然のこ

ととする思想（考え）』を持った人間」に育てる必

要があります。  

 

 逆に言うと、全ての子供を、そのような人間に

育てれば、「いじめ」を完全になくすことができる

のです。  

 

 ですから、全ての子供を「大和思想を持った人

間」、さらに「『人間関係をいい状態にするために

必要な能力』を身に付けた人間」に育てれば、世

の中から完全に「いじめ」をなくすことができる

のです。  

 

 

 さて、ここでは、「いじめ」が起こる「原因」と

「解決策」について説明しました。  

 

 共存共栄研究センターが考える「いじめ」が起

こる根本的な「原因」は、「いじめ」をする人が、

「『人間関係をいい状態にすること』を当然のこと

とする思想（考え）」を持っていないからです。  

 

 そして、「いじめ」を完全になくすための「解決

策」は、全ての子供を、「大和思想を持った人間」

「『人間関係をいい状態にするために必要な能力』



を身に付けた人間」に育てることです。  

 

 具体的には、次のような人間（「『大和思想を実

践する人』のあり方」の状態）に育てることです。  

 

「常に、自ら率先して、普段自分が関わっている

『全体』をまとめている」  

「常に、あらゆる『恩恵』に心から『感謝』して

いる」  

「常に、自分の『運命』を受け入れている」  

「常に、『共存共栄の世の中を維持、つくりだす物

事』と『共存共栄の世の中を乱す物事』を見分け

ている」  

「『論理的思考能力』を持っている」  

「『優先順位の一番』を『世の中全体』にしている

（自己犠牲の精神を持っている）」  

「『謙譲の精神』を持っている」  

「『優しさ』と『厳しさ』を持っている」  

「『勇気』と『精神的強さ』を持っている」  

「常に『平常心』を保っている」  

「常に『向上心』を持っている」  

「常に『真剣さ』を持っている」  

「常に『健康』を維持している」  

 

 

 また、常に次の「人間関係のルール」に従うこ

とができる人間に育てることです。  



 

「相手を『尊重』する」  

「常に『気遣い』をする」  

「『年長者』は『年少者』をいたわり、導く」「『年

少者』は『年長者』に素直に従う」  

「男女は互いに『思いやり』を持って接する」  

「『親』は『子』をしっかり育てる」「『子』は『親』

をしっかり養う」  

「『老人』を敬う」  

 

 

 全ての子供をこのような人間に育てれば、世の

中から、完全に「いじめ」をなくすことができる

のです。  

 

 

 

「家庭教育」をしっかり行なう 
 

 

「いじめ」を完全になくすためには、全ての子供

を、「大和思想を持った人間」「『人間関係をいい状

態にするために必要な能力』を身に付けた人間」

に育てる必要がありますが、実際にそうするため

には、全ての家庭において、そのための教育をし

っかり行なう必要があります。  



 つまり、「家庭教育」をしっかり行なう必要があ

ります。  

 

 

 人間は、生まれてから、周囲から様々な影響を

受けて、何らかの思想を持つようになりますが、

特に、両親から強い影響を受けると言われていま

す。  

 

 子供が成人した後に持っている思想、考え方、

価値観、趣向等の多くは、両親から強く影響を受

けていると言われているのです。  

 

 

 このように、子供に対する親の影響力は強いの

で、たとえ、学校で、子供が大和思想を持つよう

に、また「『人間関係をいい状態にする』ために必

要な能力」が身に付くように教育しても、家庭で

それを否定することを教えたり、親が、それに反

する行動をしていたら、子供は、そのような人間

になるのが難しくなります。  

 

 逆に、影響力が強い親が、自分の子供に、大和

思想を持つように、「『人間関係をいい状態にする』

ために必要な能力」が身に付くように教育すれば、

子供がそのような人間に育つ可能性は高まります。 

 



 ですから、「いじめ」を完全になくすためには、

全ての子供を、「大和思想を持った人間」「『人間関

係をいい状態にするために必要な能力』を身に付

けた人間」に育てる必要がありますが、実際にそ

うするためには、全ての家庭において、そのため

の教育をしっかり行なう必要があるのです。  

 つまり、そのような「家庭教育」をしっかり行

なう必要があるのです。  

 

 

 さて、「いじめ」を完全になくすためには、全て

の家庭において「家庭教育」をしっかり行なう必

要があるのですが、実際にそうするためには、全

ての子供を持つ親が、「家庭教育」の重要性をしっ

かり理解することが重要になります。  

 

 世の中には、「人間は放っておいても育つ」と言

う人がいますが、放っておいて育つのは身体だけ

で、知能や人間性が磨かれ、「社会を構成する一員」

として立派に育つわけではありません。  

 

 もちろん、大和思想を持つようになったり、「『人

間関係をいい状態にする』ために必要な能力」が

身に付いたりすることもありません。  

 

 人間は、成長する過程で接する様々な情報に影

響を受けて、何らかの思想を持つようになるので、



「大和思想を持った人間」になるように教育せず

に放っておいたら、その人は、大和思想を知る機

会がないので、基本的には、大和思想を持った人

間にならないのです。  

 

 それどころか、世の中には、人間を「自分勝手」

「わがまま」「いい加減」「いじわる」等にする情

報（悪い影響を与える情報）がたくさん溢れてい

るので、それらの影響を受けて、「自分勝手」「わ

がまま」「いい加減」「いじわる」等になることも

あるのです。  

 

 

「『人間関係をいい状態にする』ために必要な能力」

も、その必要性や重要になるポイントを教え、そ

れが身に付くように訓練しなければ、身に付くこ

とはありません。  

 

 特に子供は、「相手の気持ちを察する能力」「自

分の感情をコントロールする能力」等が未発達な

ので、教育を通じて、そのような能力を身に付け

させなければ、そのような能力を身に付けるのは

難しいのです。  

 

 

 世の中には「家庭教育」に無関心な親がいます

が、「家庭教育」をしっかり行なわないで、自分の



子供が「いじめ」をしたら、その責任は親にあり

ます。  

 

「いじめ」がニュースになるときは、大抵、学校

の問題として取り上げられ、学校の責任のみが追

求されますが、自分の子供が、他の子供をいじめ

て苦しめているのに、「いじめ」をした子供の親の

責任が全く問われないというのは、おかしなこと

です。  

 

 親は自分の子供に対して、学校や教師より強い

影響力を持っていますし、「いじめ」をする子供は

未成年なのですから、本来は、親の責任が問われ

るべきなのです。  

 

 子供を持つ親は、自分の子供が「いじめ」をし

たら、それは、自分がしっかり教育しなかったか

らだと、つまり、それは、自分の責任であると考

えなければならないのです。  

 

 

 日本国憲法の１３条に「すべて国民は、個人と

して尊重される」とありますが、これは、「すべて

の国民は、他の人を尊重しなければならない」と

いうことでもあります。  

 

 つまり、日本においては、全ての人は、誰と接



するときでも、相手を尊重しなければなりません

し、全ての子供を持つ親は、自分の子供を「誰と

接するときでも相手を尊重できる人間」に育てな

ければならないのです。  

 

 自分の子供をそのような人間に育てることは、

全ての親の義務なのです。  

 

 全ての子供を持つ親は、自分に、そのような義

務があることを、しっかり理解しなければならな

いのです。  

 

 

「いじめ」を完全になくすためには、全ての家庭

において、「家庭教育」をしっかり行なう必要があ

りますが、実際にそうするためには、全ての子供

を持つ親が、このようなことをしっかり理解する

ことが重要になるです。  

 

 

 さて、ここでは、「家庭教育」の必要性について

説明しました。  

 

「いじめ」を完全になくすためには、全ての子供

を、「大和思想を持った人間」「『人間関係をいい状

態にするために必要な能力』を身に付けた人間」

に育てる必要がありますが、実際にそうするため



には、全ての家庭において、「家庭教育」をしっか

り行なう必要があるのです。  

 

 また、そのためには、全ての子供を持つ親が、

「家庭教育」の重要性をしっかり理解することが

重要になるのです。  

 

 

 

「学校教育」をしっかり行なう 
 

 

「いじめ」を完全になくすためには、全ての子供

を、「大和思想を持った人間」「『人間関係をいい状

態にするために必要な能力』を身に付けた人間」

に育てる必要があり、そのためには、全ての家庭

において、そのための教育をしっかり行なう必要

がありますが、全ての学校においても、そのため

の教育をしっかり行なう必要があります。  

 つまり、「学校教育」をしっかり行なう必要があ

ります。  

 

 

「いじめ」が起こる根本的な「原因」は、「いじめ」

をする人が、「『人間関係をいい状態にすること』

を当然のこととする思想（考え）」を持っていない



からですが、彼らが、そのような「思想（考え）」

を持っていない原因は、彼らは、そのような「思

想（考え）」を持つに至る教育を十分に受けていな

いからです。  

 

 人間は、生まれてから（厳密に言うと母親の体

内にいるときから）様々な情報を受け、その情報

から直接影響を受けたり、自分で考えたりするこ

とによって、何らかの思想を持つようになるので、

「『人間関係をいい状態にすること』を当然のこと

とする思想（考え）」を持つに至る教育を十分に受

けていれば、そのような「思想（考え）」を持つよ

うになりますが、十分に受けていなければ、その

ような「思想（考え）」を持つようになるのが難し

くなります。  

 

 ですから、全ての子供を、「大和思想を持った人

間」「『人間関係をいい状態にするために必要な能

力』を身に付けた人間」に育てるためには、家庭

においてだけでなく、学校においても、そのため

の教育をしっかり行なう必要があります。  

 

 全ての家庭と全ての学校において、そのための

教育をしっかり行なえば、より確実に、全ての子

供を、「大和思想を持った人間」「『人間関係をいい

状態にするために必要な能力』を身に付けた人間」

に育てることができます。  



 

 日本の場合、基本的に、全ての国民が６歳から

１５歳までの間、義務教育によって学校に通うの

で、学校で、そのための教育をすることは、全て

の子供を、「大和思想を持った人間」「『人間関係を

いい状態にするために必要な能力』を身に付けた

人間」に育てる上で非常に有効なのです。  

 

 

 さて、人によっては、学校で思想を教えること

に抵抗があるかもしれませんが、そもそも、学校

では、意図的でなくても、「テストでいい点をとれ

ば『いい子』で、いい点がとれなければ『良くな

い子』」「規則に従うことは『いいこと』で、従わ

ないことは『悪いこと』」等の考えや価値観を、（そ

れらが正しいかどうかは別として）教えています。 

 

 何かを教えると、それに伴う価値観や思想も一

緒に教えることになるので、意図的でなくても、

学校では、常に、様々な考え、価値観、思想を教

えているのです。  

 

 また、中には、キリスト教系の学校や仏教系の

学校のように、普通に、その宗教の思想を教えて

いる学校もあります。  

 

 これらのことから分かるように、学校で思想を



教えるというのは、常に行なわれていることです

し、それ自体は悪いことではないのです。  

 

 重要なのは、どのような思想を教えるかなので

す。  

 

 

 大和思想は、「『共存共栄の世の中（全ての人が

幸福を感じられる世の中、全ての人の尊厳が保た

れている世の中）を実現させること』を目的に設

定している思想」「世の中の全ての人と共に幸福に

なるための思想」です。  

 

 ですから、むしろ、学校でしっかり教えるべき

だと言えます。  

 

 

 また、大和思想は、日本国憲法の基本原理に合

致しています。  

 

 日本国憲法において、最も重要で、あらゆる憲

法上の原理、原則、ひいては、あらゆる法令の目

的ともいうべき基本原理となっているのは、「個人

の尊厳の確保」です。  

 

 日本国憲法１３条に、「すべて国民は、個人とし

て尊重される」と規定されていますが、これが、



日本国憲法の基本原理の根拠規定と考えられてい

るのです。  

 

 日本国憲法を含めた全ての日本の法令は、「個人

の尊厳の確保」を目的としているのです。  

 

 このように、日本国憲法の基本原理は「個人の

尊厳の確保」なので、大和思想は、日本国憲法の

基本原理に合致していると言えるのです。  

 

 

 また、大和思想は、教育基本法にも合致してい

ます。  

 

 教育基本法には、次のようにあります。  

 

（教育の目的）  

第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民

主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を

備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行な

われなければならない。  

 

（教育の目標）  

第二条  教育は、その目的を実現するため、学問

の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成する

よう行われるものとする。  

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める



態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、

健やかな身体を養うこと。  

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、

創造性を培い、自主及び自律の精神を養うととも

に、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重ん

ずる態度を養うこと。  

三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力

を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体

的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態

度を養うこと。  

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に

寄与する態度を養うこと。  

五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんでき

た我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 

 

 この教育基本法と、大和思想を照らし合わせれ

ば、大和思想が、教育基本法にも合致しているこ

とが分かります。  

 

 

 大和思想は、「『世の中の全ての人が、自ら率先

して、普段自分が関わっている全体（家族、地域

社会、友人の集まり、学校、会社、国家、世界等

の集団や組織）をまとめること』によって『共存

共栄の世の中』を実現させ、世の中の全ての人と



共に『幸福』になる」という思想です。  

 

 ※大和思想における「共存共栄の世の中」とは、

「人間」「動物」「植物」等、「『世の中に存在する

全ての生物』が共に生き、共に栄える世の中」「『世

の中に存在する全ての生物』の『尊厳』が保たれ

ている世の中（全ての生物が、『価値ある存在』『尊

い存在』として、認められ、大切にされている世

の中）」のことです。  

 

 

 また、大和思想を実践している人とは、次のよ

うな人です。  

 

「常に、自ら率先して、普段自分が関わっている

『全体』をまとめている」  

「常に、あらゆる『恩恵』に心から『感謝』して

いる」  

「常に、自分の『運命』を受け入れている」  

「常に、『共存共栄の世の中を維持、つくりだす物

事』と『共存共栄の世の中を乱す物事』を見分け

ている」  

「『論理的思考能力』を持っている」  

「『優先順位の一番』を『世の中全体』にしている

（自己犠牲の精神を持っている）」  

「『謙譲の精神』を持っている」  

「『優しさ』と『厳しさ』を持っている」  



「『勇気』と『精神的強さ』を持っている」  

「常に『平常心』を保っている」  

「常に『向上心』を持っている」  

「常に『真剣さ』を持っている」  

「常に『健康』を維持している」  

 

 

 また、大和思想を実践している人は、常に、次

の「人間関係のルール」に従っています。  

 

「相手を『尊重』する」  

「常に『気遣い』をする」  

「『年長者』は『年少者』をいたわり、導く」「『年

少者』は『年長者』に素直に従う」  

「男女は互いに『思いやり』を持って接する」  

「『親』は『子』をしっかり育てる」「『子』は『親』

をしっかり養う」  

「『老人』を敬う」  

 

 

 これらを読めば分かるように、大和思想は、教

育基本法にも合致しているのです。  

 

 

 このように、大和思想は、日本国憲法の基本原

理にも、教育基本法にも合致しているのです。  

 



 ですから、学校で大和思想を教えることは、何

の問題もありませんし、むしろ、積極的に教える

べきだと言えるのです。  

 

 

 さて、ここで説明したように、「いじめ」を完全

になくすためには、全ての子供を、「大和思想を持

った人間」「『人間関係をいい状態にするために必

要な能力』を身に付けた人間」に育てる必要があ

り、そのためには、全ての家庭において、そのた

めの教育をしっかり行なう必要があるのですが、

全ての学校においても、そのための教育をしっか

り行なう必要があるのです。  

 つまり、「学校教育」をしっかり行なう必要があ

るのです。  

 

「家庭教育」「学校教育」と言うと、それぞれ別の

もののように思えますが、「子供を『社会を構成す

る一員』に育てる」という観点からすると、どち

らも同じ、必要な教育です。  

 

 家族は、家庭でできることを通じて、子供をし

っかり育てる。学校は、学校でできることを通じ

て、子供をしっかり育てる。  

 

 子供を「社会を構成する一員」に育てるため、

「いじめ」を完全になくすためには、家庭と学校



が、このような発想で、互いに協力する必要があ

るのです。  

 

 

 

「メディアのあり方」を正す 

 

 

「いじめ」を完全になくすためには、「家庭教育」

と「学校教育」をしっかり行なう必要があります

が、「メディアのあり方」を正す必要もあります。 

 

 ここで言う「『メディアのあり方』を正す」とは、

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、本、インターネッ

ト、映画等、一般に広く普及している情報伝達媒

体からは、「『いじめをする人間』に導く情報」は

流さず、「『人間関係をいい状態（互いの尊厳が保

たれている状態）にすることを当然のこととする

思想（考え）を持った人間』に導く情報」をたく

さん流すようにするということです。  

 

 

 現代は、ほとんど全ての人が、毎日、何らかの

メディアを利用、または使用し、そこから情報を

得ていますが、全ての人は、意識していなくても、

それらの情報から、何らかの影響を受けています。 



 

 例えば、テレビで、ハンバーガーをおいしそう

に食べているのを見ると、食欲が湧いてきたり、

快適に格好よく自動車を運転しているのを見ると、

自分も車が欲しくなったり、雑誌で有名人の髪型

や服装が紹介されているのを見ると、同じ髪型や

服装をしたくなったり、新聞で、社会問題や悲惨

な事件や事故の記事を見ると、悲しくなったり、

不安になったりします。  

 

 また、意識していなくても、テレビや映画やマ

ンガで表現されている言葉遣いや立ち居振る舞い

をするようになったり、これが普通、常識、正し

いと表現されているのを見て、それが普通、常識、

正しいと思うようになったりします。  

 

 

「情報に接する」ということは、「その情報が頭に

入る」ということなので、自分の意志とは関係な

く、欲が刺激され、湧いてきたり、今まで持って

いなかった観点や概念を持つようになったり、忘

れていた記憶が甦ったりします。  

 

 つまり、全ての人は、自覚していなくても、関

心がない情報であっても、接した情報から、必ず

何らかの影響を受けてしまうのです。  

 



 同じ情報でも、人によって受ける影響は違いま

すし、受ける影響の程度にも個人差がありますが、

いずれにしろ、全ての人は、接した情報から、必

ず何らかの影響を受けているのです。  

 

 

 さて、全ての人は、接する情報から、必ず何ら

かの影響を受けるので、当然、子供が「いじめ」

につながる情報に接し、その影響で「いじめ」を

するようになることもあります。  

 

 例えば、テレビで、人の顔の特徴を笑いのネタ

にしたり、相手に暴力を振るったり、相手の持ち

物を隠したり、相手をおとしめる噂を広めたりす

るのを見て、周りの人に同じことをするようにな

ることもあるのです。  

 

 

 人間がメディアから受ける影響について書かれ

た本に、「性、暴力、メディア～マスコミの影響力

についての真実～」（ H ・アイゼンク  D ・ナイ

アス  新曜社）があります。  

 

 彼らは、様々な研究の結果、「マス・メディアに

おけるセックスと暴力の描写は、視聴者の態度と

行動に影響を与えることが証拠によってはっきり

と示されている」という結論に達しました。  



 

 その本の一部を抜粋します。  

 

 新しい行動は、一部には、他者を模写すること

によって獲得される。はっきりした例は、子供た

ちによるバットマンのようなテレビの登場人物の

模倣である。ある研究では、親の七一％が、子供

たちは、たとえばテレビの登場人物の俗語的言い

回しやアクセントを用いるなどして、模倣をして

いる、と報告した。子供たちの同じような調査に

よると、六〇％が自発的にテレビの登場人物の真

似をしたことを認めた。ときどき、このことが悲

劇的な結果をまねく。「良いこと悪いこと醜いこと」

というテレビショーをみたあとで、十二歳の少年

が、庭にある小屋の中で首つりシーンを再現した。

しかし彼が立っていた段ボール箱がつぶれて、首

つりごっこは失敗し、木の梁に宙ぶらりんになっ

て意識不明のところを発見された。もう一つの例

は、ナイフをもって、隣家に侵入し、寝室でねて

いた女性を襲った十六歳の男の子である。この犯

罪は、少年が数時間前に見たばかりの「刑事スタ

スキー＆ハッチ」の挿話をほとんどそのまま反復

したものであった。多くの実験が、新しい行為は

模倣される傾向にあることを示している。典型的

には、映画のモデルが、大きくふくらんだ道化人

形をたたいたり、蹴ったり、おどかしたりすると

ころを示すと、もし近くに同じような人形がある



遊戯場に子供を入れて観察するならば、ほとんど

の子供が、そのような行為を模倣するであろう。  

 

 

 六歳から七歳までの三六名の子供たちが、八分

間、暴力漫画、中性漫画のいずれをみるか、何も

みなかった。暴力漫画郡は風船を破裂させようと

する衝動を最も多く表す傾向にあった。  

 

 一連の実験で、三歳から一八歳までの子供たち

は、中性漫画より暴力漫画をみたばかりのときの

ほうが、現実生活の六つの対人葛藤場面で、攻撃

的反応を示しやすかった。  

 

 四歳から六歳までの保育園児二○名が、五分間

の暴力漫画か中性漫画をみた。そのあとで、「機械

じかけ」の動く玩具をいじる機会を与えられたと

き、暴力漫画をみた子供たちは、攻撃的な玩具を

選ぶ傾向を示した。  

 

 四歳の中流階級の男の子二〇名が三分三〇秒の

映画のモデルをみて十名の対照群被験者よりも多

くの模倣的攻撃行動を空気のはいった人形に示し

た。しかし、まえもってその人形と遊ぶ経験を男

の子たちに一五分間与えると、攻撃行動は著しく

減少した。  

 



 約五歳の男の子三○名と、女の子三〇名が、プ

ラスチックの人形をたたいているモデルが登場す

る映画を八分間みた。モデルがおとなであれ、同

年齢の子供であれ、また男性であれ女性であれ、

中性映画に比べて、模倣が生じやすいことがわか

った。六ヶ月後に、子供たちが、その攻撃行動を

どのくらい保持しているかを検査したときにも、

模倣が生じた。  

 

 約六歳の労働者階級の男の子三二名が、モデル

が攻撃行動をする映画を示された。上映直後に検

査されたときにも、一週間後に検査されたときに

も、中性映画に比べて、模倣が生じやすかった。

モデルの攻撃行動は、四ヶ月か五ヶ月のちにも保

持されていた。  

 

 

 第一の犯例は、一九七三年七月に、イギリスの

男子生徒が引き起こした殺人事件に対する公判で

ある。彼は、「時計じかけのオレンジ」という映画

のシーンを現実生活場面でかなり忠実に実行し、

何の罪もない年老いた浮浪者をひどく乱打して殺

してしまった。少年は、その映画にひどく心を奪

われ、こうして高まった殺意の衝動が映画によっ

て方向を与えられて、殺人者となった。この少年

を尋問した弁護人、検察官、精神科医は、その映

画がこの殺人事件で重要な役割を果たしたことに



意見が一致した。この少年は、アルコール類をの

んでいなかったし、いかなる精神病にもかかって

いなかった。攻撃の凶暴さと残酷さは想像を絶す

るほどのものであった。殺人後も、およそ感情と

か罪悪感を全く欠いていたこともまた驚くべきほ

どであった。彼の行為は、特定の映画をみること

に伴う脱感作とモデリングの組み合わせをみごと

に例示し  

ている。この映画は、同じような犯罪をその後も

続出させた。一九七六年五月、スコットランドの

主導的弁護士のひとりであるハーバード・ S ・ケ

リガンは「『時計じかけのオレンジ』をみたことに

よって引き起こされた」、前年度に発生した同じよ

うな三つの殺人公判のことを述べている。  

 

 イギリスで「エクソシスト」が上映されたこと

によって、悲劇と精神崩壊が引き続くところとな

った。一例だけあげるならば、ローストフトで、

ある男が一一歳の女の子に性的暴行を加えたこと

を自白した。それはなんと、その映画を上映して

いる映画館を去って、数時間足らず後の出来事で

あった。女の子に対する彼の行動は、映画館で上

映されたいくつかのシーンを反映していたことが

法廷で述べられた。もっと直接的な映画の影響は、

「オーメン」という映画に関する判例に示唆され

る。この映画には、子守りがのどをさされる流血

シーンがある。映画館でこの映画が上映されて三



十分後に、地方の私営馬券売り場の支配人が、の

どをさされて死んだ。その映画をみたある男が、

映画ときわめて似たやり方で、その日の売り上げ

を奪い、彼をナイフでさしたのである。  

 

 他の法廷判例は、犯罪の促進に対するテレビの

果たす役割を示している。「カラマゾフの兄弟」に

は、父親が息子のひとりによってたたかれ死ぬシ

ーンがある。この映画をテレビでみたあとで、一

七歳のある男の子が肉切りほうちょうを用いて、

睡眠中の父親を襲った。数時間に及ぶ神経外科手

術によって、父親の命はやっととりとめられた。

その少年は、警察に次のようなことを述べたと報

告されている。「僕がテレビをみていると、ときど

き殺してやりたいと思っていたことにピッタリで、

ああやればうまくいくと思ったのです」  

 

 一五歳の女の子が「刑事スタスキー＆ハッチ」

からアイディアを得て、自家用車のブレーキパイ

プを切って両親を殺そうとした。この試みはうま

くいかなかった。彼女が学校から帰宅するとき、

両親が彼女を家に自動車で連れて帰るために待っ

ているのを知ってぎょっとしたというわけである。

殺人を試みた前の週に、その子は、アガサ・クリ

スティーとアルフレッド・ヒチコックの小説を読

んで、犯罪小説にふけるようになっていたと報告

された。  



 

 テレビ番組における強盗行為は、非常にたやす

く実行できるように思われたので、二名の視聴者

が自分でもやってみることにした。番組が終わっ

たのちに外出して、「全く同じ」家屋侵入を行なっ

た。彼らは新聞受けの新聞に注目することにより

留守の家をみいだし、裏の窓から家の中に侵入し

た。しかし番組のようにはどうもうまくいかなか

った。彼らがまだ家の中にいるときに、その家の

主婦が戻ってきた。彼らのうちのひとりは警官に

「『Ｚ カー』でどうやったかみたんだ。で、やっ

てみることにした。すごく簡単にやれそうだった」

と告げたことが法廷で報告された。  

 

 

 これらのことから分かるように、子供がメディ

アを通じて「いじめ」につながる情報に接し、そ

の影響で「いじめ」をするようになること、さら

には、犯罪につながる情報に接し、犯罪を犯すよ

うになることもあるのです。  

 

 

 さて、全ての人は、接する情報から、必ず何ら

かの影響を受けるのですが、「悪い影響」だけでな

く「いい影響」も同じように受けます。  

 

「性、暴力、メディア～マスコミの影響力につい



ての真実～」には、次のようなことも書かれてい

ます。  

 

 スプラフキンたちは、テレビの「名犬ラッシー」

の中の一つのエピソード（そのエピソードでは、

少年がわなにかけられた仔犬をラッシーがみつけ

るのを助けた）を、別の名犬ラッシーのエピソー

ドおよび喜劇「ブレーディと仲間たち」のエピソ

ードと関連させて、その効果を調べた。それら三

つの三十分間番組の一つを、六歳から七歳までの

子どもたち三十名にみせた。ついで子どもたちに

賞を求めて互いに争うゲームを与え、同時に、イ

ヤホーンを与えて、実験者がさがしていることに

なっている仔犬の鳴き声をきいたらボタンを押し

て援助を求めるように子どもたちに言った。その

結果が示すところによると、名犬ラッシーの「順

社会的」エピソードをみた子どもたちは、「援助」

ボタンを根気強く押して、賞を得るチャンスを犠

牲にすることが、他の二郡のいずれよりも多かっ

た。今後の研究は、愛他行動にもっと導きやすい

番組はどんなタイプのものかについていっそう確

かめることが良いであろう。  

 

 このように、人間は、メディアから「悪い影響」

だけでなく「いい影響」も受けるのです。  

 

 ですから、単純に言うと、一般に広く普及して



いるメディアから、「『人間関係をいい状態にする

ことを当然のこととする思想（考え）を持った人

間』に導く情報」がたくさん流れていれば、世の

中の多くの人は、そのような人間になり、逆に、

「『いじめをする人間』に導く情報」がたくさん流

れていれば、世の中の多くの人は、「いじめ」をす

るようになるのです。  

 

 

 現代は、多くの人が、ほとんど毎日メディアに

接しています。  

 

 ですから、「いじめ」を完全になくすためには、

一般に広く普及しているメディアからは、「『いじ

めをする人間』に導く情報」は流さず、「『人間関

係をいい状態（互いの尊厳が保たれている状態）

にすることを当然のこととする思想（考え）を持

った人間』に導く情報」をたくさん流す必要があ

ります。  

 

 全ての人が、自分の意志で「『いじめをする人間』

に導く情報」に接しないことができれば、それが

一番いいですが、一般の人は専門知識がないので、

常に、それらを的確に見分けることはできません。 

 

 また、接する情報が、明らかに「『いじめをする

人間』に導く情報」であれば、自分の意志で、そ



の番組、映画、アニメ、本、雑誌、ウェブサイト

等を見ないようにすることもできるかもしれませ

んが、多くの場合、いわゆる普通の情報の中に、

そのような情報が混ざっています。  

 

 ですから、「いじめ」を完全になくすためには、

一般に広く普及しているメディアからは、「『いじ

めをする人間』に導く情報」は流さず、「『人間関

係をいい状態（互いの尊厳が保たれている状態）

にすることを当然のこととする思想（考え）を持

った人間』に導く情報」をたくさん流す必要があ

るのです。  

 つまり、「『メディアのあり方』を正す」必要が

あるのです。  

 

 

「『メディアのあり方』を正す」と言うと、表現の

自由が損なわれると言う人がいますが、そもそも、

「いじめ（他の人の尊厳を損なう行為）」を助長す

る表現を認めるわけにはいきません。  

 

 社会の中で生活している以上は、全ての人は、

個人の自由より、社会全体のまとまりを優先させ

なければならないのです。  

 

 日本国憲法にも、「生命、自由及び幸福追求に対

する国民の権利については、公共の福祉に反しな



い限り（公益及び公の秩序に反しない限り）、立法

その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

と明記されています。  

 

 表現の自由は、あくまで、「公共の福祉に反しな

い限り（公益及び公の秩序に反しない限り）」認め

られていることなのです。  

 

 つまり、日本においては、「いじめ（他の人の尊

厳を損なう行為）」を助長する表現は認められてい

ないのです。  

 

 

 現代は、ほとんど全ての人が、毎日、何らかの

メディアを利用、または使用し、そこから情報を

得ていますが、全ての人は、意識していなくても、

それらの情報から、何らかの影響を受けています。 

 

 ですから、「いじめ」を完全になくすためには、

一般に広く普及しているメディアからは、「『いじ

めをする人間』に導く情報」は流さず、「『人間関

係をいい状態（互いの尊厳が保たれている状態）

にすることを当然のこととする思想（考え）を持

った人間』に導く情報」をたくさん流す必要があ

るのです。  

 

 



 

まとめ 
 

 

 共存共栄研究センターでは、「いじめ」を、共存

共栄の世の中を実現させ、維持する上で妨げとな

る重大な問題と捉え、その「原因」と「解決策」

について考えています。  

 

 

 共存共栄研究センターが考える「いじめ」が起

こる根本的な「原因」は、「いじめ」をする人が、

「『人間関係をいい状態にすること』を当然のこと

とする思想（考え）」を持っていないからです。  

 

 そして、「いじめ」を完全になくすための「解決

策」は、全ての子供を「大和思想を持った人間」

「『人間関係をいい状態にするために必要な能力』

を身に付けた人間」に育てることです。  

 

 また、そのために必要なことは、「家庭教育」を

しっかり行なうことと、「学校教育」をしっかり行

なうことと、「メディアのあり方」を正すことです。 

 

 

「いじめ」がニュースになるときは、大抵、「学校



の『いじめ問題』への取り組み方」や「教師の子

供への接し方」の問題が取沙汰されます。  

 

「いじめ」を完全になくす上で、それらを改善す

るのは当然ですが、最も重要なことは、子供を「い

じめをしない人間」に育てることです。  

 

「いじめをする子供」がたくさんいる中で、教師

が目を光らせることによって「いじめ」を完全に

なくそうとしても、それはできません。  

 

 子供は、教師にバレないように「いじめ」をし

ます。ですから、これだけ「いじめ」が起きてい

るのですし、自殺にまで至るケースがあるのです。 

 

 

 また、そもそも「いじめ」が起きてからそれに

対処するという発想は、「いじめ」を完全になくす

発想ではありません。  

 

「いじめ」を完全になくすためには、対処より予

防が必要なのです。  

 

 つまり、全ての子供を「いじめをしない人間」

に育てることが必要なのです。  

 

 その上で、教師や学校や親が「いじめ」の把握



に努め、それがあったときには適切に対処する必

要があるのです。  

 

 

 共存共栄研究センターでは、「いじめ」を完全に

なくすためには、全ての子供を「いじめをしない

人間」に育てるだけでなく、「大和思想を持った人

間」「『人間関係をいい状態にするために必要な能

力』を身に付けた人間」に育てる必要があると考

えます。  

 

 また、そのためには、「家庭教育」をしっかり行

なうことと、「学校教育」をしっかり行なうことと、

「メディアのあり方」を正すことが必要だと考え

ます。  

 

「家庭教育」と「学校教育」と「メディア」は、

人間の人格の形成に非常に大きな影響を与えるも

のなので、それらのあり方を正すことは、「いじめ」

を完全になくす上で必要不可欠なのです。  

 

 さらに言うと、実際にそれらを行なうためには、

大和思想の一章で説明している「『思想』と『その

思想を持っている人の行動』と『その行動の結果

起こること』の関連性」と「メディアの影響力」

について理解することが必要になるでしょう。  

 



 

「いじめ」を完全になくすためには、親、学校、

地域社会、その他全ての人がこのことを理解し、

協力して、全ての子供を「大和思想を持った人間」

「『人間関係をいい状態にするために必要な能力』

を身に付けた人間」に育てる必要があるのです。
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