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　本書は、学校の教育現場の最前線に立つ先生方の実務対応の一つの手掛
かりとなるように、具体的な事例に基づいて、「事故の前後でどこまでの対応
が求められるのか」という視点でまとめたものです。
　私は、日々の業務の中で、学校の管理職・教論の皆さんからご相談を受け、
また学校の管理職・教論の皆さん向けの講演で質問を受ける中で、学校の教
育現場において毎日ギリギリの判断を求められる先生方に、何か判断基準のよ
うなものを提供できないか、日々考えてまいりました。
　本書は、学校現場の先生方や管理職の皆さんが委縮することなく、堂 と々
教育活動に専念していただきたいという願いを込め、裁判という究極のハード
ケースに至ったとしても、「ここに注意して対応すれば相当に安全であろう」と
いう指針を示すつもりで作りました。

「はじめに」より
　本書を手に取ってくださった皆さん（特に先生方）が、教育現場でのトラブ
ル対応の指針をもっていただくことで、児童・生徒の皆さんへの教育活動に
集中され、その結果、一人でも多くの児童・生徒の皆さんが笑顔で学校を卒
業できるようになることを、心から願ってやみません。
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A5判・160頁　定価：本体1,800円+税

◆裁判に至らない事例の予防策を取り上げて解説
◆裁判で認定された事実だけでなく、裁判での保護者の主張から、保護者が学校の
　どのような対応に不満があったかを検討
◆事後対応のポイントとともに学校内外の法律関係を簡潔に整理しながら解説

具体的な事例に基づいて解説！
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具体的な事例に基づいて解説！
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この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送り
ください。

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料
サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては 代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。
＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送
業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードは
ご利用いただけません。10万円以下の場合 600円+税
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第1章　 裁判に至らない事例の予防策

事例01　自転車通学の途中で交通事故を起こした事例
事例02　信仰上の理由により武道の授業を拒否した事例
事例03　心臓のペースメーカーを装着している生徒を
　　　　 受け入れた事例
事例04　生徒の個人情報が入ったUSBメモリーを
　　　　 紛失した事例
事例05　趣味で女子生徒の写真を収集する教諭への対応
事例06　飲酒運転の車に同乗した事例
事例07　部活で自家用車を利用した時の交通事故

第2章　 学校事故の事例から見る予防策

（1）　授　業
事例08　体育の授業で前歯を損傷した事例
事例09　児童だけで卓球台を収納し受傷した事例
事例10　体育の授業での代替教諭の過失と相当因果関係
事例11　理科の授業中の試験管破裂事故で問われる
　　　　 教諭の過失
事例12　運動会の騎馬戦で重傷を負った事例
事例13　水泳の授業中に生徒が溺死した事例
（2）　給食、休み時間
事例14　養護学級1年の児童が給食指導により不登校と
　　　　 なった事例
事例15　そばアレルギーの児童が給食のそばが原因で
　　　　 死亡した事例

事例16　休憩時間中に同級生と遊んでいて傷害を
　　　　 負った事例
事例17　校舎3階の窓から飛び降りて傷害を負った事例
事例18　放課後に校舎の屋上から転落死した事例
（3）　校外活動、課外活動
事例19　校外写生の授業中の死亡事故
事例20　特殊学級の生徒が校外学習で負傷した事例
事例21　スキー教室中に喘息発作により死亡した事例
（4）　部活動
事例22　野球部の練習中に目にボールが直撃した事例
事例23　部活動前にプロレス技を掛けられ傷害を
　　　　 負った事例
事例24　ラグビー部の部員が練習試合で後遺症を
　　　　 残した事例
（5）　いじめ
事例25　小学校でいじめを受け損害賠償請求をした事例
事例26　無断欠席した生徒の欠席確認義務が問題と
　　　　 なった事例
事例27　高校の寮で集団暴行を受け後遺障害を負った事例
（6）　体　罰
事例28　小学2年生の男子児童を追いかけて捕まえ
　　　　 叱った事例
事例29　生徒の頭部をたたいた行為が体罰か否か
　　　　 問われた事例
事例30　高校教諭の体罰と生徒の自殺
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