
安来市立広瀬小学校（平成２６・２７年度） 
 
 
１ 研究の主題 

（１）研究主題 

 

   

 

   ・お互いの大切さを認め、支え合いとは、自分の良さや大切さを認めるとともに、他の人の

良さや大切さも認め、一人一人の個性や違いを尊重しながら、支え合うということである。 

   ・ともに学び、高め合うとは、一人一人が自分の思いや考えをもち、それを互いに伝え合うこ

とで深め合い、力を合わせて問題を解決し、主体的に行動しようとすることである。 

 

 

（２）主題設定の背景（理由） 

 ①本校の児童の実態から 

    本校の児童は、明るく素直で、落ち着いて行動する子が多い。また、男女の仲もよく、異学年

とも協力して活動できる。しかし，自信を持って行動しにくい姿が見られたり、よりよいものを

目指そうという気持ちを持ちにくかったりする姿が見られ，全体的に指示されるままに行動する

傾向がある。互いに高め合う中で，相手の立場に思いをよせて行動することは難しい。    

 学習面では、課題を前向きに受け止め、努力しているが、友達の考えを傾聴し理解する力や、

自分の考えを相手に分かりやすく伝える力、話し合いを通して考えを深め問題を解決する力など

の「伝え合う力」に課題がある。そのため、学習したことが、確かな学力となって定着していな

い子もいる。 

    そこで，昨年度まで国語科の課題解決型の学習を通して研究実践を進めてきた。この中で自分

の考えをもち，進んで伝えようとする児童の姿が見られるようになってきた。しかし，まだ，主

体的に聴く力が弱かったり，友だちの意見をふまえて自分の意見をのべることができなかったり

しており，対話をしながら学び合い，高め合う授業の実践を継続していく必要がある。 

     

 ②本校の学校教育目標から 

本校では、「生き生きとした心豊かな子どもの育成」を教育目標に掲げ、めざす児童像を、 

      ○よく考え、勉強にはげむ子ども（自主性・創造性） 

      ○たくましく、ねばり強い子ども（健康と強い意志）  

      ○明るく、豊かな心をもつ子ども（人間性豊かな情操）   

    ○きまりを守り、たがいに協力する子ども（社会性・連帯性） 

    として、教育実践を行っている。 

     そして、この教育目標の具現化を図るためには、人権・同和教育をすべての教育活動の基底

に据え、互いの大切さに気づく人権意識を育てること、共に学び合う喜びや高め合う充実感を

味わいながら確かな学力、豊かな心、健やかな体を身につけることが大切だと考える。 

 

 

 ③人権教育の目標から 

人権教育の指導等に関する調査研究会議では、「人権教育の指導方法等の在り方につい 

   て[第三次とりまとめ]において、次のように示している。 

 

 

 

 

 

一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、

「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができるようになり、それが様々

な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくり

に向けた行動につながるようにすることが、人権教育の目標である。 

 

お互いの大切さを認め、支え合い、ともに学び、高め合う子どもの育成 



    この目標を踏まえて、「島根県人権施策推進基本方針（第一次改定）」は、『「共生の

心」の醸成』、『「人権という普遍的な文化」の創造』を基本理念とし、学校教育での取

り組みを次のように示している。 

 

 

 

 

 

    一人一人の学ぶ権利が保障された学校・学級づくりは、人権教育を進める３つの視点（人権

教育指導資料第 2 集 しまねがめざす人権教育 学校教育編より）「人権としての教育（子ど

もたち一人一人の学びの保障）」、「人権を通じての教育（人権が尊重される環境づくり）」、

「人権についての教育（人権に関する知的理解と人権感覚の育成）」のうちの「人権としての

教育（子どもたち一人一人の学びの保障）」を具現化するものであり、人権・同和教育を進め

る基盤でもある。この人権尊重の精神を大切にしながら、「お互いの大切さを認め、支え合う」

ことのできる児童、「ともに学び、高め合う」集団を育む取組を進めるとともに家庭・地域と

の交流活動を積極的に行い、様々な人々とのふれ合いを通して互いを理解し、大切さに気づき、

支え合おうとする態度を育てることにより、人権・同和教育のねらいに迫ることができると考

える。 

 

以上のことから本主題を設定し、研究・実践に取り組むこととした。  

 

 

２ 研究の推進体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

一人ひとりの子どもの学ぶ権利が保障された学校・学級づくりを進めることにより、互い

の人権を尊重し、望ましい人間関係を築いていこうとする意識・意欲を高めます。 
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社会科部 

・同和問題学習  等 

道徳部 

・人権学習    等 

仲間づくり部 

・支え合い高め合う集団 

づくり，風土づくり 

・児童会活動，縦割り班 

 班活動の充実  等 

連携・環境づくり部 

・教職員研修の充実 

・校内環境の整備 

・ＰＴＡ，保幼中，地域，

関係機関との連携 等 



３ 研究の内容等 
（１）研究の内容・実施日程 

○めざす子どもの姿（重点目標） 

研究主題 重点目標 めざす子どもの姿 

お互いの大切

さを認め、支

え合い 

Ａ 自尊感情を高める 自分を肯定的に受け止め、自分の良さを伸ばそうとする

子ども 

Ｂ 共感的理解を深め

る 

他の人の良さがわかるとともに、その思いを受け止め、

相手の立場に立って考えることができる子ども 

ともに学び Ｃ 伝え合う力を伸ば

す 

相手の思いや考えを受け止めるとともに、自分の思いや

考えをわかりやすく伝えることができる子ども 

高め合う Ｄ 主体的な行動力を

育む 

身近にある問題に気づき、それを自分のこととして捉え、

よりよく解決しようと主体的に行動する子ども 

 

 

     学年 

観点 
低学年 中学年 高学年 

Ａ自尊感情 ・自分のよさに気づく。 ・自分のよさに気づき、自

分を大切にしようとする。 

・自分を大切にし、自分の

よさを伸ばそうとする。 

Ｂ共感的理解 ・友達や身近な人のよさ

がわかり、誰とでも仲よ

くしようとする。 

・友達や身近な人のよさや

思いがわかり、力を合わせ

て活動しようとする。 

・他の人のよさを認め、思

いを尊重しながら、よりよ

い関係を築こうとする。 

Ｃ伝え合う力 ・人の話をしっかりと聴

き、自分の思いや考えを

伝えることができる。 

・相手の思いや考えを受け

止め、自分の思いや考えを

わかりやすく伝えること

ができる。 

・相手の思いや考えを尊重

しながら、自分の思いや考

えを的確な言葉で伝える

ことができる。 

Ｄ主体的行動力 ・身近な問題に気づき、

進んで行動しようとす

る。 

・身近な生活の中にある問

題に気づき、自分のことと

して考え、解決しようとす

る。 

・身近な生活の中にある差

別や偏見、不合理を見抜

き、主体的に解決していこ

うとする。 

 

○研究内容 

   研究主題・めざす子どもの姿に迫るため，次の５つの内容に取り組む。 

 

1)思いや考えを伝えあい，ともに学びあう授業づくり → 基盤づくり部会（基礎学

力づくり部） 

①児童一人一人が思いや考えをもち，意欲的に学習に取り組む指導の工夫 

②お互いの思いや考えを伝え合う活動を取り入れた学習過程・学習形態の工夫 

  ・授業の中に話し合う場面を意図的に設定し，友達と意見を交流する中で人権意識の高

揚を図る。 

③聞く力を育て，自分の考えと友達の考えをつなげて考え，自分の考えを伝えていく基礎

となる学力の定着 

・伝え合う力の育成 

・学力向上の取組 

 

2)学校・家庭・地域の連携体制づくり → 基盤づくり部会（環境･連携づくり部）  

①保護者と連携した活動や研修会の実施  

  ・人権・同和教育参観日（１月） 

  ・人権・同和教育研修会（講演会） 

  ・人権・同和教育だより 



  ・ＰＴＡ人権・同和問題アンケート（保護者対象）の実施 

②地域や中学校，関係機関等と連携した活動や研修会の実施   

・学校支援地域本部との連携…学校支援ボランティアとの交流学習 

 

3)人権尊重の視点に立った環境づくり → 基盤づくり部会（環境・連携づくり部）  

①人権意識を高める雰囲気を醸成する校内環境づくりの充実 

  ・校内掲示の工夫…人権コーナーの設置 

  ・校内放送の工夫…お昼の放送で「ありがとうの木」の紹介，人権に関する図書の朗読

等 

②人間関係を深め安心して生活･学習ができる教室環境づくりの充実 

 

4)安心してすごせる仲間づくり → 基盤づくり部会（仲間づくり部） 

①一人一人の存在や思いを大切にした学級経営(自尊感情を高める取組)   

②人とのかかわりの楽しさを感じるとともに，主体的に活動し仲間意識の高揚を醸成する

全校活動の充実（仲間意識の育成） 

・児童朝礼 

・委員会活動 

・縦割り班活動…なかよし班遊び・なかよし給食 

・にこにこわくわく週間（人権週間）…にこにこわくわく宣言・にこにこわくわくカー

ド・人権標語・ありがとうの木 

・にこにこわくわく集会（人権集会）…ありがとうの木の紹介・人権標語の発表・人権

カレンダーの紹介   

  

5)人権に関わる知的理解を深め，人権感覚を高める授業づくり → 授業づくり部会（道

徳・社会） 

①人権の大切さや同和問題等に関する知的理解を深める授業の充実 

・道徳・社会科を中心にして，人権に関する知的理解を深めるとともに，身近にある不

合理，偏見，差別などに気づくことのできる人権感覚をみがく。 

②人権・同和教育全体計画の見直しと，各学年の人権・同和教育題材配当表の作成 

・学校の教育活動全体を通じた道徳教育・社会科教育の充実 

 

この５つの取組は、「人権教育を進める３つの視点」の、 

  人権としての教育（子どもたち一人一人の学びの保障） 

  人権を通じての教育（人権が尊重される環境づくり） 

  人権についての教育（人権に関する知的理解と人権感覚の育成） 

に基づいて設定しており、それぞれの研究内容を３つの視点に関連付けながら取組を進めていく。 

 

 

時 期 内 容 備 考 

４月 ２日 

 

 ４月 ６日 

 

 

５月１０日 

 

 

 ５月１２日 

 

○研究企画会開催 

・本年度の研究内容，研究体制等について確認 

○研究職員会議開催 

・研究主題，研究内容，研究体制等について共

通理解 

○研究推進委員会開催 

・研究発表会にむけてタイムスケジュールの確

認 

○島根県ＰＴＡ連合会人権・同和教育研修大会 

・本校ＰＴＡ発表 

・研究主任，副主任，人権･同和教育

主任 

・本校教職員１９名 

 

 

・校長，教頭，研究主任・副主任，人

権・同和教育主任，各部主任参加 

 

 

 



（５月中） 

 

 ５月２５日 

   ２８日 

 

６月 ２日 

 

 ６月 ９日 

 

 

６月１６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 ２日 

７月 ６日 

 

 

 ７月３０日 

 

８月 ７日 

 

 ８月 ６日 

 

８月 ６日 

 

８月１８日 

 

 

 

 ８月２１日 

 

８月２４日 

 

８月２５日 

 

８月２６日 

 

９月 ７日 

 

  

 

 

 

○人権・同和教育全体計画及び人権・同和教育題

材配当表の見直し 

○基盤づくり部会（基礎学力づくり部，仲間づく

り部，連携・環境づくり部各部会）開催 

・本年度の取組について計画，確認 

○研究職員会議開催 

・基盤づくり部各部会報告，共通理解 

○基盤づくり部会（基礎学力づくり部，仲間づく

り部，連携・環境づくり部各部会）開催 

・本年度の取組について計画，確認 

○訪問指導の実施 

・１年道徳 主題名「たのしいがっきゅうに」 

（4-(4)愛校心） 

       資料名「めだかのめぐ」(学研) 

・３年道徳 主題名「正しいことは思い切って」 

（1-(3)勇気） 

       資料名「あと，ひと言」(学研) 

・６年社会「今に伝わる室町文化」 

～室町文化をつくった人々～ 

○研究推進委員会開催 

○授業づくり部会開催 

・道徳部会，社会科部会 教材研究，指導案審

議 

○校内人権・同和教育研修会 

・就学支援について 等 

○島根県人権・同和教育研究発表会参加 

・益田大会 

○研究企画会開催 

・研究紀要の内容，原稿について 

○研究推進委員会開催 

・研究紀要，研究発表について協議 

○研究職員会議開催 

・研究会公開授業の指導案審議 

・２学期の各部会の取り組み，タイムスケジュ

ールについて確認 

○学校人権・同和教育推進連絡協議会夏季研修会

参加 

○指導助言者との打ち合わせ 

・指導案の内容について(１年道徳，３年道徳) 

○指導助言者との打ち合わせ 

・指導案の内容について(６年社会) 

○県人権・同和教育課との協議 

 ・発表資料の内容について 

○研究職員会議開催 

・研究会当日の運営について(役割分担等)確認 

 

 

 

 

・前年度ＰＴＡ会長，校長参加 

 

 

 

・本校教職員１９名 

 

 

・本校教職員１９名 

 

・本校教職員１９名 

 

 

・島根県教育庁人権同和教育課指導主

事，松江教育事務所指導主事，本校教

職員１９名 

 

 

 

 

 

 

・本校教職員８名 

・本校教職員１６名 

 

 

・安来市教育委員会指導講師，本校教

職員１９名 

・人権・同和教育主任１名（益田市） 

 

・本校教職員３名 

 

・本校教職員８名 

 

・本校教職員１９名 

 

 

 

・本校教職員１７名（広瀬交流センタ

ー） 

・松江教育事務所指導主事，授業者 

 

・松江教育事務所指導主事，授業者 

 

・島根県教育庁人権同和教育課指導主

事，研究主任 

・本校教職員１９名 

 

 

 



 ９月２５日 

 

 

 

 

 

 

 ９月２９日 

 

 

 ９月３０日 

 

１０月 ７日 

１０月 ８日 

１０月 ９日 

１０月１３日 

 

１０月１６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１４日 

  ～１８日 

１月２４日 

 

 

（２月中） 

 

 

○訪問指導の実施 

 ・１年道徳 主題名「こころをつなぐあいさつ」 

(1-(2)礼儀) 

       資料名「かめさんありがとう」 

 ・３年道徳 主題名「子どももまもるれいぎ」 

(1-(2)礼儀) 

       資料名「エチケットしんだん」 

○訪問指導の実施 

・６年社会「町人の文化と新しい学問」 

 

○訪問指導の実施 

 ・１年道徳 

○実践発表リハーサル 

○研究大会袋詰め等資料準備 

○事前授業研究会参加 

○研究大会会場等準備 

 

○文部科学省指定人権教育研究発表会並びに島根

県人権・同和教育研究発表会 

・公開授業 

  １年道徳 主題名「しんせつにすると」 

（2-(2)思いやり･親切） 

       資料名「はしのうえのおおかみ」 

  ３年道徳 主題名「みんな友だち」 

(2-(3)友情･信頼，助け合い) 

       資料名「明るくなった友だち」 

  ６年社会「明治の国づくりを進めた人々」 

・実践発表 

   「お互いの大切さを認め，支え合い， 

ともに学び，高め合う子どもの育成」 

 ・ＰＴＡ活動発表 

・記念講演 

   講師：小森美登里さん 

  演題：『いじめってなんですか？』 

～いじめに対する大人の認識を考える～ 

 

○人権週間（にこにこわくわく週間）の取り組み

の実施 

○人権・同和教育参観日（授業公開） 

・授業公開 

・ＰＴＡ研修講演会 

○27年度 研究のまとめ 

・島根県教育庁人権同和教育課指導主

事，松江教育事務所指導主事，本校教

職員１９名 

 

 

 

 

・島根県教育庁人権同和教育課指導主

事，松江教育事務所指導主事，本校教

職員１９名 

・島根県教育庁人権同和教育課指導主

事 

 

・本校教職員７名（広瀬交流センター） 

・本校教職員２０名 

・６年社会科授業者１名（島大附小） 

・本校教職員２０名 

 

【参加者】 

・来賓・指導助言者：約４０名 

・一般参加者：約１４０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根県人権・同和教育ＰＴＡ活動育成

事業の活用 

 

 

 

 

 



（２）研究の成果と課題 

○研究のまとめと今後の課題 

 

研究主題「お互いの大切さを認め，支え合い，ともに学び，高め合う子どもの育成」をめざし，

４つの重点目標を掲げ，しまねがめざす人権教育の３つの視点「人権としての教育」，「人権を通

じての教育」，「人権についての教育」に基づいて５つの研究内容を設定して，実践を積み重ねて

きた。少しずつではあるが，成果が見られつつある。しかし，まだ残された課題もいくつかあるの

で，ここにまとめてみる。（○は成果，●は課題） 

 
１）思いや考えを伝えあい，ともに学びあう授業づくりについて 

研究内容（１）“思いや考えを伝えあい，ともに学びあう授業づくり”では，島根がめざす

人権教育の３つの視点の中の，「人権としての教育」を特に意識して取り組んだ。授業に際

し，児童一人一人が思いや考えをもち意欲的に学習に取り組んだり，お互いの思いや考えを

伝え合ったりしながら，ともに学び合う工夫を取り入れた。また，その基礎となる学力や伝

え合う力の向上をめざして取り組んだ。 

○各教科において，「書く活動」を取り入れたことにより児童一人一人が思いや考えを持つ

ことができた。また，ペア対話やグループ対話など学習形態を工夫して「伝え合う活動」

を取り入れたことにより共に学び合う姿が見られた。なお，それらは，児童一人一人の学

びを保障する上でも有効であった。 

○聞く力を育て，自分の考えと友達の考えをつなげて考え，自分の考えを伝えていく基礎と

なる伝え合う力の向上を目標に，「話す・聞くタイム」を設けて取り組んだ。児童に行っ

たアンケート（H26年9月・12月・H27年5月実施）において，「あなたは授業中友達に自分

の考えを分かりやすく話していますか」「あなたは授業中友達の言いたいことを考えなが

ら聞いていますか」という項目で，いずれも肯定的評価が増していた。「聞く力」が育っ

た学級には安心感があり，気の弱い児童でも発言できるようになる。今後も，継続してい

きたい。 

●各教科において，伝え合う活動が行われたが，いわゆる「話す・聞く」だけで終わってしまう

傾向が多く見られた。伝え合う活動を支えるものは，論理的思考力である。思考活動を通して

「話す・聞く」が意味を持った相互理解の活動になり，課題追求の場となる。授業における中

心課題の設定の工夫が課題となった。また，「話す・聞くタイム」の年間計画を作成する中で，

対話型スピーチに発展することができるトピックを選定し，基礎となる力をつけていくことも

必要である。 

 
２）学校・家庭・地域の連携体制づくりについて 

研究内容（２）“学校・家庭・地域の連携体制づくり”では，しまねがめざす人権教育の３

つの視点の中の，「人権としての教育」を特に意識して取り組んだ。保護者と連携した活動

や，地域・中学校・関係機関等と連携した活動を実施した。  

○人権・同和教育参観日に併せ，人権・同和教育研修会を開催したり，人権・同和教育だ

よりを発行したりして，保護者の理解や認識を深めることができた。 

○ＰＴＡによる「人権・同和問題意識調査」（保護者対象）を実施し，保護者の意識を把握

することができた。 

○広瀬交流センターと連携し，学校支援ボランティアの派遣により，学習支援協力，交流学

習を行うことができた。地域の方との触れ合いの中で，感謝の気持ちを豊かに持つことが

できた。 

●人権・同和教育研修会等への参加が増えるよう，保護者へのさらなる啓発が必要である。 

 

３）人権尊重の視点に立った環境づくりについて 

研究内容（３）“人権尊重の視点に立った環境づくり”では，しまねがめざす人権教育の３



つの視点の中の，「人権を通じての教育」を特に意識して取り組んだ。人権意識を高める雰

囲気を醸成する校内環境づくりや，人間関係を深め安心して生活･学習ができる教室環境づく

りの充実に努めた。 

○「にこにこわくわくけいじばん」（人権コーナー）を設置し，児童会や各学年の取組を

紹介する場をきちんと確保したことにより，児童どうしの心の交流が図られた。また，人

権についての気づきを促す詩を掲示することができ，立ち止まって読む児童姿も見られた。 

○教職員は，一日の学校生活の流れに沿った振り返りシートを活用し，人権尊重の意識を

改めて確認することができた。 

●人権コーナーにおける，各学年の取組の紹介を計画的に行うことが課題となった。 

   

４）安心してすごせる仲間づくりについて  

研究内容（４）“安心してすごせる仲間づくり”では，しまねがめざす人権教育の３つの視

点の中の，「人権を通じての教育」を特に意識して取り組んだ。一人一人の存在や思いを大

切にした学級経営を基盤に，人とのかかわりの楽しさを感じるとともに，主体的に活動し仲

間意識の高揚を醸成する全校活動の充実を図った。 

○「にこにこわくわく週間」（人権週間）に合わせ，様々な取組がなされたことにより，全

校で意識して活動することできた。また，企画委員会を中心に，「にこにこわくわく集会」

（人権集会）を開催し，児童の側からも人権についての啓発が為された。 

○「なかよし班」（縦割り班）の活動が，定期的な「なかよし班遊び」のみならず，様々な

行事や委員会活動においても計画・実施され，異学年交流がより深まった。 

○縦割り班活動を充実させたことにより，上学年のリーダーシップ，下学年のフォロワーシ

ップが育まれた。 

○児童に行ったアンケート（9月・12月・5月実施）において，「あなたは友達からほめられ

ることがありますか」「あなたはいけないことをしている友達がいたら注意することがで

きますか」という項目で，いずれも肯定的評価が増していた。また，「あなたは最近いや

なことを言ったりしたりしたことはありますか」「あなたは最近いやなことを言われたり

されたりしたことはありますかという項目では，否定的評価が増していた。様々な活動を

通して，良好な仲間づくりが構築されてきていると考える。 

  

５）人権に関わる知的理解を深め，人権感覚を高める授業づくりについて 

 研究内容（５）“人権に関わる知的理解を深め，人権感覚を高める授業づくり”では，しまねが

めざす人権教育の３つの視点の中の，「人権についての教育」を特に意識して取り組んだ。道徳と

社会科を中心にして，人権の大切さや同和問題等に関する知的理解を深めるとともに，身近にある

不合理，偏見，差別などに気づくことのできる人権感覚を養う授業の充実に努めた。また，教育活

動全体を通じた道徳教育・社会科教育の充実に努めた。 

○道徳の授業においては，登場人物の心情を問う場面発問のみで授業を展開するのではなく，テ

ーマ性のある発問をすることにより，自分の考えを基に話し合ったり問題解決的な学習を展開

したりして，道徳的価値を追究していくことができた。 

○社会科の同和問題学習においては，取り扱った歴史的事象について，人権に関する知識・理解

を深めることができた。 

○「人権・同和教育構想図」を作成し，総合単元的な見通しを持ち,授業で学んだことの実践化を

意識して取り組むことができた。 

●道徳の授業においては，読み物資料から離れ，道徳的価値をどう一般化していくか，授業で学

んだ価値を日常の生活においてどう意識させていくかが今後の課題となった。 

●社会科の同和問題学習においては，知識の習得にとどまらず，児童一人一人が自分の人権意識

を見つめ直し，差別や偏見に気づく力やそれを許さないという心情を養うとともに，実生活に

活用できるところまでつなげていくことが課題となった。適切な資料を選択し，適当な中心課

題の設定の工夫が必要である。 



○「自分や友達のことのアンケート」結果 

 

 平成 26 年 9 月・12 月・平成 27 年 5 月に、児童に対して行った「自分や友達のことアンケート」の

結果は以下のとおりである。（数字は％） 

                       

①あなたは自分のことが好きですか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 ２５ ４２ ２１ １２ 

１２月 ３０ ３２ ２５ １３ 

平成２７年５月 ３２ ３３ １９ １６ 

 

②あなたは友達からほめられることがありますか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 ８ ２０ ４４ ２８ 

１２月 １０ ３０ ３４ ２６ 

平成２７年５月 ２３ ４３ ２３ １２ 

 

③あなたは誰とでも仲良く話したり、遊んだりできますか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 ４５ ３７ １４ ４ 

１２月 ５０ ３３ １１ ６ 

平成２７年５月 ５０ ３３ １３ ４ 

 

④あなたは、最近嫌なことを言われたり、されたりしたことはありますか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 １２ ２３ ２０ ４５ 

１２月 １７ ２６ １７ ４０ 

平成２７年５月 １５ ２１ ２０ ４４ 

 

⑤あなたは、最近嫌なことを言ったり、したりしたことはありますか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 ６ １０ ２９ ５６ 

１２月 ９ １８ １９ ５４ 

平成２７年５月 ６ １５ ２３ ５７ 

 

⑥友達の中に、あなたの気持ちをわかってくれる人がいますか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 ４１ ３１ １４ １４ 

１２月 ４３ ３３ １１ １３ 

平成２７年５月 ４３ ２７ １７ １３ 

 

⑦あなたは、授業中、友達に自分の考えを分かりやすく話していますか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 ２１ ４４ ２５ １０ 

１２月 ２５ ４５ ２２ ８ 

平成２７年５月 ２２ ３９ ２７ １３ 

 

 



⑧あなたは、授業中、友達の言いたいことを考えながら聞いていますか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 ３９ ３７ １８ ６ 

１２月 ４１ ４３ １２ ４ 

平成２７年５月 ４５ ３５ １４ ５ 

 

⑨あなたは、いけないことをしている友達がいたら、注意することができますか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 ２５ ３９ ２６ １０ 

１２月 ３４ ３５ ２２ ９ 

平成２７年５月 ３８ ３３ １９ ９ 

 

⑩あなたは、友達とトラブルになったら、自分たちで解決することができますか。 

 とてもそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

平成２６年９月 ２５ ４０ ３０ ５ 

１２月 ３５ ３９ ２０ ６ 

平成２７年５月 ２９ ４４ １８ ９ 

 

 


