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平成２８・２９年度島根県教育委員会人権・同和教育研究指定校 

石見養護学校研究報告 
 

１ 研究指定校の概要 

   島根県立石見養護学校は、島根県中部、中国山地に囲まれた自然豊かな邑南町に位置している。 

   本校は小学部・中学部・高等部、児童生徒４３名が通う、県内の特別支援学校の中では小規模な学校であ

るが、出身地は邑智郡を中心に大田市をはじめ、浜田市、江津市、出雲市、飯石郡や県境を越えて北広島町

までとエリアが広いことが特徴である。また知的障がい、発達障がい、肢体不自由等を含む、様々な障がい

を有する児童生徒が在籍しており、障がいの程度も様々なので、集団や個別、少人数等の学習形態で個のね

らいに迫る指導を行っている。 

   本校周辺には３つの障がい者支援施設（くるみ邑美園、愛香園、緑風園）があり、四つ葉のクローバーに

象徴される幸せを願って、一帯は「四ツ葉の里」と呼ばれている。様々な支援を必要とする人たちの福祉の

増進と社会参加の促進のために福祉と教育がお互いに連携している。毎年人権・同和教育教職員研修会をは

じめとする各種研修会を合同開催したり、授業や余暇活動で各施設を活用したりと、連携の幅も年々広がり

つつある。 

   また邑南町としては、子どもたちを安心して産み、育てられる環境の整備に重点を置き、「日本一の子育て

村構想」と名付けられた住みよい町作りを目指す取り組みがあり、平成２９年度より邑南町、邑南町教育委

員会、矢上高等学校、石見養護学校で四者協定を結び、新たな連携の道筋を模索している。 

 

２ 研究の概要 

（１）研究主題 

『自己実現しようとする児童生徒の育成を目指した指導・支援を考える 

～自尊感情を高める支援をチームで支える～』 

 

（２）研究主題を設定した理由 

  本校での研究においては、めざす児童生徒像「明るく 元気に たくましく生きる人」を共通理解し、各

年度のテーマの中で大切にして研究を行ってきた。 

平成２５年度から平成２７年度までの３年間は、「自分から行動し、自分らしく生きる児童生徒を目指し

て～一人一人のキャリア発達の支援を通して～」という研究主題のもと小学部・中学部・高等部・寄宿舎に

おいて校内研究に取り組んできた。その中で、自主性、コミュニケーション力を育てる実践については、一

定の成果を上げることができた。しかし研究の中で、児童生徒の表面上に見える姿や行動に目が行き、その

背景にある困難さや児童生徒の思いを読み解くことや「自分らしく生きる」ための支援の検討にはまだ課題

が残った。 

人権・同和教育研究指定を受けるにあたり、この“児童生徒の背景にある困難さや思いを読み解き、自分

らしく生きる力を育むこと”とは、進路保障の理念である「すべての子どもたちの実態に目を向け、一人一

人が将来をたくましく切り拓いていく力、すなわち『生きる力』を育む」ことそのものであると考えた。こ

うして平成２８年度からの２ヵ年計画で「自己実現しようとする児童生徒の育成を目指した指導・支援を考

える～自尊感情を高める支援をチームで支える～」を研究主題に掲げ、校内研究として実践を行うこととし

た。 

 

（３）研究の重点・特色について 

研究主題の中の、“自己実現しようとする児童生徒”の姿には、「こうしたい」「こうなりたい」という願い

がある。その願いを実現しようと行動する児童生徒を育成するために、以下の点を大切にし、重点的に取り
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組むこととした。 

① すべての子どもたちの実態に目を向ける（実態把握）～校内研究での実践 

② 一人一人が将来をたくましく切り拓いていく力の育成～授業づくりの研修 

また推進体制においては、校内研究を担う研究部と特別委員会組織の一つである人権・同和教育推進委員

会を中心に、研究及び教職員研修を計画・立案し、実践について研究・協議を行うこととした。 

 

（４）組織及び推進体制 

  ア 推進体制全体の概要 

        平成２８年度より、特別委員会組織がつくられ、その中に人権・同和教育推進委員会が位置づけられ

た。委員会は人権・同和教育主任を中心に、様々な人権課題を解決し、真に人権が尊重される社会の形

成に向けて主体的に関わる児童生徒の育ちを支援するために、人権・同和教育に関する取り組み全般を

企画・立案し、その推進・実践について研究・協議することを役割としている。 

   具体的な取り組みの内容は以下のとおりである。 

・「人権・同和教育全体計画」の策定 

・校内外における、教職員研修の企画・実施及び参加の呼びかけ 

・人権・同和教育に関する資料・情報の収集、管理、提供 

・児童生徒の進路保障のための実態把握と校内外関係諸機関との連携 

・研究部と連携した校内研究の取り組み 

・児童生徒の進路保障の観点から、各学部での研究推進の支援 

      

校内体制は、下の図に示すとおりである。 
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イ その他の関係機関の概要 

・本校 PTA 人権・同和教育推進委員会 

      →PTA会員の人権・同和教育に対する正しい理解や認識を深め、児童生徒の人権・同和教育の効果

的推進（研修会、座談会の開催等） 

     ・四ツ葉の里各障がい者支援事業所 

      →隣接事業所として本校児童生徒在学時の学習活動への協力、家庭生活支援、卒業後の進路先、生

活支援（入所通学、現場実習先、放課後等デイサービス）、図書館や体育館等の施設利用 

      →四ツ葉の里人権・同和教育合同研修会の実施 

     ・邑南町 

      →邑南町進路保障推進連絡会での邑南町内三地域ごとの児童生徒の情報共有 

      →邑南町人権・同和教育推進協議会主催の研修参加 

      →四者協定の取り組み 

・    ・近隣小・中・高等学校、居住地小中学校 

      →交流及び共同学習を通しての理解・啓発推進 

       

   ウ 組織及び推進体制構築に当たって特に留意した点等 

          研究テーマに基づいた校内研究は、研究グループ会の計画や進行、外部講師を活用した研修等につい

ては研究部が中心となり、人権同和教育課訪問指導の際の授業公開、研究協議については人権・同和教

育推進委員会が中心となって計画、進行することとし、２つの組織で役割分担をしながら連携して取り

組む。 

     人権に関する知識・理解に関する研修会は、PTA、四ツ葉の里運営協議会と共同開催するような規模

の大きな研修会（講演会）のみならず、職員会議の場で行う研修報告（ミニ研修）等も大切な研修と位

置付け、機会を捉えて情報発信していく。 

      

（５）研究の経過及び内容 

①平成２８年度の取り組み 

   ⅰ はじめに 

本校では児童生徒の入学後、個別の教育支援計画や指導計画、自立活動指導内容表を作成するにあた

り、児童生徒の実態把握を学級担任および副担任で行っている。その際に個別の教育支援計画では「生

活面・行動面・作業面・社会性・コミュニケーション面」等の項目、自立活動指導内容表では６区分に

則して実態把握を行い、具体的な支援を行った結果、従来の実態把握では捉えにくかった姿も見えてく

るようになった。そこで児童生徒の背景に目を向け、困難さや問題行動等に至った経緯を辿り、改善策

を考えることでより良い支援につながるのではないかと考え、児童生徒の実態把握の方法について、改

めて検討してみることにした。 

  

  ⅱ 研究の方法 

＜各研究グループでの実践＞ 

   ・複数の教員で一人一人の児童生徒の実態把握を行い、行動の背景を読み解き、原因を探る。 

    ・様々な方法で行った実態把握をもとに、課題を設定し、実践、評価、改善を行う。 

    ・各学部で対象児童生徒を挙げ、事例研究を行う。 

＜外部講師を迎えての研修会＞ 

    ・子どもの実態をいろいろな視点で捉えられるように、障がい特性に関する研修会だけではなく、臨

床心理士等の専門家による心理面へのアプローチについての研修会も計画する。 
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ⅲ 研修会の計画 

月 日 内容 講師 

６ １５ 
講演 

「子どもの自尊感情をどのように育てたらよいか」 

山陽学園大学 

教授 近藤 卓 

８ ２ 
講演 

「感情コントロールの力はどのようにして育つのか」 

東京学芸大学 

教授 大河原 美以 

１０ １２ 校内事例検討会（小学部・高等部の２ケース） 
島根大学 

講師 高見 友理 

１１ ４ 
講演 

「授業づくりと自尊感情について」 

鳥取大学 

教授 三木 裕和 

 

ⅳ 実践～高等部生徒 Aの事例 

ア 生徒 Aの課題 

生徒 Aは、作業学習において製菓班で学習を行っている。４月は他の生徒と同様に作業学習に参加し

ていたが、５月中旬から活動に抵抗感を示すようになり、作業する教室に入ることを渋ったり、体調不

良を訴えて保健室を利用したりすることが多くなった。作業学習は週１２時間あり、高等部において重

要な授業である。作業学習以外の授業には参加できるが、作業学習には「やらなければならないのはわ

かっていても、参加できない。」と言っていた。そこで生徒の様子と従来の実態把握に基づき、本人の思

いに寄り添いながら、負担感なくできる作業を考えて支援をしたが、状況はあまり好転しなかった。 

 

イ 実態の分析 

（ア）ブレーンストーミングによる実態把握 

１学期の生徒の様子を振り返り、行動の背景や思いに着目したブレーンストーミングを行った。 

   【ブレーンストーミングによる実態把握の内容】 

（イ）臨床心理士を招いた校内事例検討会での実態把握  

A の気になる姿について、臨床心理士、担任、寄宿舎指導員、養護教諭、その他の教員で多角的に情

報を収集しつつ、Aの行動の背景や指導の方向性について検討した。 

    

 

気になる姿 その背景 具体的な改善案 

・初めてのこと、新しいこと

に対する不安が大きい。 

 

 

 

 

 

・自信がないこと、興味のな

いことはやろうとしない。 

・失敗したくない。 

・見通しがもてない。 

・人の目が気になる。 

・母親主導で物事が決まり、自己決定が

できていない。a 
・0か 100かというような力加減なので

午後から息切れすることもある。 

・関心の有無がはっきりしている。ｂ 

・自信のあることから取り組む。 

 

・自己選択・決定したことはやり

遂げられるように、時間や作業量

を調整する。 

 

 

・関心・意欲が高まる題材設定を

工夫する。 

・ルールや決まりを守る意

識が低い。 

・常識的で、わかっているで

あろうルールが守れないこ

とがある。 

・常識的なことがわかっていないこと

が多い。ｃ 

・大人の反応を見て、自分の言動が○か

×かを判断している。 

・わざと良くない行動をとって大人に

かかわってもらえるのを待っている。 

・ルールやマナーの意味や理由、

必要性を伝え、簡潔に説明する。 

・ルールが守れた時に良い行動

を強化する言葉かけをする。 
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【校内事例検討会での実態把握の内容】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）（イ）の実態把握から明らかになった Aの姿には、次の共通点があった。 

 

 

 

 

     従来の実態把握では、作業学習への参加しにくさの原因は、作業そのもののハードルの高さや心理的

なのものではないかとの見立てであったが（ア）（イ）の実態把握を経て、自己理解、自己決定する力

が十分に育っていなかったことに起因するのではないかという見方に変わった。 

これらの実態から、次のような支援の方針を立てた。 

 

 

 

 

 

ウ 実態の分析結果に基づく支援の検討～後期現場実習の取り組み 

上記（ⅰ）～（ⅳ）の支援の方針を受け、後期現場実習事前学習、実習期間中、事後学習の取り組みを

行った。 

【後期現場実習のねらい】自分がどのような仕事に向いているか知る。 

社会の中で実際に仕事をしてみて、自分の課題を見つめる。 

気になる姿 その背景 具体的な改善案 

・作業学習への参加に抵

抗があり、参加できない。 

・本人のやる気と作業のマッチングが

できていない。（自己決定ができてい

ない）a 
・理解の難しさがある。 

・面倒くさい工程や、それができずに失

敗するのは嫌。 

・中３の特別支援学級入級で、できない

自分の受け入れに苦しんでいる。 

・何ができて、何ができないかを 

一緒に考え、自分で決める。（自 

己理解・自己決定を促す。） 

・「自分にしかできないこと」を 

作業の中に盛り込む。 

 

・ルールや決まりを守る

意識が低く、指導を受けて

もなかなか定着しない。 

 

・環境に左右されやすい。 

・わかりやすいルールは守る。 

・興味のないことはあまり記憶に残ら

ない。ｂ 
・いろいろな情報が全部入ってきてわ

からなくなるため、考えがぶれる。ｃ 

・「こんな時はこうしたらできる 

というパターンを増やす。 

・自分の興味のもてることから取 

り組む。 

・言葉だけでなく、視覚的支援を 

用いてルール等を伝える。 

段階 学習の内容 ※（ ）は方針 具体的な支援 

実習前 

（事前学習） 

〇実習先を決定する。（ⅰ） 

 

〇目標を考える。（ⅱ） 

 

・実習先を自分で決定できるよう、興味の

ある職業（美容師）について話題にする。 

・具体的な目標設定ができるように、Ｂ
が通っている美容院の美容師の方がどの

ように接客してくれるか等を話題にし、

考えるきっかけ作りをする。 

a：自己決定できていない。 

b：興味・関心があることには、意欲的に取り組む。 

c：自己理解を含む、抽象的な事や複雑なことは理解が難しい。 

（ⅰ）自己理解につながるような活動を設定する。 

（ⅱ）目標達成のために何を頑張るかを自己決定する。 

（ⅲ）自己評価、他者評価をもとに、自己理解を深める。 

（ⅳ）自己理解に基づき、新たな目標を設定する。 
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エ 変容 

ブレーンストーミングによる実態把握や臨床心理士を

招いた事例検討会での実態把握をすると、特定の教員に

よる実態把握よりも生徒の姿が具体的に捉えられ、さら

に多くの教員の目でその背景を読み取り、ディスカッシ

ョンすることで多角的な見方ができた。 

このような実態把握を経て、生徒の実態や支援方法を

教員同士で共通理解し、Aの思いや願いがどこに向かって

いるのかを確認した上で、Aの長期的な目標が何で、どの

ような場面でどのように頑張れば目標に近づけるかをは

っきりとわかるように提示した。 

自分なりの作業学習の意味付けができ、参加できるようになると、A は製品作りや販売活動等で成功体

験を積み上げることができた。A の自己肯定感が高まったことは言うまでもなく、これらが美容師になる

という夢の実現のための原動力（自己実現のための意欲）になり、好循環が生まれた。 

    

オ まとめ～平成２８年度の成果と平成２９年度に向けて 

  平成２８年度は、各学部、学級の複数の教員（チーム）で実態把握を行い、児童生徒一人一人の行動の

背景や課題を読み解いてきた。チームで実態把握をしたことは、話し合いの時間はかかったが、児童生徒

一人一人の実態の捉えについて共通理解ができたと考える。また、子どもの多面的・多角的な見方ができ、

子どもの捉えに広がりが出たと考える。教員の子どもの実態を捉える力もスキルもアップしたことは大き

な成果だった。  

臨床心理学の講師からの研修や臨床心理士を迎えての事例検討会を全教員で行ったことは、大変勉強に

なった。講師による子どもの心の変化や子どもを取り巻く環境の見立てには、私たちでは見えなかった要

因に気付かされた。心がしんどい子どもたちの背景には、その子を取り巻く環境も大きく影響しているこ

とを再認識した。 

   実態把握に基づき、子どもの気持ちに寄り添いつつ適切な支援を行ったことで、できることが増え、自

己実現の意欲を増進させることには一定の成果が見られたが、教員以外の仲間（子ども同士）でつながり、

仲間と共に自己実現に向かう取り組みには課題が残った。そこで平成２９年度は、仲間とつながり、関わ

りながら共有体験を繰り返し、自己実現に向かう授業づくりに重点的に取り組んではどうかと考えた。 

 

 

 

実習中 

 

〇実習先での作業（ⅱ） 

 

〇日誌を記入し、毎日の振り返りを行

う。（ⅲ） 

・客観的な視点をもてるように、巡回時の

教員の評価や感想を伝える。 

・うまくいったことだけでなく、苦手だっ

たこと、難しかったことも振り返って記入

するよう促す。 

実習後 

（事後学習） 

 

○自分の課題を解決するために、学校

生活のどの場面で何を改善すればよ

いかを考える。（ⅱ） 

〇実習の振り返りをし、自己評価を記

入する。（ⅲ） 

○自己評価と実習先評価を比較し、次

の自分の課題を見つける。（ⅳ） 

・「美容師になるために必要な力」と現在

の生活や学習場面を関連付ける言葉かけ

をする。 

・具体的な場面を思い出せるように日誌

をもとに生活面と作業面を振り返る。 

・自己評価と実習先評価の違いが一目で

分かるようにレーダーチャートを用いる。 

※6、10 月は現場実習のため通常の作業

学習を実施せず 
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  ② 平成２９年度の取り組み 

   ⅰ はじめに 

平成２８年度の課題を受けて、仲間とつながり、関わりながら様々な摩擦や困難を乗り越える共有体験

を繰り返すことで、自尊感情が高まり、自己実現にもつながるのではないかと考えた。これは人権教育の

３つの視点のうちの「人権についての教育」の中の「自分の意見を伝えていく力」「他者の考えや思いを受

け止める力」「多様な人々とともに目標に向けて協力する力」と重なる部分であり、どの子にもつけたい大

切な力である。そこでこの３つの視点の中の「人権についての教育」に視点を当てた授業づくりに取り組

むこととした。 

 

ⅱ 研究の方法 

＜教職員研修会＞ 

・人権・同和教育推進委員会、学部・学級会等で「人権教育指導資料第２集しまねがめざす人権教育」の

読み合わせを行い、人権教育の３つの視点のうち「人権についての教育」の理解を深め、学習指導案の立

案、研究授業を行う。 

・人権教育の３つの視点のうち、「人権についての教育」に視点をあてた授業として効果的な学習活動や

支援であったかを協議の柱としてグループワークを行い、人権同和教育課指導主事に指導・助言を受ける。 

【研究授業の予定】 

月 日 学部 内容 

５ ３１ 高等部２組 生活単元学習「キラキラファミリーショップ～お弁当の紹介をしよう～」 

１０ ３０ 中学部３年 生活単元学習「高等部へ GO～進路学習の取り組み」 

２ ２６ 高等部１年 特別活動（HR）「気持ちの良いクラスにするために」 

ⅲ 教職員研修会（グループワーク）の取り組み 

   ア 研究授業について 

人権教育の３つの視点のうちの「人権についての教育」の中の「自分の意見を伝えていく力」「他者の

考えや思いを受け止める力」「多様な人々とともに目標に向けて協力する力」を学級でも確認し、人権教

育の視点とめざす児童生徒の姿とについて共通理解をして授業づくりに取り組んだ。 

 

イ 研究授業の概要（学習指導略案より抜粋） 

第 1回研究授業(高等部２組) 

＜単元名＞「キラキラファミリーショップ ～お弁当の紹介をしよう～」 

＜ねらい＞〇することが分かり、自分から行動することができる。※① 

〇自分の思いを、自分なりの方法で伝えることができる。※②③ 

〇仲間と協力し、自分たちが思い描いたショップを作り上げることができる。※②③ 

        ※印は人権教育の視点（①人権としての教育②人権を通じての教育③人権についての教育） 

 ＜指導計画（全２５時間）＞ 

    第１次「２組ショップをしよう」         …９時間 

    第２次「販売の準備をしよう」          …９時間（本時６/９時間） 

      第３次「キラキラファミリーショップを開店しよう」…６時間 

    第４次「振り返ろう」              …１時間 

   ＜本時のねらい＞○自分の作った料理の紹介文を作ることが分かり、自分から取り組むことができる。 

○自分の作った料理の紹介文を自分の方法で作って伝えることができる。 
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＜展開＞  

学習活動 主な支援 準備物等 

〇前回の振り返り 

 

〇紹介文（ポップ）につ

いて知る 

・これまでの学習の画像や前回作ったお弁当の写真を提示

して、ショップに向けた学習について想起しやすくする。 

・日常の中で目にする紹介文の存在を取り上げその役割に

ついて考える時間を設ける。 

パソコン 

テレビ 

弁当掲示物（写

真） 

〇自分の作った料理の

紹介文を考える。 

〇自分の考えた紹介文

を書く。 

・相手に伝わる紹介文にするために、どのようなことを書け

ばよいか発問する。 

・生徒の考えを基に紹介文の書き方のポイントを視覚的に

示す。 

ワークシート 

〇紹介文を発表する 

 

〇まとめ 

・紹介文を順番に発表することを伝える。 

・生徒の実態に応じた原稿（写真入り等）を使用する。 

・販売への意欲を高められるように、全員でお弁当を作り上

げたことが生徒に伝わる言葉かけをする。 

発表カード（原

稿） 

マイク 

 

＜研究授業を受けてのグループワーク＞ 

    研究授業を受けて、今回の授業が人権教育の３つの視点のうち「人権についての教育」に視点を当てた

授業として効果的な学習活動や支援であったかについてグループワークを行った。 

まず授業の中で気づいた点を付箋に記入し、グループで話し合いながら座標上に置き、整理していった。

縦軸に良かった点と改善点を、横軸に学習活動と支援を取り、分布を見ることにした。さらに出された付

箋の中で「人権についての教育」の３つのつけたい力を育むために有効と思われる支援や学習活動に印を

つけて整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループワーク用分析シート            実際に使用した分析シート 

    授業の中で良かった点と改善点としては、以下のような意見が挙がった。（一部抜粋） 

【良かった点】・安心して学習に向かえるよう、一人一人の思いを確認し、支援を行っていた。 

・これまで作ったおかずの写真やポップの例文等の視覚的支援があり良かった。 

・子どもたちの声を肯定的に教員が受け止めて返している点が良かった。 

【改善点】  ・子ども同士の関わりを増やすためにも、もう少し教員が離れても良いのではないか。 

・友達の発表を聞いた後に、生徒が感想等を伝える場面があると良かった。 

・誰に対してお弁当を紹介するのか、わかりにくかった。 

   ＜まとめ＞ 

     座標上で良かった点、改善点を整理していくと、「人権についての教育」に視点を当てた授業として効

果的だった点（良かった点）は、教員の支援の側に多く分布していた。特に「自分の意見を伝えていく

        良かった点 
 
 
 
学                    
習                  支 
活                  援 
動                   

 
 

改善点 
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力」を育むための支援は、個に応じた様々な工夫がなされていた。反対に支援は良いが学習活動の設定

に課題があるとする意見も多く、生徒同士が関わる活動が少なかったことや友達の発表を聞いて感想等

のリアクションをする場面がなかったことが挙がった。「人権についての教育」の視点を意識しながら

授業を振り返ることで、次の授業づくりのヒントを得ることができ、有意義なグループワークとなった。 

 

 第２回研究授業（中学部３組） 

＜単元名＞「カードで話そう～就学相談会や進路学習を振り返ろう」 

＜ねらい＞〇活動に見通しをもち、自分から取り組む。※① 

〇自分の気持ちを、自分の言葉で伝えることができる。※①③ 

〇中学部最高学年の意識をもち、友達や周囲の人と適切に関わりながら、協力して活動す

る。※②③ 

 ＜指導計画（全９時間）＞ 

    第１次「就学相談会ってなに？」         …１時間 

    第２次「面接練習をしよう」           …３時間 

      第３次「就学相談会やチャレンジ週間を振り返ろう」…４時間 

    第４次「カードで話そう」            …１時間（本時） 

   ＜本時のねらい＞○カードを使い、これまで学習してきたことを振り返りながら話したり、友達の話を聞

いて質問したりすることができる。 

○カードやお題に応じて、好きなことや自分の夢、これから頑張りたいこと等を伝え

合うことができる。 

＜展開＞  

学習活動 主な支援 準備物等 

〇本時の活動内容を知

る 

 

・これまでの進路学習等について、話す活動をすることを伝

える。 

・カードのお題がいろいろあることを提示する。 

パソコン 

テレビ 

 

〇カードを使って伝え

合う 

・自分の言葉で伝える、わからないことは質問する、みんな

に伝わったら交替することを押さえる。 

・生徒同士で伝わりにくかった場合、必要に応じて教員が言

い換えて分かりやすい言葉で伝えるが、できるだけ生徒同士

の関わりを大切にする。 

・覚えることが苦手な生徒に対しては、教員が話を要約した

メモを書いて質問のヒントになるようにする。 

・これまでの進路学習が思い出せるように、ファイルや記録

を見返すことができるようにしておく。 

付箋 

進路学習ファイ

ル 

〇振り返り 

 

〇まとめ 

・教員が記録したトークの一覧表を見て、いろいろ話をした

り質問したりできたことを確認する。 

・感想で、良かったことや困ったこと等いろいろな気持ちも

交えて伝えられたら良いことを押さえる。 

・これから卒業までの流れを確認し、今日話したようなこと

をこれからも考えていくことを押さえる。 

一覧表 

 

 

 

予定表 
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＜研究授業を受けてのグループワーク＞ 

    第２回の研究授業も人権教育の３つの視点のうち「人権についての教育」に視点を当て、前回の課題で

あった「学習活動の工夫」と「ねらいの設定の仕方」について配慮した授業づくりであったかについてグ

ループワークを行った。 

授業の中で良かった点と改善点としては、以下のような意見が挙がった。（一部抜粋） 

【良かった点】・友達に確認の声をかけたり、説明したりする姿が見られた。 

・友達と目線を合わせて、うなずきながら話を聞いていた。 

・安心してその場で居られる安心感や話し易い雰囲気ができていた。 

【改善点】  ・進路学習の内容は題材として難しく、もう少し平易なものや心が動く話題が良かったの 

ではないか。 

・質問し易いように、定型文等を提示しておくと良い。（５W１Hを参考に） 

・聞くことが苦手な生徒への支援がもう少しあると良い。 

＜まとめ＞ 

    有効だった学習活動の工夫としては、トークに視覚的支援（カード）を使った点が挙げられていた。話

し合いの中で、自分の経験したことや思い入れがあることは流暢に話せたが、進路学習に関しては考え込

む場面も見られた。何を質問すればよいのかがわかりにくい生徒もおり、活発な話し合いの展開にはなら

なかったものの、３名の生徒が相手のペースを尊重し、目線を合わせたりうなずいたりするというような

ノンバーバルなコミュニケーションが存在していた。このことから人権教育の３つの視点の「人権を通じ

ての教育」“人権が尊重される雰囲気（環境）づくり”が、授業の中で大切なポイントであることを再認識

した。 

 

 第３回研究授業（高等部１年１組） 

＜単元名＞「気持ちの良いクラスにするために」 

＜ねらい＞〇生徒同士の関わりによって生活をよりよくすることができることに気づく。※①② 

〇自分の意見を友達に伝えたり、相手の考えを受け入れたりする。※③ 

        〇自分たちで課題やそれを解決するための方法を考える。※③ 

＜指導計画（全５時間＞ 

     第１次 クラスの課題を考えよう             …１時間 

    第２次 自分の気持ちの伝え方を考えよう         …１時間 

     第３次 クラスの優先課題を考えよう           …１時間（本時） 

     第４次 課題に対して改善案を考えよう          …１時間 

         （自分の行動について振り返りをする（毎日））   …１週間 

第５次 実施してみてどうだったか振り返ろう       …１時間 

 ＜本時のねらい＞○自分の思いや気持ちを相手に伝えるとともに、相手の思いを受け止める。 

○話し合いを通してクラスの優先課題を考える。 

＜展開＞  

学習活動 主な支援 準備物等 

〇本時の活動内容を知

る 

・見通しをもてるよう、本時の内容を伝える。 

・話し合いのルールを掲示し、確認する。 

 

ルール表 

〇クラスの課題を思い

出す 

〇考える 

・クラス全体でできるよ

・思い出しやすいように、まとめたものを提示する。 

・誰が書いたかは言わずにみんなの意見として提示する。 

 

・書きにくい生徒、問われている意味が理解しにくい生徒に

ワークシート 

 

 

付箋 
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うになりたいことを各

自で考え付箋に書く。 

〇発表 

・発表時の約束の確認 

・一人ずつ発表をしなが

ら付箋を貼る。 

〇まとめる 

・項目ごとにまとめる 

〇決める 

・優先課題を決める。 

は、掘り下げて説明をしたりヒントを出したりする。 

・できるだけ、生徒たちで話し合いが展開できるよう見守る

が、進行状況に応じて必要であれば支援する。 

 

・問われている意味が分かりにくい生徒には、生徒同士で声

を掛け合うよう促す。また、必要であれば生徒のそばで説明

をする。 

・発表する時は、その理由も伝えるように促す。 

 

〇振り返り 

〇まとめ 

・ワークシートに沿って、活動の振り返りをする。 

・次時は課題に対する目標を決めることを伝える。 

振り返りシート 

＜研究授業を受けてのグループワーク＞ 

    第３回の研究授業も、生徒同士のやり取りの中で適切に自分の意見を伝えていく力や他者の考えを受け

止める力、仲間で目標に向けて協力する力をねらいとして授業づくり行った。今回のグループワークでは

日頃の生徒の様子や個々の課題、前時での様子も詳細に説明した上で本時の授業の振り返り（良かった点、

改善点）を行った。さらに次時の中心発問や支援方法についての案を考える演習も行い、授業づくりの実

践力を高めるための協議となるよう工夫した。 

【良かった点】・ルールを守った発言で、伝える力の高まりが見られた。 

・「多数決じゃないよ。自分の意見を言っていいよ。」という友達の考えを受け止める姿

が見られた。 

・「いつもの自分」を振り返り、自分自身と真摯に向き合う姿が見られた。 

・子どもたちの思いが「改善案を出す」という学習に自然な流れでつながっていった。

【改善点】  ・生徒一人一人の語彙力、理解力の違いがあるが、込み入った話をどこまで理解できて                         

いるのかを個別で確認する必要があったのではないか。 

 

＜まとめ＞ 

 第３回研究授業では、子どもたち自身がクラスの課題を見つけ、実践、評価の道筋をたどる中で、自己

理解が進み、ネガティブな自分やクラスの雰囲気も受け入れ、だからこそ良くしていこう、という話し合

いの流れは大変良かった。話し合いの中では、自分の意見を適切な態度で伝え、また友達の意見を受け止

めるというやり取りが比較的スムースに行われており、目標の達成だけでなく、次時の学習への期待感や

意欲を掻き立てる授業となった。ただ、語彙力や集団活動の経験の違いから、話し合いの内容や相手の意

図することを正しく受け止めるには、もう一歩踏み込んだ支援が必要だったという意見が多かった。この

ことから、「人権としての教育」の視点にある“子どもたち一人一人の学びの保障”を常に念頭に置いて

「人権についての教育」に取り組むことが大切であると再認識した。 

 

３ 研究の成果と課題 

（１）研究の成果 

人権・同和教育研究指定を受け、平成２８年度の研究では、子どもたちの実態に目を向けること＝児童

生徒の背景にある困難さや思いを読み解くことに多くの時間を費やした。 

続く平成２９年度の研究では、子どもたちの実態把握に基づき、授業づくり→研究授業→グループワー

クという一連の流れの中で、人権教育の３つの視点のうち「人権についての教育」に視点を当てて研修を
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行った。「人権についての教育」の中の「自分の意見を伝えていく力」「他者の考えや思いを受け止める力」

「多様な人々とともに目標に向けて協力する力」は、本校のめざす児童生徒の姿とリンクしていることに

着目し、第１回の研究授業では、この３つの力は学習活動や個々の支援を考えたり、その支援が適切であ

ったかについて振り返ったりする授業づくりの際の重要な視点であることがわかった。 

続く第２回、第３回の研究授業では「仲間（子ども同士）でつながり、仲間と共に自己実現に向かう」

ために、学習活動やねらいの設定の仕方にさらなる工夫をした授業づくりを意識して取り組んだ。子ども

たちが関わりながら思いを伝え合うには、「人権を通じての教育」や「人権としての教育」の視点が密接

に関わりながら「人権についての教育」でつけた力が育つことを確認できた。 

以上の実践を行った成果としては、以下の点が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記②③については、先の事例の高等部生徒 Aの所属学級のアンケート Q-Uの結果からも見て取れ

る。（表２）のように入学当初は学習意欲や進路意識が低かった。「こうなりたい」というような目標

がなかったり、将来就きたい職業が明確でなかったり、明確であっても何を努力すれば良いのかがわか

らなかったりする生徒が多かった。しかし「人権についての教育」の視点をもった授業づくりを進める

中で、将来を切り拓くために今身に付けるべきことを個別や学級全体で考え、取り組んで行く活動が充

実し、成果となって表れたと考えられる。 

 （ 表２ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成果を踏まえての課題 

平成２８年度の校内研究での取り組みでは、実態把握のために、複数の教員で子どもの言動や障がい

特性、家庭の養育環境等、様々な情報を突き合わせ、整理していくことには多くの時間と労力を費やす

ことになるため、各種様式の見直しや思考ツールの検討、実態把握のプロセスのシステム化等の効率的

な実態把握の進め方の工夫について、今後の課題として検討を重ねていきたい。 

また平成２９年度の授業づくりの取り組みでは、様々な実態の子どもたちがいる学習集団の中で、ク

ラスとしてのまとまりや成長を求める段階の子どももいれば、先生（大人）との関係の中で認められた

0

5

10

15

20

友人との関係 学習意欲 教師との関係 学級との関係 進路意識
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H28.5実施 H29.10実施

①子どもの実態把握を多くの教員で多角的に行ったことで、子どもの背景の捉え方に広がりが出た。 

②子どもの実態を教員が共通理解し、適切な課題の設定、学習方法の精選、指導方法を工夫したこと

で、子どもの思いに寄り添った指導・支援につながり、自己実現の意欲が高まった。 

③人権教育の視点のうち「人権についての教育」の視点を大切にし、子ども同士の関わりややり取り

（共有体験）を重視した授業づくりを行ったことで、子ども同士が互いを尊重しながら活動したり、

自分の課題に気付き(自己理解)、解決策を考え（自己決定）、実践（自己実現）しようとしたりする

姿が見られた。 
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い段階の子どももいる。このような子どもたち一人一人が求めるゴール（自己実現の姿）と集団が求め

るゴールの違いに対してどのようなねらいを設定するかを、丁寧に考えていきたい。さらにそのねらい

を達成するために、個別・学級等の様々な学習集団を効果的に組み合わせたり、バランスを取ったりし

ながら「人権についての教育」の視点を大切にした授業づくりに今後も取り組んでいきたい。 

また将来的には、校内で培った“将来をたくましく切り拓いていく力”を家庭や地域でも発揮し、自

己実現の場がさらに広がってほしいと願っている。しかし本校の子どもたちは、校内では自分の力

を発揮できても、地域の中で、特に同世代の仲間と関わることに苦手意識をもっていたり、過去

のトラウマから抜け出せず消極的になってしまったりする子どもたちも少なくない。 

このような子どもたちが自己実現の場を広げるために、子どもたちが同世代の仲間や地域の

方々と同じ目的・目標をもって活動し、自分たちの目線で考えたことや思いを伝え、相手の反応

を受け止め、さらに考えを発展させたり、深めたりする場が必要だと考える。 

平成２８年度から研究を続けてきたテーマ「自己実現しようとする生徒の育成を目指した指

導・ 支援を考える～自尊感情を高める支援をチームで支える～」に今後も取り組むことはもちろ

んのこと、近隣の学校との交流及び共同学習や地域に向けての理解・啓発活動に取り組むことも

本校の課題であり、使命でもあると考える。そして地域に向けての取り組みは、まさに人権教育

の３つの視点の「人権についての教育」であるとも言える。この視点をもって学校内外でどのよ

うに連携してゆくかも、今後の課題としてぜひ考えていきたい。 
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