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益田市立益田中学校（平成２７・２８年度） 

 

１ 研究主題 

   「互いのちがいを認め合い ともに成長しようとする生徒の育成」 

      ～安心して学ぶことができる集団づくりを通して～ 

 

２ 主題設定の背景 

   本校は、益田市の中心部にある生徒数３６２名の中規模校である。２つの小学校を中心に生徒が 

進学してくる。校区は官公庁、商業地、住宅地、農地が混在する市内では比較的開けた地域である。 

   平成２７・２８年度の２年間、文部科学省人権教育研究指定校、及び島根県人権・同和教育研究 

指定校として、上記の研究主題を掲げ、研究に取り組んできた。 

 平成２６年度までの学校の課題、生徒の実態から、研究実践を推進していくための基盤として、 

授業開始時の黙想や、本時のめあて・見通し・振り返りを大切にした授業を全教科で毎時間実施す 

ることを意識し、学習規律の確保に努めた。また、式や集会に整然と臨む姿勢や態度を身につける 

ため、全職員で緊張感のある集団規律の確保を意識した指導にあたった。更に、特別な支援を必要 

とする生徒に対しては、担任や特別支援教育コーディネーター、生徒指導主事、生徒支援推進者、 

養護教諭等を中心としたチームで、生徒一人一人に丁寧に温かく寄り添ってきた。この「学習規律 

の確保」「集団規律の確保」「個に寄り添う」を、教育実践の基盤とし、研究の推進を図ってきた。 

   教育実践を進めていく中で、当初は本校生徒の現状について、次のように感じていた。 

  ○明るく元気で、積極的にコミュニケーションがとれる生徒が多い。 

  ○体育祭や文化祭等の学校行事や部活動に、熱心に取り組むことができる。 

○人間関係づくりに悩んだり、軽率な言動でトラブルを起こすことがある。 

○自分で判断することが苦手で他の意見に流されることが多い。 

○学力や家庭状況の不安等から、将来の夢をもてない生徒が多い。 

○自分に自信がない、自分が役に立っていないと感じる生徒が多い。 

   また、自己表現がうまくできず孤立する生徒もいた。生徒同士のトラブルが起こる原因を探って 

みると、自己中心的で互いのちがいを尊重しようとする姿勢が見えにくく、生徒同士の関わりの中 

で些細なきっかけが原因となり、教室で過ごせなくなった生徒や登校しづらくなった生徒もいた。 

   これらの様子から、一人一人の自己肯定感をより高め、自信をもって目標の実現に立ち向かって 

いく生徒の育成が必要であると考えた。そこで特別活動や道徳の時間、教科学習で伝え合い、支え 

合う活動を積極的に取り入れ、自分の思いや考えを言葉にして表現し、それを受け止め、認め合う 

人間関係づくりに努めていった。 

そのためには、集団の中の支持的風土の醸成が不可欠であり、自分の意見、自分の存在が受け 

入れられたり、お互いを必要とし必要とされたりする体験の積み重ねが大切である。こうした伝え 

合い、支え合う取組を積み重ね、互いのちがいを認め合い、尊重し合うことができるならば、生徒 

一人一人が伸び伸びと自分らしく学校生活を送ることができると考えたのである。 

   こうした実態を踏まえ、「規律ある集団」「確かな学力」「自己有用感」を具体的な教育実践の３ 

つの柱に位置づけ、それらを育んでいくために、全職員が『プラスの言動』、つまり褒める、認め 

る、拍手、握手、笑顔等、ポジティブな関わりで、生徒一人一人に関わっていくことを最重要課題 

として、教育実践を積み重ねてきた。 

以上のように、仲間づくり、人間関係づくりを通して生徒一人一人の成長を目指す人権教育を、 

本校の教育活動の基盤に据え、全ての生徒が安心して学ぶことのできる集団づくり、学校づくりに 

取り組んできた。 

 

３ 研究のねらい 

   生徒の実態から見えてきた課題を「安心して学ぶことができる集団づくり」の研究実践を通して

改善し、人権・同和教育の視点を大切にしながら、生徒一人一人の人間関係づくりや学力の向上、

職員一人一人の指導力の向上につなげる。 
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４ 研究の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 研究の重点 

（１）生徒一人一人の学びを保障する取組  

①生徒の学習環境の充実  

②学力向上を図る取組  

③系統立てた進路指導の充実  

【主な内容】  

学習規律、グループ学習、進路学習、学習環境の工夫、授業力向上等  

 

（２）人権が尊重される集団づくり  

①豊かな人間関係をつくる取組  

②生徒の自主性や自己有用感を育てる取組  

【主な内容】  

学校行事、生徒会活動、全校集会や各学年集会、教育相談、アンケートＱ－Ｕ等  

 

（３）人権や人権課題についての認識を深め、人権感覚を育成する取組  

①計画的な人権・同和問題学習の実施と充実  

②人権意識を高める教職員研修の充実  

③地域・家庭・小学校と連携した人権教育の推進  

【主な内容】  

人権学習、人権週間、人権集会、職員研修、全体計画、年間指導計画、小中連携、

   ＰＴＡ地域連携、吉田地区青少年健全育成協議会等  

校長 

研究部会 

人権・同和教育推進部 

主幹教諭 

学習支援部会 

教頭 

益田教育事務所 

益田市教育委員会 

益田市人権センター 

吉田公民館 

ＰＴＡ 

吉田小・吉田南小等 

体験活動部会 

地域啓発・連携部会 

人権学習部会 

学習支援部会 

体験活動部会 

人権学習部会 

地域啓発・連携部会 
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６ 研究の実践 

（１）生徒一人一人の学びを保障する取組  

 学習支援部会  

①生徒の学習環境の充実  

  平成２６年度までの学校の課題、生徒の実態から、研究実践を推進していくための  

基盤として、授業開始時の黙想や「本時のめあて」・「見通し」・「振り返り」を大  

切にした授業を全教科で毎時間実施することとし、学習規律の確保に努めた。その際、 

「立腰を活かした姿勢づくり」を大切にし、それを解説した「立腰の図」を各教室に掲 

示し、姿勢の大切さを伝えたり、心を整えて授業に臨む態勢づくりに活かした。 

 

《立腰の図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立腰を実践すると、たくさん良いことがあります。 

まず、やる気が起こる、集中力が出る、長く頑張ることが出来る、頭が冴える、勉強が楽しく

なる、成績が良くなる、さらには行動が速くなる、バランス感覚が良くなる、内臓の働きが良く

なる、姿勢が良くなる等、立腰には様々な効果ができます。 

 ※出典・・・森信三『立腰教育入門』より、立腰の効果について 
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②学力向上を図る取組  

訪問指導等を活用しながら、人権尊重を基盤とした学級集団づくり、学習指導の

  研究に取り組み、生徒の学習意欲を高め、ともに学び、互いに支え合う生徒の育成

  に努めた。その取組を充実させていくために、全職員による指導案検討会を、２７

  年度は１回、２８年度は３回実施した。  

 また、夏休み中を中心に職員研修や職員会を重ね、アンケートＱ－Ｕの分析、学  

校や生徒の実態把握、課題解決に向けた検討を行い、教育実践の方向性を具体的に  

示しながら、実践を進めた。  

  

《訪問指導等の実施》  

【平成２７年度】  

  １２月２日（水）２年生社会科（「身分制度の廃止」）等、計９回の訪問指導を実

施した。  

【平成２８年度】  

  １０月１８日（火）市教研北東ブロック大会や１１月１８日（金）人権教育研究発

表会を含め、計１２回の公開授業や訪問指導を行った。また、授業公開に向け、全職

員での指導案検討会をそれぞれ３回実施した。  

 

③系統立てた進路指導の充実  

  各学年部が中心となって、系統立てた進路指導を実施し、生徒一人一人の将来を意

識しながら進路指導の充実を図った。  

 

《平成２７・２８年度主な進路に関する学習及び指導》  

対象学年  内    容  

１年生  益田市調べ「益田の果てまで行ってＱ」 ふるさと検定  職業調べ等  

２年生  

「木村勝男さん」（BS経営研究所代表理事）講演会   

デートＤＶ講座  福祉体験学習   

「たまちゃん先生」講演会  高校調べ学習  介護・看護講話等  

３年生  

進路説明会  高等学校オープンスクール  保育所交流  三者面談  

タッチケア  ボランティアスクール  こころの健康授業  面接指導  

職場体験学習  職業講話  統一応募用紙に関する学習等  

全学年  

教科書無償についての学活  家庭訪問  メディア講演会   

先輩と語る会  命の大切さを学ぶ授業  ＳＣによる心の授業  

命の授業  教育相談等  

 

 

 

 

 

 

 

 

研究発表会「社会科」の授業風景    研究発表会「古川正博さん」記念講演  
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（２）人権が尊重される集団づくり  

 体験活動部会  

  ①豊かな人間関係をつくる取組  

②生徒の自主性を育てる取組  

  平成２６年度までの課題を踏まえ、整然とした式や集会に臨む態度を身に付けるこ

とができるように、学年や全校で集まる時には、全職員で集団規律の確保を意識し指

導にあたった。  

  学習等様々な活動において、不適応行動を示す生徒に対しては、担任や特別支援教

育コーディネーター、生徒指導主事、生徒支援推進者、養護教諭等を中心にチームで

生徒・保護者に対応し、互いにきめ細やかに連絡、情報交換を行いながら、信頼関係

を築いていくよう努力した。  

  また、体育祭や文化祭といった学校行事についても、研究実践の視点をもちながら

取り組んだ。  

 

《平成２７年度文化祭での実践》  

（職員会資料より抜粋） 

生徒指導部／研究部／人権・同和教育推進部 

「見たい生徒の姿」を思い描き、全職員共通理解のもと、具体的な手立てをとっていきましょう。 

１．生徒のこんな姿を見たい！ 

 【本番当日】 

  ○全 体；ステージに立つ者も、鑑賞する者も、真剣、一生懸命→懸命な姿は人の心を打つ！ 

 【本番まで】 

  ○全 体；一人一人が与えられた仕事・役割を責任をもって果たす→自己有用感を育む 

  ○各学級；合唱を通して「クラスが一つに！」→・指揮者を見て 

・伴奏をよく聞いて 

・他のパートを意識して 

                        ☆パートリーダーが大事！ 

…よかったところを褒め、改善点を指摘 

２．職員の手立て 

  ○ １・２年生 ； リーダーの育成を意識して 

  ○   ３年生 ； 学級づくりの集大成として 

  ○特別支援学級 ； 活躍できる場 

  ☆「何となく」で文化祭や合唱コンクールを迎えるのではなく、各学級担任、学年部を中心に、

職員側が意図をもって取り組んでいきましょう。特に合唱は、コンクールに向かう雰囲気づ

くりも大切ですし、２回あるプレコンクールをうまく活用することもできます。数少ない練

習を質の高いものにし、リーダーを育成していく観点からも、パートリーダー会や反省会な

どを開くことも必要かもしれません。また、毎日の生活ノートや朝・終礼、学級通信等も利

用できます。少々の波風は立っても、文化祭に合わせて仕上げていこうと職員側から積極的

にアクションを起こしていくことが大切だと思います。 
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《平成２８年度体育祭での実践》  

（職員会資料より抜粋） 

生徒指導部／研究部／人権・同和教育推進部 

１．２学期以降の教育の実践に向けて ※夏休み職員研修「アンケートＱ－Ｕ」分析から 

 【３年部】 

  人を動かすことを体育祭で学ぶのでは？ 

   →集団へ入れない人（ケガ等）への言葉がけ、配慮できる生徒 

   …リーダーの役目（グイグイだけでなく） 

 【２年部】 

  学年全体を動かすリーダーの育成 

   →修学旅行、文化祭を利用 

   …生徒主体で動かすようにする 

   『リーダーシップ』 

 【１年部】 

  ○時間を守ろう 

   →チャイム着席、給食準備、提出物の〆切など 

  ○仲間を大切にしよう 

   →暴言×、暴力× 

 

２．２学期のキーワードは「つながる！」 

   益中の体育祭は、個人種目はありません。全て学年や全校といったみんなで取り組む競技や

演技ばかりです。仲間と上手くつながった色組は、勝利する可能性が高くなり、体育祭を大い

に楽しむことができるでしょう。演技や競技をする仲間、それを応援する仲間、競技役員や先

生方のお手伝いで体育祭を支える仲間・・・生徒と一緒にプラスの言葉をかけ合いながら、つ

ながっていきましょう！ 

   

【つながるポイント】 

  ○３年生；１、２年生、仲間を引っ張る動きや行い→どんな振る舞いをしたらいいか 

○２年生；３年生から学ぶ           →「誰か」がやる「周り」がやるではなく、 

「自分」からやる 

  ○１年生；集合、準備早く           →しっかり指示や話を聞いて行動を早く 

 

  また、ピンチはチャンス！生徒と共に困難に立ち向かうと、つながりは強く深くなりますよ！ 

 

雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ・・・。 
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（３）人権や人権課題についての認識を深め、人権感覚を育成する取組  

 人権学習部会  

  ①計画的な人権学習の実施と充実  

   平成２７年度は、人権・同和教育主任、生徒支援推進者、研究主任等を中心に、

全体計画や年間指導計画を作成し、人権学習に取り組んできた。また、夏期休業中

に職員研修を重ね、人権教育研究指定の研究の方針や構想、教育実践に向けた具体

的な方向付けを行った。その中心課題として、「規律ある集団」「確かな学力」「自

己有用感」を育むことを掲げた。そして、これらを育んでいくために『プラスの言

動』（ポジティブな関わり）で生徒や保護者と関わっていくことを、教育実践の大

きな柱として打ち出した。これは、それまでの研修の中で「多くの職員が○○さん

に関わって欲しい。」「先生が子どもと関わること、これが一番だよ。」と言う声

や、ポジティブな関わりで学校を立て直した実践報告に基づいたものである。特に

２学期以降、本校の教育実践の基盤には、積極的に言葉がけを行い、褒めたり、認

めたり、拍手したり、握手したり、笑顔で接したりという『プラスの言動』を実践

の基盤に置いたのである。  

   人権学習として取り組み、人権や人権課題についての認識を深め、人権感覚を育

成する取組として行った主なものは以下の通りである。  

 

《教科書無償に関する学習》  

  毎年、年度当初全学級で、教科書無償の学活を実施する。  

 

《毎学期の教育実践の確認》  

  ２学期、３学期が始まる前、全職員でアンケートＱ－Ｕの分析を実施し、来学期の

教育実践の確認を行った。  

 

《いじめ対応》  

  昨年度、いじめ事象が発生した際、緊急全校集会を開き教頭先生の話を聞き、その

後全学級で「生徒も職員も、いじめは絶対許さない意志」を確認する学級活動を行っ

た。また、後日全学級で「言葉の力を考える授業」を行い、改めて言葉の大切さにつ

いて全校生徒、全職員で考えた。  

 

《授業公開日》  

  毎年、２学期の授業公開日には各学年人権・同和問題学習を実施する。また、それ

に併せ生徒、保護者、地域の方を対象とした講演会を行う。  

 

《人権集会》  

  毎年、人権週間に合わせ生徒会を中心に人権集会を開き、啓発を行っている。昨年

度は、その一環として『もらって嬉しい言葉の歌づくり』（※）を行い、３学期には

全校へ披露した。今年度も、森秀一さん（人権活動家、人権バンド「魂拓斗
こ ん た く と

」メンバ

ー）、森美栄さん（人権活動家）夫妻の講演会で歌っていただいたりいたり、文化祭

の全校合唱で歌う機会があった。  

（※最終ページに『大丈夫』歌詞掲載）  
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②人権意識を高める教職員研修の充実  

年度当初に作成した全体計画や年間指導計画をもとに、人権意識を高める職員研修

の充実にも努めた。主なものは以下の通りである。  

 

【平成２７年度】  

《特別支援教育の訪問指導》  

６月１９日（金）…益田教育事務所指導主事から全職員を対象に、特別支援教育に

関する研修を行い、基本的な考え方や指導、助言をいただいた。  

 

《人権・同和教育研修職員会》  

・７月２７日（月）…本校のＳＣ（スクールカウンセラー）を講師に、主に不適応生

徒への対応や考え方について研修を行った。また、ＳＳＷ（スクールソーシャルワー

カー）にも参加していただき、大変有意義な会となった。  

・８月３日（月）…アンケートＱ－Ｕの分析や、１学期の振り返りを行い、各学級、

各学年、そして学校全体の実態や課題、強みを把握し、２学期以降の教育実践に向け

て話し合った。  

・８月２６日（水）…２学期以降の教育実践についての確認を行った。  

・１月６日（水）…アンケートＱ－Ｕの分析や、２学期の振り返り、３学期の教育実

践に向けて具体的な行動目標を確認した。  

 

《古川正博さんをお招きして》  

２月９日（火）…全国人権教育研究協議会事務局次長古川正博さんから人権・同和

教育推進に向け、勇気の出るお話をたくさんしていただいた。  

 

【平成２８年度】  

《特別支援教育の訪問指導》  

６月２２日（水）…益田教育事務所指導主事から全職員を対象に、特別支援教育に

関する研修を行い、基本的な考え方や指導、助言をいただいた。  

 

《人権・同和教育研修職員会》  

・７月２８日（木）…本校のＳＣ（スクールカウンセラー）を講師に、主に不適応生

徒への対応や考え方について研修を行った。また、前年度２月９日に引き続き、全国

人権教育研究協議会事務局次長古川正博さんから人権・同和教育推進に向け、勇気の

出るお話をたくさんしていただいた。  

・８月３日（水）…アンケートＱ－Ｕの分析や、１学期の振り返りを行い、各学級、

各学年、そして学校全体の実態や課題、強みを把握し、２学期以降の教育実践に向け

て話し合った。  

・８月２５日（木）…２学期以降の教育実践についての確認を行った。  

・１月６日（金）…アンケートＱ－Ｕの分析や、２学期の振り返り、３学期の教育実

践に向けて具体的な行動目標を確認した。  
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 地域啓発・連携部会  

③地域、家庭、校区内小学校と連携した人権教育の推進  

   年度当初に作成した全体計画や年間指導計画をもとに、校区小学校の校内研修に

職員が出かけ、中学校における人権・同和問題学習等について説明を行うなど、地

域、家庭、校区内小学校と連携した人権教育の推進の充実にも努めた。主なものは

以下の通りである。  

 

【平成２７年度】  

《しまね人権フェスティバルへの参加》  

１０月２５日（日）…益田中ＰＴＡとして９名参加した。  

 

《授業公開日／人権・同和教育講演会を開催》  

１０月３１日（土）…授業公開日として、全学年・全学級、人権・同和問題学習の

授業を公開し、約１５０名の保護者の方の参加があった。同日、髙田美樹さんをお招

きして、「出会いから学ぶ」と題した講演会を開催し、保護者、地域の方約１００人

が髙田さんの熱のこもったお話に耳を傾けた。  

 

《益田市ＰＴＡ連合会研修大会での実践報告》  

１月２４日（日）…本校のＰＴＡ会長（２７年度）が、人権教育を基盤にすえたＰ

ＴＡ活動の実践報告を行った。  

 

《『希望の花』を発行》  

ＰＴＡ人権教育便り『希望の花』を益田中保護者だけでなく、校区小学校（吉田小

・吉田南小）の全保護者に配布し、また、吉田公民館を通して地域全戸回覧を行うな

ど、地域、家庭への啓発を図った。  

 

【平成２８年度】  

《人権・同和教育「ＰＴＡ活動」育成事業中間報告》  

５月１０日（火）…本校のＰＴＡ会長（２７年度）が、本事業の中間報告を行った。 

 

《授業公開日／人権・同和教育講演会を開催》  

１０月３０日（日）…授業公開日として、全学年・全学級、人権・同和問題学習の

授業を公開し、約１５０名の保護者の方の参加があった。同日、森秀一さん、森美栄

さん夫妻をお招きして、「魂拓人（コンタクト）」と題した人権トークとコンサート

が行われ、保護者、地域の方約１００人が熱心に耳を傾けた。  

 

《『希望の花』を発行》  

昨年度に引き続き、益田中ＰＴＡ人権教育便り『希望の花』を発行し、地域、家庭

への啓発を図った。  
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７ 研究の成果と課題 

（１）成 果 

ア，学習支援部会 

○授業開始時の黙想や立腰、「本時のめあて」・「見通し」・「振り返り」を大切にした授業

を全教科で毎時間実施することを意識し、学習規律の確保に努め、落ち着いて学ぶことので

きる学習環境を概ね整えることができた。 

○各学年部が中心となって、地域調べ学習（１年生）、福祉体験学習（２年生）、職場体験学

習（３年生）、高校調べや面接に関する授業等、系統立てた進路指導を実施し、生徒一人一

人の将来を意識しながら指導を行うことができた。 

   【生徒対象による学校評価アンケート】 

    （質問項目）「授業はわかりやすい」 

１月実施（両年） 現１年生 現２年生 現３年生 

平成２６年度 ― ― ５６％ 

平成２７年度 ― ７８％ ５５％ 

平成２８年度 ７７％ ８４％ ７７％ 

○上記学校評価アンケートの結果から、授業内容の難易度等を考えても、各教科で学力向上を

図る授業づくりの取組が、少しずつ「わかる授業」に結びついていると考えられる。 

○現３年生は、１・２年生時に比べ３年生時のポイントが２０ポイント以上上がった。 

○現２年生は、１年生時に比べ２年生時のポイントが６ポイント上がった。 

 

   イ，体験活動部会 

○整然とした式や集会に臨む態度を身に付けることができるように、学年や全校で集まる時に

は、全職員で服装や身だしなみの呼びかけや列の整頓など、集団規律の確保を意識した指導

にあたり、ざわつきや私語が減り、話を聞く態度がとてもよくなった。 

○学習不適応や不登校傾向を示すなど、特別な支援を必要とする生徒に対しては、担任や特別

支援教育コーディネーター、生徒指導主事、生徒支援推進者、養護教諭等を中心にチームで

生徒・保護者に対応し、互いに信頼関係を築いていくことができた。 

   【生徒対象による学校評価アンケート】 

（質問項目）「学級は過ごしやすい」 

１月実施（両年） 現１年生 現２年生 現３年生 

平成２６年度 ― ― ６４％ 

平成２７年度 ― ７７％ ７８％ 

平成２８年度 ７１％ ８７％ ８６％ 

   【生徒対象による学校評価アンケート】 

    （質問項目）「先生は自分のことを理解してくれている」 

１月実施（両年） 現１年生 現２年生 現３年生 

平成２６年度 ― ― ５１％ 

平成２７年度 ― ８２％ ５４％ 

平成２８年度 ６８％ ７０％ ６８％ 

○上記学校評価アンケート（２項目）の結果から、生徒が安心して過ごしやすい生活環境が整

えられており、また、担任を中心に教育相談や家庭との連携を密に取ることで、生徒と職員

との間にも温かい人間関係が構築されつつある。ただ、決して高い数字とはいえず、生徒一

人一人との人間関係づくりを、学級担任のみならず、全職員で「プラスの言動」を意識しな

がら進めていく必要がある。 

○特に体育祭や文化祭、修学旅行などの学校行事を中心に、「めざす生徒の姿」を思い描き、

そのために具体的に「どんな手立て」をとっていくのか、全職員で共通理解し、生徒の自主
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性を伸ばしたり、達成感を味わうことのできる実践を積み重ねることができた。 

 

   ウ，人権学習部会 

○昨年度より全職員が『プラスの言動』（ポジティブな関わり；褒める、認める拍手、握手、

笑顔等）で生徒一人一人に関わっていくことを、最重要課題として教育実践に努め、生徒と

穏やかな人間関係を築いたり、温かいやりとりをする場面が非常に多くなった。 

○授業公開日に人権・同和問題学習の実施やＰＴＡ人権・同和教育講演会、「いのち・愛・人

権」展での調べ学習等、計画的に人権学習を行い、生徒一人一人の人権感覚を育てる取組を

行った。 

    ○訪問指導を中心とした授業研究、教材研究で、仲間づくりや人権教育の視点を意識した実践

を重ねることができた。また、島根県教育庁人権同和教育課、益田教育事務所や益田市教育

委員会等からの指導、助言を仰ぎながら、職員研修の充実に努めることができた。 

 

エ，地域啓発・連携部会 

    ○人権・同和教育の取組を、ＰＴＡとの連携を図ることで、保護者が人権学習の主体となる場

面が増えた。また、その取組を、地域や校区内の小学校へ人権教育だよりや校報等を通じて

発信し、地域啓発に積極的に努めた。 

    ○子どもたちが学ぶ人権学習について、保護者や地域の方の理解や認識が深まることで、子ど

もたちが学習した内容が、日常生活の中で具体的体験を伴って定着していく機会が増えた。 

    ○保護者自身が人権について学びなおす機会を得ることで、様々な人権課題に対する理解が深

まり、認識を高めることができた。 

    ○学校教育で行われている人権学習について、その必要性や重要性について理解が深まった。 

 

（２）課 題 

ア，学習支援部会 

   【アンケートＱ－Ｕ】 

（質問項目）「なりたい職業や興味をもっている職業がある」 

 現１年生 現２年生 現３年生 

平成２７年度 ６月実施 ― ７９％ ５８％ 

平成２７年度１１月実施 ― ６６％ ５１％ 

平成２８年度 ６月実施 ８７％ ８６％ ７９％ 

平成２８年度１１月実施 ８２％ ８１％ ７８％ 

   ○上記アンケートＱ－Ｕ調査の結果から、自分の将来や進路等に希望や目標をもたせ、そのため

に「今、何をやるのか」を明確にしながら、見通しをもって指導・支援を行っていく。 

   ○年度当初は、希望や目標をもって「頑張っていこう」とする生徒が多いが、時間の経過ととも

にモチベーションが下がってきたり、授業や学級集団の中で「うまくいかない」ことが出てき

たり、将来に対して肯定的な気持ちがもてない生徒が増える傾向にある。今後、生徒一人一人

に寄り添い、いかにモチベーションを高めていくことができるかが課題である。 

 

   イ，体験活動部会 

   ○引き続きリーダーの育成、フォロワーの育成を意識した集団づくりを、職員が意図しながら教

育活動を行っていく。 

   ○２８年度は、特に体育祭や文化祭、修学旅行等の学校行事や職場体験学習の中で、「自己有用

感」を育んでいくことを職員も意識しながら、各行事に取り組んだ。体育祭では、各色組を中

心に学年の枠を離れ、全校生徒が一体となって活動に取り組み、大きな達成感を得た生徒やリ

ーダーとして大きく成長した生徒が多数みられた。一方、職員の生徒や色組に対する関わりに

少し温度差を感じる場面もあり、教職員で生徒と「つながる」という点では課題が残った。 
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  ウ，人権学習部会 

   【アンケートＱ－Ｕ】 

   （質問項目）「クラスの人から無視されることがある」 

 現１年生 現２年生 現３年生 

平成２７年度 ６月実施 ― ２５％ ２１％ 

平成２７年度１１月実施 ― １９％ ２４％ 

平成２８年度 ６月実施 ２０％ １７％ １５％ 

平成２８年度１１月実施 ２２％ １６％ １７％ 

   【アンケートＱ－Ｕ】 

   （質問項目）「クラスや部活動でからかわれたり、ばかにされる」 

 現１年生 現２年生 現３年生 

平成２７年度 ６月実施 ― ２７％ ３２％ 

平成２７年度１１月実施 ― ３０％ ３４％ 

平成２８年度 ６月実施 ２０％ ３０％ ２２％ 

平成２８年度１１月実施 ３５％ ３１％ ２２％ 

   ○上記アンケートＱ－Ｕの結果（２項目）から、本校の課題も浮かび上がった。引き続き、安心

して過ごせる集団づくりや互いの違いを認め合う人間関係づくりに努めていく。 

   ○現１年生は、クラスや部活動内での人間関係の中で、現状認識や仲間との関係について、今後、

職員が意識し意図的に、安心して過ごせる集団づくりや互いの違いを認め合う人間関係づくり

のしかけをしていく。 

   ○現２年生は、仲間との関わりの中で、無視する割合は減少している傾向にあるが、からかった

りばかにしたりする割合は増加傾向にある。今後、仲間とのコミュニケーションの取り方、つ

ながり方をより意識して、教育の実践を進めていく必要がある。 

   ○現３年生は、前年度に比べ今年度は、数字的には良好な人間関係を築くことができている生徒

の割合が多い。これはクラス経営がうまくいっていることや生徒一人一人の成長、職員の「プ

ラスの言動で生徒一人一人につながる」という地道な関わりが、少しずつ奏功している結果と

考える。 

   ○人権・同和教育の取組の先進地や集団づくりの実践校等を積極的に視察し、研修、報告等を通

して、全職員の一層の人権意識の高揚を図る。 

 

   エ，地域啓発・連携部会 

   ○研修や講演会への地域・保護者の方の参加が少なく、学習の機会が活かしきれていないように

思われる。今後、地域・保護者の方のニーズや課題意識に沿った内容等を検討していく。 

   ○保護者同士のつながりが弱く、保護者にとって相談相手がいないような状況となると、孤立を 

招いてしまう恐れもある。普段から保護者同士で互いに声を掛け合ったり、活動を通してふれ 

あったりすることで連帯を進めることは、お互いが理解され、尊重される社会をつくる一歩と 

なるのではないだろうか。 
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８ 参考 

（１）大丈夫歌詞 

 

大丈夫 

 

詩 ・曲 「もらって嬉しい言葉」プロジェクト２０１５ 

補詩・補曲 ｔｏｍｏ２ 

 

つらいこと 悲しいこと たくさんあるけど 

そんなとき 君の「大丈夫」が僕に元気をくれた 

なにげないひとことが心に火をともす 

もう大丈夫だよ 僕は強くなれるから 

 

悩むこと 立ち止まること たくさんあるけど 

そんなとき 君の「大丈夫」が僕に勇気をくれた 

なにげないひとことが心に花を咲かす 

もう大丈夫だよ 君がそばにいるから 

 

もう大丈夫だよ みんなが笑ってくれるから 

 

  

（２）益田中学校ホームページ 

 ＵＲＬ：www.iwami.or.jp/masudajh/ 
     ※人権教育研究発表会の資料等、閲覧可能です。 


