
大田市立第三中学校（平成26・27年度研究指定）

１ 研究主題

自他を尊重し、互いに認め合い、高め合う生徒の育成

２ 主題設定の背景

(1) 学校教育目標から

学校教育目標

『夢の実現に向かって、確かな自分づくりをめざす生徒の育成』

めざす学校像

「一人一人が輝く活気あふれるあたたかい学校」

キャッチフレーズ

ぬくもり ひろがり つながり

地域とともに はばたけ三中

めざす生徒像

自主 自ら進んで学び、互いに高め合う生徒

誠実 素直さを忘れず、正しい判断・行動をする生徒

敬愛 思いやりの心をもち、自他を大切にする生徒



めざす生徒像の具現化のために

人権に関する知識・理解を実践につなげ、人権感覚を磨き、人権意識

の向上を図るための体験的・協力的な学びの場を多く設定し、互いに認

め合い、高め合う人権尊重の視点ですべての教育活動、教育環境を見直

し、実践的な活動を継続的に進めていくことが大切であると考えた。

(2) 生徒の実態から

全校生徒は３２名で、校区内には２校の小学校がある。純朴な生徒が多

く、落ち着いた学校生活を送っており、学習活動や行事等にまじめに責任

をもって取り組むことができる生徒が多い。学年の隔たりもなく協力し合

いながら活動する姿も見られ、学習意欲や向上心もあり、お互いが信頼関

係を築き、笑顔で楽しく学校生活を送ることを望んでいる。

一方、少人数の固定化された人間関係の中で自分に自信がもてず、友人

関係の構築に苦手意識をもったり、友だちに対する一方的な見方から、不

用意な言動をしたりする生徒も存在する。自分の思い

や考えを表現することをためらい、周囲の意見に流さ

れたり、従ったりすることでお互いの関係を維持して

いこうとする生徒もいる。また、学習面や生活面で個

別に支援を要する生徒も存在する。

(3) 大田市及び校区(高山地区)の実態から

大田市は、本校校区内に存在する石見銀山遺跡がユネスコの世界遺産に

登録されたことを契機として、平成２０年に「人権尊重都市」を宣言した。

大田市学校教育の重点には、石見銀山学習を取り入れたふるさと教育の

推進とともに、心の教育の充実と「確かな学力」を育成する学習活動の展

開をあげている。

本校校区(高山地区)は大森町、水上町、祖式町、大代町の４町からなり、

学校教育への関心が高く、地域の方は、生徒一人一人についてよくご存じ

である。

３ 研究主題の受け止め～研究主題の具体的なとらえ

(１) ＜自他を尊重し＞とは

自分を肯定的に受け止め、他者を大切にする

(２) ＜互いに認め合い＞とは

相手の立場や心情をお互いに理解し合う

(３) ＜高め合う＞とは

お互いに思いや考えを表現し、共に成長する

体育祭 白組応援



４ 生徒に付けさせたい力等とめざす生徒像

(1) 生徒に付けさせたい力等

① 人権感覚

・偏見等にとらわれず、お互いの違いを認めることができる力

・身近な差別や自分の差別意識に気付くことができる感覚

・人権問題に関心をもち、自らの課題として主体的に捉えようとする姿勢

② コミュニケーション能力

・自分の考えや思い、願いを相手に伝える力

・相手の立場や考えを尊重し、思いやりをもって接することができる力

・自分から積極的に人に関わろうとする意欲

③ 確かな学力

・自らの課題に向かって挑戦しようとする力

・仲間と支え合い、ともに高め合おうとする力

・身に付けた知識や技能などを活用して、困難な課題を解決しようとする力

(2) めざす生徒像

・個々の思いや考え、願いをお互いに表現し合い、認め合う生徒

・自ら課題をもち、それに挑戦し、主体的に学ぶ喜びをもつ生徒

５ 研究仮説

人権に関する正しい知識と人権感覚を身に付け、様々な活動

の中でコミュニケーション能力の向上と確かな学力の獲得に向

けた継続的な取組を行えば、自他を尊重し、互いに認め合い、

高め合う生徒が育つであろう。



６ 推進体制

推進組織表と主な取組内容

見通し・振り返りの
　設定の見直し

ICT等を活用した
　情報伝達の工夫

文化祭

関係機関との連携

課題設定の工夫

ペア、グループ学習
　の見直し

・ふるさと教育の推進

高山地区の子どもを
　育てる会

ＰＴＡ活動の活性化

研修

地域連携

体育祭

・生徒理解の推進

アンケートＱＵ

島根県教育庁人権同和教育課 ＰＴＡ人権・同和教育推進委員会

生徒会集会

学校行事

・人権学習の充実

道徳の時間の充実

キャリア教育

生徒会活動

島根県教育庁浜田教育事務所 高山公民館・各まちづくりセンター

・連携を意識した基盤づくり

小中連携

ユニバーサルデザインの
授業づくり

・教育環境づくり

ヘルスライフ

３年生を送る会

・授業改善の推進

学び合い学習

大田市教育委員会 大森小学校　　高山小学校

意識調査

学校だより

・教職員研修の充実

石見銀山学習

窯芸活動

地域交流学習

同和問題学習の充実

・特別活動の充実

学級活動

話合い活動

校 長

教 頭

人 権 ・ 同 和 教 育 研 究 推 進 委 員 会

人間関係づくり部 環境づくり部授業づくり部

職 員 会 議



７ 各部の取組構想

「授業づくり部」「人間関係づくり部」「環境づくり部」の取組を構想す

るにあたり、「進路保障」の理念を大切にした。

全ての生徒に将来をたくましく切り拓いていく力を育むため、人権・同和教

育の推進を特定の教科や領域、教職員のみに委ねるのではなく、本校の教育

活動全体で推進していきたいと考えた。その際、全教職員が一丸となって「チ

ーム三中」として取り組むことが大切であると考えた。

(1) 授業づくり部について

主に教科等の授業改善を通した学力向上の取組と、人権に関する学習の

充実についての研究を推進した。

本校が授業改善の柱に据えたのは生徒一人一人の学びを保障する「学び

合い学習」と「ユニバーサルデザインの授業づくり」である。

また、人権に関する学習の充実によって、人権や人権課題に関する知的

理解と人権感覚の育成につなげたいと考えた。

① 本校の考えた「学び合い学習」

本校では、学習院大学 佐藤 学 教授が提唱し、各地に広がりつつ

ある「学びの共同体」の理論や実践に学び、実態に応じた生徒の主体的

な学びを促す探究的で協働的な学習形態となる「学び合い学習」の在り

方を研究した。

社会の急激な変化に伴う、先の見通しにくい厳しい状況の中で、正解

の見つけにくい課題に取り組み、解を見つけるためには、自分なりの考

えをもち、それを他者と共有し、話合い活動等を通じて合意形成を図っ

たり、自らの考えや集団の考えを発展

させたりしていくことが必要である。

本校では「学び合い学習」が解を見

つけるための手法のひとつであるとい

う認識のもと研究に取り組んできた。

また、「学び合い学習」は、課題の

発見と解決に向けて主体的・協働的に

学ぶアクティブ・ラーニングの考え方

と軌を一にすると考えている。

「学び合い学習」に期待する効果

○ 学力の向上

・みんなが到達できる共有課題や、発展的なジャンプ課題への取組を

行う際に言語活動を充実させることによって、知識・技能が定着し、

学び合い学習



思考力・判断力・表現力等の育成を図ることができる。

・能動的な学び（思考・探究中心、協働的）によって、主体的に学習

に取り組む態度を育成することができる。

○ 人間関係の深化

・協働的に課題に取り組むことによって、相手の思いや考えを理解し

尊重しようとする態度を育成することができる。

・わからない時に、安心して「わからない」と言えるあたたかい集団

を形成することができる。

・みんなで協力して課題を解決する経験を積み重ね、達成感や自己有

用感を得ることによって、自尊感情を高めていくことができる。

○ 教職員個人及び集団の力量向上

・課題設定の工夫並びに授業デザインシート
※
を活用した授業公開及

び研究協議等の活性化によって、教職員集団の専門性と同僚性が高

揚できる。

※
授業デザインシート

教師の授業力を向上させるためには積極的な授業公開が必要である。

本校では日常的に、生徒の学びに焦点をあてた授業改善に取り組んだ。

本時のねらいや活動の流れ、共有課題やジャンプ課題等の学習活動の概

要がわかる授業デザインシートの様式を定め、簡略化した学習指導案に

よる積極的な授業公開を推奨した。

参観者は授業の感想や生徒の学びの成立の有無等について記入し、授

業者に返すことで研究協議の時間を削減した。

② 本校の考えたユニバーサルデザインの授業づくり

ユニバーサルデザインの授業とは、教室内の全ての生徒にとってわか

りやすい授業のことである。本校では、以下の視点をもって授業を構想

した。

○ 見通しをもたせる

・授業の始めに、本時の目標や内容、

学習の手順等を示し、一単位時間

の流れをつかませる。併せて、授

業の最後に振り返り場面を設定し、

「見通し・振り返り学習」の授業

の流れをパターン化した。

○ 「今」の提示

・授業の流れの中で進行場面がわかるような掲示や板書を工夫した。

○ 情報伝達

・生徒が取り組むべき学習活動を、具体的な指示や簡潔な説明で伝達

学習目標・流れを視覚的に示す



した。

・プリントや実物を見せて説明を行った。

・ＩＣＴ機器を活用した授業展開を工夫した。

○ 適切な支援

・ティームティーチング等を活用した、きめ細かな支援を工夫した。

・学習内容をスモールステップ化した。

・ペアやグループによる活動を設定し、効果的な反復練習を導入した。

③ 本校の考えた人権に関する学習の充実

自分の人権とともに、他者の人権を尊重できる生徒、人権侵害を受け

ている人の存在を自分の問題としてとらえ、人権侵害を解決したいと感

じ、行動に移すことのできる人権感覚の高い生徒を育成するため、人権

に関する学習の充実に努める必要がある。

人権に関する学習においては、言葉や事柄の意味・内容を伝えること

のみにとどまらず、背景やしくみ、意義等まで理解させたいと考えた。

学んだことをもとに、日常生活の具体的な場面において、偏見等にと

らわれず、さまざまなものの見方ができる人権感覚を磨くため、学習場

面では、生徒に考えさせたり、体験させたりする学習を構想し、主体的

・協働的な学習場面を設定していく必要があると考えた。

(2) 人間関係づくり部について

主に特別活動における人間関係及び集団づくりと、人との関わりを大切

にするふるさと教育の推進を通して、人権感覚の育成とコミュニケーショ

ン能力の育成について研究を推進した。

人権感覚の育成については、偏見等にとらわれず、お互いの違いを認め

ることができる力の育成について取り組み、コミュニケーション能力につ

いては、自分の考えや気持ちを伝える力、思いやりをもって接する力、人

と関わろうとする力の育成について取り組んだ。

教職員が生徒一人一人のよさや可能性等を積極的に認めたり、生徒の自

己理解や生徒同士の相互理解を深めたりする取組を進めることによって生

徒の自尊感情を高めたいと考えた。生徒が主体的に活動できる場面や、生

徒同士に加え、保護者、地域の方、教職員等と関わりをもつ場面を意識的

に設定することで、生徒のコミュニケーション能力を高めたいと考えた。

また、本校校区は、ユネスコで世界遺産に登録された「石見銀山遺跡と

その文化的景観」を有し、大田市内には調査研究や、遺跡の保全に携わっ

てこられた方が多数いらっしゃる。大田市学校教育の重点である「石見銀

山学習を取り入れたふるさと教育の推進」も踏まえ、本校はふるさと教育

において「石見銀山学習」と地場産業として伝統のある「窯芸活動」を柱

として取り組み、学習活動の中で人と関わる力を育成したいと考えた。



① 本校の考えた特別活動の取組

望ましい集団生活や体験的な活動を通して、豊かな学校生活を築くとと

もに、よりよい人間関係を築く力、社会に参画する態度や自治的能力の育

成を重視する特別活動の趣旨を踏まえ、人間関係づくりや集団づくりに取

り組んだ。

話合い活動の充実や学年を縦割りにした集団による活動を積み重ねるこ

とで、生徒は自尊感情を高めることができると考えた。

ア 生徒会活動

本校の生徒会は生徒会執行部のもと、生活委員会、文化委員会、広報

委員会、保体委員会の４つの委員会があり、全生徒がいずれかの委員会

に所属している。各月２回の活動日に加えて、日常の委員会活動にも取

り組んだ。

生徒が最も主体性をもって活動する場面

は、生徒会集会である。

生徒会集会では、よりよい学校生活を築

くために、執 行部を中心に自分たちで

考えた学校の 課題に対して話合い活動

を行い、合意 形成を行う。その過程を

通して、社会 に参画する態度や自治的

な能力を養えるものと考えた。

イ 学級活動

通常の学級が１学年に１つしかなく、クラス替えのない本校において、

学級は生徒が３年間、学校生活の多くの時間を共に過ごす場である。学

級経営の要として、望ましい人間関係を形成したり、よりよい生活づく

りに参画したりする機会として、意図的計画的に学級活動に取り組んだ。

その際、話合い活動を重視し、自分たちで決めたことが守られているか

を振り返ったり、実践や体験を通して感じたことを言葉でまとめたりす

る等の活動にも留意した。

② 本校の考えた異学年集団による諸活動

小規模学校の特性から、複数学年による活動が行いやすいというよい点

もあるが、毎年行う活動では、慣れにより、上学年になるにつれ活動の意

義やねらいが曖昧になるという弊害もあった。

そこで、諸活動の意義やねらいを明確にして行うことや、生徒会執行部な

ど、上級生がリーダーシップを発揮できる場面を多く設定することで、生

生徒会集会



徒のコミュニケーション能力の育成や集団づくりに結び付けていこうと考

えた。

③ 本校の考えたふるさと教育について

地域の「ひと・もの・こと」を活用して、身近な地域や、ふるさとしま

ねへの愛着と誇りを育むことをめざすふるさと教育の取組の中に、二本の

柱として「窯芸活動」と「石見銀山学習」を位置づけた。中学校での３年

間に加えて、小学校とも連携して取り組んだ。

平成８年に竣工した現在の校舎には、窯芸棟が隣接しており、地域や保

護者の皆様のご支援のもと、登り窯を使用した窯芸活動が 50 年以上にわ
たって継続している。多くの人の支えや、友だちとの協力によって作品を

作り上げる過程で、人との関わりについて考え、よりよい人間関係が築け

るものと考えた。

また、大田市が推進する石見銀山学習

事業を活用した、第１学年における石見

銀山学習に加え、平成２７年度から石見

銀山保全活動に、島根県立島根中央高校

の生徒や大森小学校の児童、地域の皆様

などとともに参加した。これらの活動を

通して、地域に貢献しようとする生徒が

育成できるものと考えた。

(3) 環境づくり部について

主に人権が尊重される環境づくりに関わる研究を推進した。

校内の美化や掲示物等の工夫のみならず、心身の健やかな成長を促す工

夫、積極的な生徒指導を推進するための生徒理解、校外との連携の強化等

によって、人権尊重の精神のもと全ての生徒の実態とその背景に目を向け

た取組を推進した。

また、高め合う教職員の姿も「隠れたカリキュラム」として生徒に良い

影響を与えるという認識に立ち、教職員研修にも力を入れた。

① 本校の考えた教育環境づくり

自らの心身の健やかな成長を促すことは、自分を大切にすることであ

り、人権感覚を育むことにつながると考えた。

また、言語環境の整備や掲示物等の環境整備の工夫を行うだけでなく、

人権が尊重される、あたたかみのある教育環境の一層の充実を図ること

で、大田三中に関わる全ての人が心地よく生活できる場をつくっていき

たいと考えた。

② 本校の考えた生徒理解の推進

窯芸教室(地域の方と)



教職員が生徒たちの言動をその背景から理解し、学校全体で生徒一人

一人について理解していくことが生徒指導の充実に必要であると考え

た。

教職員一人一人が生徒の変化や困り感、成長に気付く感性を磨くこと

や、気づきを共有するためのシステムを構築することが生徒理解の推進

に必要であるとの考えのもと、学校全体で生徒理解の充実を図っていき

たいと考えた。

③ 本校の考えた小中連携

大田三中校区には大森小学校と高山小学校の２つの小学校がある。い

ずれの学校も小規模の良さを生かし、児童一人一人の行動の背景に目を

向けた、個に応じた指導や支援が行われた。

６年間の小学校での積み重ねを踏まえ、中学校への円滑な接続を図っ

て「中１ギャップ」を抑制し、中学校でも引き続き適切な指導や支援を

行い、生徒の学びを保障していくためには、小中の連携が不可欠である

と考えた。

④ 本校の考えた家庭や地域等との連携

ア ＰＴＡ活動

ＰＴＡ活動の活性化も重要であると考えた。本校のＰＴＡ会員数は

少ないが、全ての保護者が各学年部に所属するとともに、育成部、文

化部、母親委員会のいずれかの組織に所属し、熱心に活動した。学校

の研究指定に合わせ、県から人権・同和教育「ＰＴＡ活動」育成事業

の指定を受け、研修や意識調査に取り組

んだ。

学校と家庭が、人権尊重という同じ歩

調で全ての生徒を大切にする取組を進め

ていくことで、大田三中の人権教育は大

きく進展していくものと考えた。

イ 地域連携

生徒の生活の基盤である地域の実態を把握することは、生徒の背景

を把握するために不可欠である。一方、学校の様子を地域に発信する

ことで、地域の皆様の本校教育活動への理解が深まり、学校と地域が

一体となって生徒の育成に取り組んでいけると考えた。

また、高山地区（大田三中校区）に人権という普遍的文化をこれま

で以上に定着させ、人権が尊重される環境づくりを推進していくこと

が、本校の地域への貢献のひとつであると考えた。

ウ 関係機関との連携

ＰＴＡ研修会



関係機関との連携を深め、専門的な立場からの助言を踏まえた指導

・支援にあたることにより、進路保障が実現すると考えた。

生徒指導部や特別支援教育コーディネーターなどが窓口となり、担

当者同士の顔が見える、有機的な連携を促進していきたいと考えた。

⑤ 本校の考えた教職員研修の充実

生徒にとって、教職員の姿が重要な教育環境の一つであるとの認識に

たち、教職員自身が偏見等にとらわれず、さまざまなものの見方ができ

る力や感性である人権感覚を磨き、人権が侵害されている状態の問題性

を認識し、解決を図ろうとする人権意識を高めていく必要がある。

そのためには、校外で開催される研修会や講演会に参加して人権・同

和問題等について学ぶ機会（Ｏｆｆ－ＪＴ）に加え、校内の教職員によ

って進める研修（ＯＪＴ）や自己啓発（ＳＤ）が重要であると考えた。

意図的、組織的、継続的に行う研修を通して、全ての教職員が「進路

保障」の理念について理解し、「進路保障」を柱とした人権教育を推進

することにより、人権が尊重される環境づくりにつながっていくと考え

た。

また、個性や経験、年齢等が異なる教職員が研修を通して、生徒を中

心に据え、同じ方向を向くことで、大田三中教職員の協調性や同僚性が

高まっていく。これらは「隠れたカリキュラム」として、生徒たちによ

い影響を与えると考えている。

８ 研究のまとめ

平成２７年度は前年度からの取組を、生徒の実態に応じたものになるよう

工夫改善し、引き続き学校教育目標の実現に向け、研究主題を「授業づくり

部」「人間関係づくり部」「環境づくり部」の３つの部で追究した。

研究成果を評価するにあたっては、島根県学力調査の意識調査の項目を踏

まえた学習に関するアンケートや学校生活に関するアンケートを各学期末に

実施するとともに、教職員による生徒の教育活動への参加の様子の見取りや、

生徒による感想文、アンケートへの回答などを活用した。

① 研究の成果

○ 授業づくり部

日頃の取組の成果や、以下に記載するアンケート(平成２７年７月実

施)の結果等から、授業づくり部で推進した「学び合い学習」と「ユニ

バーサルデザインの授業づくり」は生徒の確かな学力の育成に成果をあ

げたと考えている。また、人権に関する学習の充実に努めたことは、生



徒の日常生活における自他の人権を尊重する態度に結び付いたと考えて

いる。

・「授業が分かりやすい」の項目に、数学、

社会は全ての生徒が肯定的な回答をし

た。理科、英語でも８０％以上の生徒が

肯定的な回答をした。

・「みんなと協力して行う活動は楽しい」

の項目に肯定的な回答をした生徒（現在

の２・３年生）の割合が前年度と比較し

て増加した。

・平成２７年度全国学力学習状況調査において、無答の解答の減少傾向

がうかがえた。

○ 人間関係づくり部

日頃の取組の成果や、以下に記載するアンケート(平成２７年７月実

施)の結果等から、人間関係づくり部で推進した特別活動や異学年集団

による諸活動、ふるさと教育は、生徒の人

権感覚とコミュニケーション能力の育成に

結び付きつつあると考えた。また、生徒の

地域を大切に思う気持ちや、地域に貢献し

たいという気持ちも高まっており、本校の

キャッチフレーズである「地域とともに」

の実現に向けた取組が着実に進展したと考

えている。

・「思いやりをもち、相手の考えや立場を考えて行動している」の項目

に肯定的な回答をした生徒の割合は９１％であり、現在の２・３年生

に限って、平成２６年度の割合を比較すると、１５％増加した。

・「自分の考えや気持ちを理解してくれる友達がいる」の項目に、全て

の生徒が肯定的な回答をした。

・「相手からの意見を聞き入れ、活動に取り入れようとしている」の項

目に肯定的な回答をした生徒の割合は７８％であった。

・「わたしの参加により、変えてほしいという社会現象が少し変えられ

るかもしれない」の項目に肯定的な回答をした生徒の割合は５５％で

あり、現在の２・３年生に限って、平成２６年度の割合を比較すると、

３１％増加した。

・生徒会執行部が学校生活を見直す活動の中で、あいさつに課題がある

ことに気付いた。あいさつの改善から、よりよい学校づくりをめざす

取組を推進した。

○ 環境づくり部

コの字型の机配置

地域交流学習



日頃の取組の成果や、以下に記載するアンケート(平成２７年７月実

施)の結果等から、生徒一人一人の人権が尊重される環境が整いつつあ

り、人権を通じた教育が推進されたと考えた。また、教職員による生徒

理解の推進や校外との連携推進によって、個

に応じたきめ細かな支援を行うことができつ

つあると考えた。さらに、教職員研修の充実

により、教職員の人権感覚や人権意識が高ま

りつつあると考えた。

・「学校へ行くのは楽しいと思う」の項目に

肯定的な回答をした生徒の割合は８６％で

あった。

・「安心して学校に通うことができている」の項目に肯定的な回答をし

た生徒の割合は８１％であった。

・平成２７年度学校教育に関する保護者アンケートでは、「学校は、子

どもの悩みや問題に素早く適切に対応してくれる」の項目に８７％、

「学校は保護者からの相談に誠実に対応してくれる」の項目に９１％

の肯定的な回答があった。

② 今後の方向性

３つの部による取組によって、研究主題である「自他を尊重し、互いに

認め合い、高め合う生徒の育成」にせまりつつあると考えており、本校が

これまで取り組んできた教育活動を、引き続き継続していきたいと考えて

いる。

平成２７年１２月に実施したアンケートの「学校へ行くのは楽しいと思

う」「安心して学校に通うことができている」の項目に８０％以上の生徒

が肯定的な回答をしたことは喜ばしいが、肯定的な回答ができない数名の

生徒の存在を見逃してはならないと考えている。

今後も教職員が生徒一人一人の背景を把握したうえで、解決すべき課題

があれば一丸となって解決にあたること、生徒に課題と向き合っていく力

と、相手のことを考え、深く関わろうとする姿勢を育むことを大切にして、

本校の教育活動を推進していきたい。

職員研修


