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平成 22・23年度研究指定校 島根県立大田高等学校

１．研究指定校の概要

○学校の特色や学校をとりまく地域の教育的環境

本校は県央に位置し、普通科と理数科を設置する高等学校である。旧制中学校以来２万５０００名

あまりの卒業生を輩出した伝統を誇り、地域はもとよりひろく次代を担う人材の育成を期待されてい

る。

近年は少子化の影響で、平成２年度までの学年８学級体制が、平成２２年度入学生からは学年４学

級と半減し、平成２３年度には、３年生５クラス（普通科４クラス・理数科１クラス）、１・２年生４

クラス（普通科３クラス・理数科１クラス）の１３クラスである。

地域・保護者はおおむね高校の教育活動に対して理解があり、ＰＴＡ活動等への関心も高く協力的

である。地域的な特徴として、校区が海岸部から中山間地までを含むため比較的小規模の小中学校か

ら進学してくる生徒が多く、そのためか生徒の気質も純朴かつ穏やかで、対人関係において消極的な

傾向がみられることもある。本校に対する地域の方の関心や期待も大きく、部活動や学習活動・卒業

後の進路についての関心も高い。

２．研究の概要

(１)研究主題

『自他の生命・人権を尊重する生徒の育成

～人権問題を見抜く力を高め、主体的に問題を解決しようとする態度を育成する～』

(２)研究主題を設定した理由

「人権教育を通じて育てたい資質・能力」として「自分の人権を守り、他者の人権を守るための実

践行動」ができることが目標である。言いかえれば、「人権に関する知的理解」と「人権感覚」とが統

合するときに生じる意識・意欲・態度を育成することが目標である。本校の重点目標にも「あらゆる

教育の場を通じて、自他の生命や人権を尊重する態度を養い、豊かな心と行動する力を育てる」とい

う一文がある（平成２２年度）。

近年の生徒は小学校のころから繰り返して人権・同和教育を受けてきており、ＬＨＲの学習や意識

調査においても、「差別の不合理性」についての認識度は高く、問われれば「答え方」を知ってはいる

が自己課題化・内面化が進んでいないという傾向があると思われる。人権・同和問題の学習において

正しいとされる価値観を口にするだけでなく、様々な問題の解決を自らの課題としてとらえ、不合理

に気づき、住みよい社会を築くためには何をすべきであるかを考えさせ、取り組む意欲と実践態度を

育成したいという願いから研究主題を設定した。

(３)研究の重点・特色について

①学年・教科・分掌を単位として－目標や具体的な施策の設定とふり返り
１）基本的な考え方

年度初めに各分掌・学年会・教科会で設定した目標や施策について、それぞれの部署でふり返り、

次年度の目標や施策につなげていく。この経過そのものが共通認識を進めるものと捉える。

目標と施策の設定 計画にそった実践 評価（ふりかえり） 次年度の目標
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２）平成 23年度における目標や施策の設定の流れ
人権同和教育推進委員会① ４月１８日（月） 設定の枠組みの検討と基本的な案の作成

運営委員会 ４月２６日（火） 推進委員会案の吟味と承認

職員会議 ５月 ９日（月） 案の決定と全体への周知

学年・教科・分掌での検討 ５月９日～２５日（水） 掲示板からポストへ

人権同和教育推進委員会② ５月３０日（月） 「目標と施策」～一覧化したものを検討

職員会議 ６月 ８日（水） 「目標と施策」～一覧を報告

人権同和教育訪問指導① ６月１３日（月） 人権同和教育課からの指導・意見交換

３）平成 23年度における評価（ふりかえり）の流れ

人権同和教育推進委員会⑤ １２月１９日（月） 趣旨・方法・日程などの確認

運営委員会 １２月２０日（火） 推進委員会案の吟味と承認

職員会議 １月１０日（火） 案の決定と全体への周知

学年・教科・分掌での検討 １月中旬～２月中旬 ふり返りの内容をシートにまとめる

各部署での検討〆切 ２月２２日（水） シートに書き込み掲示板からポストへ

人権同和教育推進委員会⑦ ３月５日（月） 各部署からからのものを一覧化して提示

運営委員会 ３月６日（火） 各部署からの「ふり返り一覧」の確認

職員会議 ３月１４日（水） 各部署からの「ふり返り一覧」を報告

②各教科の指導内容における人権・同和教育の視点の明確化
次のような提案を行ない、各教科での人権・同和教育に関連する内容を明確にして一覧化した。

各教科における人権・同和教育に関する内容の一覧化について
人権・同和教育部

１．趣旨
授業での「人権・同和教育に関する内容」を、各教科から一覧にして提出していただき、人権 同和教育部
でまとめ、お互いの情報交換に役立てる。

２．「人権・同和教育に関する内容」について
（１）具体的な人権に関わること
個別的な人権には何があるのか、以下を参考に。
～「島根県人権施策推進基本方針」から～
・女性、子ども、高齢者、障がいのある人、同和問題、外国人、患者および感染者、犯罪被害者とその家族、
アイヌの人々、刑を追えて出所した人々、

・その他～プライヴァシ－の保護、不合理な迷信や因習による偏見・差別
［注］患者および感染者は、具体的にはＨＩＶ感染者、ハンセン病などに関して。アイヌの人々に関しては、

先住民族などの問題を含んで。
（２）他者の尊重や生命尊重・環境保護など、基本的なこと
具体的な人権課題ではなく、人権尊重の理念や環境保護などに関わること。

（３）差別や偏見とは何か、あるいはその克服の理論にかかわること。
差別の心理的側面ないし克服のための方法などに関わること。

③推進委員会を中心とした計画と実践
学年会や各部署の関連する担当者によって推進委員会を構成し、年間７回を設定した。年間７回の

設定で考えると、年度初め・年度の中間・年度の終わりのような大きな枠組に加えて、さらに諸行事

に関する提案・課題発見・意見集約などそのつど細かな内容を議題にすることができる。より実践的

な機能を持たせることができる、といえるだろうか。具体的には、訪問指導・意識調査（アンケート）

・教職員研修・ＬＨＲなど・講演会などについて話し合ってきた。

④生徒の実態把握（意識調査）とその活用
１）２ヵ年にわたって次のような意識調査（アンケート）を実施した。

ａ．記号による回答形式の意識調査(平成 22年 6月 16日)－２６項目。全校生徒対象。
ｂ．記述形式のアンケート(平成 22年１月上旬)－１・２年生対象。
ｃ．記号による回答形式の意識調査(平成 23年６月 15日)－１年生対象。

２）特に上記ｂの結果を受けて、具体的にどのような取組みをすべきか、原則として分掌単位で話し
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合うかたちの教職員研修会を平成 23年度に試みた。

⑤教職員に対する研修の計画・実施
１）校内の研修会は、訪問指導に合わせて年間３～４回実施。

２）その他、「ＰＴＡ育成事業」の県外視察研修にあわせての県外視察、校外の研修への参加よびかけ、

を行なった。

⑥生徒に対する人権・同和問題学習
１）ホームルーム活動（ＬＨＲ）の時間を活用し、各学年２回ずつ行なった。主題の設定には、学年

による段階を考慮し、また方法論的には、参加体験型を原則とした。

２）同和問題に関する講演会を、年１回実施した。講演者は、平成 22年が大湾昇さん（徳島県『止揚
の 会』事務局）、平成 23年度が中倉茂樹さん。（同）

⑦学社・異校種連携の推進
１）大田市主催の人権作文コンテストに参加したり、ＬＨＲ公開授業への案内を大田市人権推進課・

おおだふれあい会館に送付し参観いただいた。

２）校区内の小・中学校に本校のＬＨＲ公開授業への案内を送付し参観いただいたり、また授業参観

に出かけた。（ＬＨＲ・社会科歴史分野）

３）保育園との交流では、体育祭への参加や１年生による保育実習などを行なっている。

(４)組織および推進体制

①推進委員会の構成と分担

校長および教頭 指導や助言

学年主任 当該学年における人権・同和教育の推進 ３名

総務部 PTA・学校行事 １名

生徒指導部 LHR計画の作成 １名

進路指導部 公正な採用選考に関連して １名

各学年部 LHRを中心とした人権・同和教育の展開 ３名

人権・同和教育部員 企画・運営・教職員研修など ３名

②推進体制

校長

教頭（推進委員長）

大田市

PTA研修部 人権・同和教育推進委員会 人権・同和教育

推進協議会

運 営 委 員 会

職 員 会 議
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学年会 教 科 分 掌

③組織および推進体制の構築にあたって特に留意した点
まず、学校全体を挙げての取組みとなるように、４月の推進委員会や職員会議の場で人権・同和教

育の全体計画とともに 22年度の推進計画（案）、「研究指定」・「ＰＴＡ育成事業」について共通認識の
構築を図った。４月半ばには、教科・分掌・学年部それぞれの今年度の目標と施策を集約して全教職

員に示し、「人権・同和教育をすべての教育活動の基底に据えて取り組む」ための意識づくりをおこな

った。

23 年度も基本的には同じであるが、推進委員会－運営委員会－職員会の「流れ」をふまえ、その会
議における話し合いや確認の過程そのものが、共通認識の形成につながることをより強調した。また、

推進委員会については、その内容について別にふれたい。

④関係機関との連携
人権・同和教育の推進には、ＰＴＡ育成事業をはじめ外郭団体との連携が重要である。上記の組織

図にもあるとおり、大田市人権推進課・おおだふれあい会館（隣保館）などとも連携を図り、小中学

校と相互に授業公開の案内を行うことができた。また大田市学校同和教育部会（小中学校）とも交流

することができた。

(５)研究の内容および経過

①学年・教科・分掌の目標と施策

○学 年 部

目標 ・互いの違いを認め合い、豊かな人間関係の育成を目指す
１年

○望ましい「集団づくり」に努める
施策 １）クラスの連帯感の育成

２）集団としてのルールの明確化
３）清掃や通学などのマナー遵守の徹底

目標 ・偏見や差別を見抜き、克服しようとする態度を育む
２年

施策 １）部落差別の歴史に学び、差別が生まれ、残存していった過程を理解させる。
２）自他共に尊重することについて折に触れて訴える

目標 ・差別の現状について学び、差別のない社会作りに主体的に取り組むことのできる態度を育む。
３年

１）就職・結婚差別の事例学習を通して、自らの差別に対する責任と為すべきことを自覚させる。
施策 ２）進路指導を通じた生徒の意識啓発、場面に応じた保護者への働きかけに努める。

３）人権・同和教育に関するＬＨＲ指導を充実させるために、指導案資料に基づいて研修を行う。

○教 科

目標 ・様々 な文章を読み、多様な価値観や考え方を受容し、それに対して自分の意見を構築し、表現する力を育成する。
国語 ・生徒の基礎的学力の定着を基に、学力向上を図り、一人ひとりを大切にした授業をおこなう。

施策 １）優れた文章を読み味わせ、その読解やまとめの過程で、生徒一人ひとりの思いや意見をまとめたり、
発表する機会を設定することを通して、自他の意見を尊重する姿勢を養う。
２）教材研究、公開授業などの研修を重ねて「分かりやすい授業」の実践を心がける

地歴 目標 ・現代社会や国際情勢の学習やについて、また歴史の学習を通じて、現実に起こっている人権問題に対す
公民 る理解を深め、差別を見抜く認識・差別を許さない態度・問題解決に主体的に取り組む姿勢を育成する。

施策 １）差別や人権を取り扱う内容について、年間の指導計画にきちんと位置付ける。
２）個々の人権課題についての理解を深め、教材研究をすすめる。
３）分かる授業をめざし、プリント・板書・資料等の工夫をはかる。

・「分かりやすい」授業の実践を心がけ、数学に苦手意識を持つ生徒に配慮しながらすべての生徒の学力向上を図る。
数学 目標 ・生徒一人ひとりの興味・関心・意欲を高め、その内容や態度を評価するように努める。

１）個別指導を充実させることで、苦手意識を持つ生徒の学力向上に努める。
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施策 ２）研究授業や研究大会発表などの機会を通して｢分かりやすい授業｣｢興味・関心・意欲を高める授業｣の工夫に努める。

・自然科学に関する興味関心や探求心を大切にし、科学的に探求する能力と態度を育てるとともに、
理科 目標 科学的な自然観を育成する。

・生命の尊厳性や人間尊重の意識を高める。

１）ひとりひとりを大切にし「分かる授業」を徹底する。
施策 ２）実験観察を重視し、探求する心を育成する。

３）自然観察と人類生命の誕生等の学習を通して、生命を大切にする心を育成する。

目標 ・集団指導や健康教育により、生命の大切さを理解させ、自他を尊重する姿勢を育成する。
保健
体育 １）健康・安全や運動について理解を深めるとともに、健康の増進と体力の向上を図り、明るく豊か

な生活を営む態度を育てる。
施策 ２）個々 の運動能力の違いに配慮しながら、仲間と協力し合い、励まし合って運動やスポーツを楽しむ態度を育てる。

３）心身の健康の保持増進や男女差、個人差等に関する学習を通して、生命尊重や人権尊重への精神を養う。

目標 ・芸術教育を通して芸術を愛好する心情を育成し、感性を高め、他者とのかかわりあいの中で、
芸術 多様な価値観を受け入れる態度を育成する。

施策 １）自分なりのイメージや思いやりを持って、作品を表現するように指導する。
２）他者を受け入れ、その良さを認め合う気持ちを育てるために、多様な作者による作品、世界の様々な国の作
品の鑑賞、グループによる表現活動を行い、他者の価値観を客観的に学習し、理解しようとする態度を育てる。

目標 ・英語教育を通して世界の文化的多様性を認識させ、同時に異文化を尊重する態度を養うことにより、
英語 国際理解に努めさせながら人権意識の高揚をはかる。

１）英語教育を通して世界の様々な習慣、文化、考えに触れ、その違いを認め、他者の人権を理解し
施策 ようとする積極的態度を育てる。

２）すべての生徒の進路保障を目指し、個々の生徒に適切な指導を行うことにより、英語の学力をつけさ
せるとともに、分かる喜びを与える。

家庭 目標 家庭生活や社会の現状に目を向け、人権尊重の視点に立って共生できる力を育てる。

・家庭生活や社会の現状について理解を深め、さまざまな生き方や価値観を尊重する態度を育てる。
施策 ・グループ学習を通して自他を尊重する態度を養う。

・生徒ひとりひとりを大切にした授業や評価を行う。

目標 ・コンピューター等を活用して適切に情報を収集、処理、発信できる能力を育成する。
情報 ・情報モラルを育成する。

施策 ・授業の中で、コンピューターを活用した情報の取り扱い方や、情報モラルの醸成を図る。

○分 掌

目標 ・人権同和教育の推進
総務

施策 １）人権同和教育に配慮した校内外の調整をはかる。
２）教職員連絡先・生徒連絡網等における個人情報の管理や、情報提供に際しての個人情報の保護に留意する。

目標 ・「よくわかる授業」の実践を図るとともに、生徒の学習状況を把握し、学力向上に努める。また、生徒の
教務 多様な学力に応じた指導をするとともに、一人一人の進歩を適切に評価するように努める。

施策 １）教員研修・授業研究の推進 ２）授業時間の確保
３）習熟度・少人数指導の有効的実践 ４）家庭学習時間の調査と確保

生徒 目標 ・人権尊重の視点に立った生徒指導を行う。
指導

１）ブログやホームページをチェックし、誹謗中傷などの書き込みはさせない。
施策 ２）問題行動発覚時の事情聴取は、関係生徒の人権に配慮して対応する。

３）発刊、発行するものの中に、人権を損なうような内容・表現がないか留意する。

目標 ・生徒一人一人の進路実現を目指し、進路について考えたり決定したりする力を育成するとともに、進路
進路 実現のために必要な学力の向上を図る。
指導

１）進路指導に関する学年集会・講演会・ＬＨＲなどを通して、進路を選択・決定していくために必要な
情報提供や支援を行う。

施策 ２）生徒との面談や個人指導を通して、個人の希望に基づきより適切な進路選択が行えるように助言等を行う。
３）模擬試験によって学力や進路実現可能性等を把握するとともに補習や個人指導等を通して学力の伸長
を図る。
４）面接試験のための指導を計画的に行うとともに、受験報告書により事後指導の充実を図る。

保健 目標 ・生徒、教職員の健康安全の保持増進を図り、生活環境の維持向上に努める。
教育
相談 １）教育相談を通して、いじめ、不登校などに対して全教職員の共通理解のもと、連携して対応する。
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施策 ２）来室者に対し、人権に配慮した対応をする。

目標 ・集団行動により協調・公正といった社会的態度を養うと共に、運動実践への支援を通じて生涯スポーツ
体育 への支援を行う。

施策 １）球技大会・体育祭といった集団活動によって、自他を尊重する喜びを見いださせる。
２）集団指導・式典指導により、集団の中での個のあり方を考えさせる。

図書 目標 ・図書・視聴覚活動を通して、情操を涵養するとともに、生徒が自他の生き方を尊重する意識を高めるよう支援
視聴 する。
覚

施策 １）多様な価値観や様々な生き方にふれることができるような図書の選定・購入に努め、広く情報を提供する。
２）図書館・視聴覚室の環境整備に努め、生徒が活動しやすいように支援する。

寮務 目標 ・寮生が生活を共にする中で、人権を尊重し、互いに認め合うことができるよう支援する。

施策 １）寮生の生活・言動に注意を払い、人権尊重の立場から適切な指導を行う。

事務 目標 ・人権に配慮した対応をこころがける。

施策 １）外部に対する窓口として、人権尊重に配慮する。

②各教科における人権・同和教育の指導計画

国語 ①様々な文章を読み、多様な価値観や考え方を受容し、それに対して自分の意見を構築し、表現する力を育成する。

②生徒の基礎学力の定着を基に、学力向上を図り、一人ひとりを大切にした授業をおこなう。

１年 ４月 はじめて考えるときのように 思考の主体である自己の存在について考察を深める

５月 羅生門 主人公の行動や心理を読み取り人間の本質を探究する

６月 「攻撃」と「共存」 「攻撃」と「共存」の原理を理解したうえで人間社会のありかたを考える

10月 「論語」「孟子」「荀子」 社会のモラルの基盤となっている儒教思想を理解する

２年 ５月 山月記 登場人物の心の動きを読み取り人間の真実とは何かを考える

６月 物語と人間 人間と科学技術の関係や人間同士の関係構築への物語の関与に気づく

７月 鶏口牛後 貧富の状況によって異なった処遇をうける主人公の心情を考える

１０月 なにに向かって読むのか 読書により人間理解を深めた作者の体験を読み取る

１月 こころ 登場人物の心理を読み取り自他の関わりについて考察する

２月 「老子」「荘子」 老荘思想を学習し新たな価値観に気づく

３年 ４月 トランジット ユダヤ人である祖父の故郷を訪れた孫娘が知った真実を読み解く

６月 ｢である｣ことと｢する｣こと 対象的な価値観を理解し現代社会や自己の生き方を見直す指針とする

地歴現代社会や国際情勢について、また歴史の学習を通じて、現実に起こっている人権問題に対する理解を深め、差別を見抜く認識・差別を

公民 許さない態度・問題解決に主体的に取り組む姿勢を育成する。

【日本史】 テーマ・教材・単元 授業内容や授業展開の視点

２年 ６月 律令制度 五色の賤から古代の身分制度を考える

１０月 鎌倉新仏教 親鸞の悪人正機説や一遍の時宗の教えを中心に民衆に根ざした背景を学ぶ

１０月 中世の身分 特定の役割の人々が忌避された身分差別の起こりについて学ぶ

１月 惣村の形成と土一揆 農民の自立・自治や領主への抵抗を学んで民衆の成長について考察する

２月 東山文化 中世の被差別民が文化の面で活躍したことを学ぶ

３月 近世身分秩序 江戸時代の身分秩序において賤視された人々のあり方や男尊女卑について学ぶ

３年 ５月 江戸時代の一揆 幕府に対し民衆が団結してたたかった一揆から学ぶ

７月 世直し一揆 封建支配から解放を求める幕末の民衆の活動に近代の民衆運動の萌芽をみる

７月 四民平等 「賤称廃止令」（「解放令」）の意義や問題点を学ぶ

９月 立憲体制の整備 明治民法下における家制度や刑法に見られる差別意識について学ぶ

９月 社会運動の発生 社会的に虐げられた人々の状況を通じて社会主義思想を考える

１０月 日露戦争と国民 日露戦争前後の民衆運動を反戦論や日比谷焼き討ち事件から考える

１０月 大正デモクラシー 水平社運動・女性解放運動・農民の地位向上運動等を通じて民主主義を考える

１１月 第二次世界大戦 アジア諸国への加害や生活基盤の破壊など国民生活への影響を学ぶ

１２月 戦後の民主化と日本国憲法 戦後の民主化政策や日本国憲法を題材に基本的人権人権について学ぶ

１２月 高度経済成長 革新首長による福祉政策や経済成長とその背景や影響を考える

【世界史】 テーマ・教材・単元 授業内容や授業展開の視点

２年 ５月 古代ギリシアの民主政 古代ギリシアとくにアテネの民主政と現代の民主政を比較する
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７月 カースト制の成立 カースト制が法的には廃止されたものの差別が残存していることを知る

１０月 ユーラシアネットワーク モンゴル人の異民族支配におけるモンゴル人第一主義による差別について学ぶ

１１月 封建社会の成立 中世ヨーロッパの荘園制の土台となった「農奴」について知る

１２月 キリスト教とイスラーム 十字軍遠征の歴史を学び異文化理解について考える

１月 宗教的偏見と集団心理 ユダヤ人への迫害や魔女狩りあるいは宗教裁判の背景や原因を考える

３月 清王朝の成立 征服王朝の満州人が漢人に対して展開した威圧策や懐柔策について知る

３年 ６月 産業革命と労働問題 資本主義の展開にともなう労働問題の実態と解決への取組みについて学ぶ

７月 フランス革命 革命勢力による権利の主張が具体的にどのように実現していくのか学ぶ

９月 合衆国の発展 ジャクソニアン＝デモクラシーは先住民や黒人を排除したものだった

９月 南北戦争 南北戦争期に奴隷解放宣言が出されたのちも依然として差別が残存した

１０月 ナチス＝ドイツの人種主義 ユダヤ人やスラヴ人に対して行われた迫害の実態を知る

１１月 アメリカ公民権運動 キング牧師の生涯にふれ黒人差別からの解放をめざした闘いについて学ぶ

１１月 アパルトヘイト 南ア共和国での人種差別政策が1990年代に撤廃された意義について考える

【倫理】

３年 ８月 民権と国権 福沢諭吉・中江兆民・植木枝盛の思想を人権の観点で比較する

９月 自然権の制度的確立 「生まれながらの権利」に関する社会契約説の理論とその影響について学ぶ

９月 人間の尊厳について カントの道徳論における人間の絶対的な価値（尊厳）を人権の基礎と捉える

10月 人間疎外とは何か マルクスの人間観や労働観をもとに働く人の権利の根拠を考える

10月 道具的理性と人間の抑圧 フランクフルト学派の思想を通じて理性を見直しファシズムの背景を考える

11月 生命への畏敬 シュバイツァー、ガンディー、マザー＝テレサの思想を学ぶ

11月 福祉へのまなざし ロールズの正義論と比較しながらセンの潜在能力を学び福祉の可能性を探る

11月 生命倫理について 生殖補助医療・臓器移植・尊厳死などを中心に意義や問題点を考える

11月 環境倫理について 地球の有限性・生物保護・世代間倫理などの倫理的視点で環境問題を考える

11月 自民族中心主義の克服 日本社会内部の民族差別問題への認識を深め少数者の人権尊重を学ぶ

【現社】

１年４月 人権を守るための政治制度 国民主権や権力分立の原則は自然権を守るための制度上の工夫である

４月 法の下の平等 憲法第14条の理念を学び現実の差別問題とその解決について考える

4月 少数意見の尊重 民主社会で多数決原理が成立する前提には少数者尊重の理念が不可欠

４月 自由権的基本権 憲法に規定された自由権の内容とその意義を学ぶ

４月 社会権的基本権 「人間らしく生きる権利」としての社会権の内容とその意義について

５月 新しい人権 知る権利・プライヴァシーの権利・アクセス権・環境権などをとりあげる

９月 平和的生存権 憲法前文や第９条の理念の歴史的背景やその意義について学ぶ

１月 消費者の８つの権利 消費者には権利があり行政や企業はそれを保障する義務をもつ

1月 環境権の背景と意義 足尾鉱毒事件や水俣病の歴史から学び環境問題への取り組みを考える

２月 勤労権と労働三権 労働基本権とそれを保障した労働法を学びわが国の現状を考える

２月 権利としての社会保障 失業や貧困などは社会全体で解決すべき生存権に関わる課題である

数学 ①「分かりやすい」授業の実践を心がけ数学に苦手意識を持つ生徒に配慮しながらすべての生徒の学力向上を図る。

②生徒一人ひとりの興味・関心・意欲を高め、その内容や態度を評価するように努める。

年 間 (１)個別指導をすることで苦手意識をもつ生徒の学力向上に努める

全分野 (２)小論文指導や添削指導など意欲のある生徒への指導の充実に努める

(３)研究授業や研究大会発表などの機会を通して「分かりやすい授業」「興味・関心・意欲を高める授業」の工夫に努める

理科 ①自然科学に関する興味関心や探究心を大切にし、科学的に探究する能力と態度を育てるとともに、科学的な自然観を育成する。
②生命の尊厳性や人間尊重の意識を高める。

【生物】 テーマ・教材・単元 授業内容や授業展開の視点
２年 ９月 発生 生命の尊さについて理解させる。
２年10月 遺伝 優性・劣性について学び劣性が劣っているとは限らないことを理解する
３年12月 課題研究 論理的にものごとを考える姿勢を身につける
【化学】
２年 ７月 熱化学 実験においてデータを客観的にとらえる姿勢を身につける
２年12月 課題研究 論理的にものごとを考える姿勢を身につける
【物理】
２年12月 課題研究 論理的にものごとを考える姿勢を身につける

保体 集団指導や健康教育により、生命の大切さを理解させ、自他を尊重する姿勢を育成する。
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【保健】 テーマ・教材・単元 授業内容や授業展開の視点
１年 ４月 私たちと健康のすがた 感染症・生活習慣病について考える

６月 薬物乱用と健康 薬物乱用の知識や防止策について考える
７月 医薬品と健康 サリドマイド事件や薬害エイズ事件について考える
１１月 自己実現 自分自身はもちろん周りの人々も尊重することを考える
１２月 交通事故の現状と要因 交通事故を通して生命の尊重について考える

２年 ４月 性意識と性行動の選択 セクシュアル・ハラスメントを例に異性を尊重する態度について考える
５月 結婚生活と健康 ＤＶなどを例によい人間関係を築くことについて考える
６月 妊娠・出産と健康 妊産婦に対する周囲の支援について学ぶ
６月 家族計画と人口妊娠中絶 相手の立場に立って性行動を選択する態度を育てる
７月 加齢と健康 高齢者の生きがいや積極的な支援について学ぶ
７月 高齢者のための社会的取組 ノーマライゼーションの実現に向けたバリアフリーの推進について考える
12月 健康被害の防止と環境対策 公害被害者に対する差別や偏見について学ぶ

【体育】 テーマ・教材・単元 授業内容や授業展開の視点
全学年 体育の運動場面 運動における競争・共同達成場面を通じて公正・協力・責任・努力などの社会生活に必要

な資質を高める
全学年 選択 球技 興味・関心に応じて選択する能力を育成し仲間と協力して運動やスポーツを楽しむ態度を

育てる。

芸術 芸術教育を通して芸術を愛好する心情を育成し、感性を高め、他者とのかかわりあいのなかで、多様な価値観を受け入れる態度を育成す
る。

【音楽】 テーマ・教材・単元 授業内容や授業展開の視点など
１年 ７月 世界の歌声 世界の様々な諸民族の歌声をきき、多様な価値観を受け入れる態度を育てる

鑑賞 交響詩｢フィンランディア｣｢アランフェス協奏曲｣ の作曲者がこめた意図を探 り楽
曲の背景にある抑圧された人々の思いを感じる

通 年 アンサンブル 友達の出す音を聴き調和を保って演奏することで他者を尊重する態度を育てる
【美術】
2･3年9月 ユニバーサルデザイン グループワーク（共同制作）による作品づくりにより、個々の特性をお互いに理解し
３年７月 立方体（デザイン） あう態度を育てる
通 年 鑑賞 作家の作品を鑑賞し批評しあう

英語 ①英語教育を通して世界の様々な習慣、文化、考え方などにふれ、その違いを認めて、他者の人権を理解しようとする積極的な

態度を育てる。②すべての生徒の進路保障を目指し、個々の生徒に適切な指導を行うことにより、英語の学力をつけさせるとと

もに、分かる喜びを与える。

【普通科】 テーマ・教材・単元 授業内容や授業展開の視点など

１年 ４月 Fair Trade 生産者を保護する公正な貿易の仕組みを知り今日的な意義やその重要さを学ぶ

７月 A Lucky Man 病を得た人の心情について読み実際にそのような状況でどうすべきか考える

11月 Water Shortages Around… 各国の水不足問題について学び環境問題について考える

２月 4664:Give One Minute…10 エイズをめぐる世界的な状況を知り自分自身にもかかわる問題として捉える

２年 ５月 00 Winds and 1000… 支援コンサートを軸に阪神淡路大震災を経験した人々と少年の心の交流を読む

６月 Saving Native Tongues 少数言語とその文化への差別や絶滅の危機の実態を知り保護の対策を考える

９月 Shin-chan′s Tricycle 原爆で亡くなった幼い子をめぐる話を読み戦争の悲惨さ平和の尊さを考える

１２月 The Humanism of 死に直面した人間が生きる意味を求めて格闘する黒澤明監督作『生きる』を通 して、

Kurosawa Akira 彼の理想や情熱的な生涯を理解し、人間の生き方を考える

３年 ５月 Delivering Good Healthー 南アフリカの診療列車「ぺロぺパ号」の運営方法を知り、かつて行われていた 人種

and More 隔離政策や現状について考える

６月 「天国からの手紙」(小説) デジレが天国の父にあてた手紙を結びつけた風船がマーメイド湖に落ちて…

９月 「障がい者権利運動」(論説) スポーツ用車いすのデザインが障がい者に誇りと希望と自由を与え権利運動を

成長させる要因となった

家庭 家庭生活や社会の現状に目を向け、人権尊重の視点に立って共生できる力を育てる

テーマ・教材・単元 授業内容や授業展開の視点など

１年 ９月 これからの食生活 世界の食糧事情から食のありかたを考える

11月 消費行動と資源・環境 環境問題やフェアトレードなどを学習し望ましい消費行動について考える

12月 自分でつくる人生 子どもや高齢者への虐待など家庭内の人権について考える

１月 男女で担う家庭生活 DVなどを例にパートナーとよりよい関係を築くことについて考える

性別役割分業や男女の労働の現状から男女共同参画社会の実現について考える

民法改正の検討課題について理解する
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２月 高齢者を支えるしくみ 高齢者の心身の特徴を理解し高齢者の尊厳を大切にした接し方について学ぶ

３月 支えあう暮らし 聴覚障がい者の講演を通して障がい者の権利と福祉について考えノーマライゼ ーシ

ョンの理念を土台とした社会をつくることの重要性を学ぶ

２年 ２月 健やかに育つ環境づくり 子どもの権利条約をとりあげ子どもの人権について考える

情報 ①コンピューター等を活用して適切に情報を収集・処理・発信できる能力の育成②情報モラルの育成

【情報】 テーマ・教材・単元 授業内容や授業展開の視点など

１年 ４月 インターネットの危険なわな ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、ウィルスなどについて学ぶ

４月 電子メールの機能や特徴 メールの正しい使い方や迷惑メールへの対応の仕方を理解させる

５月 何気ないブログの一言が… いじめの表現はむろん誤解をうむような発言にならないよう指導する

６月 自分の個人情報を守る カードの悪用・ネット詐欺などの被害にあわないよう個人情報の扱いを知る

６月 有害サイトはみない 書き込まない・会わないの徹底とフィルタリング機能の使用を指導する

６月 その情報は信じていいの？ ネットには誤った情報も氾濫しているので正しく情報を得る方法を知る

６月 音楽・写真をめぐる権利 肖像権・プライバシー権・著作権・産業財産権を学び適切な情報発信を知る

７月 携帯電話やPCの利用と注意 ウィルス対策・ネットショッピングの注意・利用時間の自己規制などを学ぶ

③推進委員会の概要
◆平成 22年度

第１回 ４月 19日 (１)平成 22・23年度 人権・同和教育研究指定校事業について

（月） ①実施内容 ／②研究主題（テーマ）の設定

(２)平成 22年度 人権・同和教育推進計画（案）について

①全体計画／②学年部・分掌・教科の目標と施策について

③推進計画～人権・同和教育の施策，年間計画，ＬＨＲ指導計画

(３)その他

第２回 ５月 31日 (１)第１回人権同和教育課訪問指導について

（月） ①指導案検討（１年生・３年生）／②その他

(２)人権・同和教育意識調査アンケートの実施について

①保護者用／②生徒用／③集計・事後活用

(３)その他

第３回 ７月２日 １学期をふり返って

（金） (１)第１回訪問指導－１・３年生研究授業…《授業メモ》のまとめ

(２)第１回訪問研修－教職員研修…《ワークシート》のまとめ

(３)人権問題に関する生徒の意識調査－アンケートのまとめ

(４)その他

第４回 ９月 24日 (１)第２回人権同和教育課訪問指導について

(金) ①講演会の日程等について／②教職員研修会について／③その他

(２)教職員研修会について ①研修会の日程・内容について／②その他

(３)今後の取り組みについて

①１・３年生 第２回ＬＨＲ指導について／②２年生ＬＨＲ指導について

③教職員《ワークシート》・生徒《意識調査アンケート》のまとめを受けて

(４)その他

第５回 12月 21日 (１)第２回人権同和教育課訪問指導（同和問題学習講演会）について

（火） ①講演会の実施（10月 14日）・感想のまとめ／②教職員研修会について
(２)教職員研修会（道徳教育研修会）について

①研修会の実施（11月 26日）／②今後の取り組みについて
(３)ＬＨＲ指導について

①３年生第２回ＬＨＲ指導の実施（12月 16日・17日）
②１・２年生ＬＨＲ指導の計画について
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(４)今後の取り組みについて

教職員《ワークシート》・生徒《意識調査アンケート》のまとめを受けて

＊生徒が安心して、意欲を持って生活できる“よりよい学校づくり”をめざす

(５)その他

第６回 １月 21日 (１)第３回人権同和教育課訪問指導について

（金） ①ＬＨＲ指導案審議検討（２年生）／②教職員研修会について

(２)人権・同和教育「記述アンケート」について ①集計結果／②事後活用

(３)今後の計画について １年生のＬＨＲ

(４)その他

第７回 ３月２日 (１)平成 22年度指定校事業のまとめについて ①年間事業報告／②その他

（水）(２)平成 23年度指定校事業等の計画について ①事業推進計画／②その他

(３)その他

◆平成 23年度

第１回 ４月 18日 (１)研修主題（テーマ）について…平成 22年度からの継続
（月）(２)平成 23年度全体計画について…重点目標の見直し

(３)平成 23年度年間計画について…昨年度末に策定されていたものの確認
(４)同和教育講演会について…２学期実施の確認

(５)ＬＨＲ指導計画について…昨年度の振り返りと今年度への展望

(６)各部の目標と施策について…昨年度の振り返りと今年度の日程

(７)その他

第２回 ５月 30日 (１)１年生対象の意識調査について…意義・実施項目案・実施細案(日時)等

（月）(２)第１回人権同和教育課訪問指導について…日程・ＬＨＲ指導案・研修会等

(３)各部署からの「目標と施策」一覧について…提示

(４)公正な採用選考に対する取り組みについて…校内の対応マニュアル案

(５)その他

第３回 ７月４日 (１)１年生意識調査の結果について

（月）(２)第１回人権同和教育課訪問指導について…公開ＬＨＲや研修会への振り返り

(３)「各教科・人権教育の取り組み一覧」の作成について

(４)その他

第４回 ９月 22日 (１)第２回人権同和教育課訪問指導について…講演会・教職員研修会・その他

(木) (２)各教科 人権・同和教育の取組み一覧について…提示

(３)２学期の LHR指導案について…提示と意見交換
(４)奨学金についての中間報告…在学および予約

(５)その他

第５回 12月19日 (１)人権・同和問題講演会について…感想のまとめ

（月）(２)２学期のＬＨＲについて…ふり返り

(３)研究大会発表の骨子

(４)その他

第６回 １月 23 日 (１)第３回人権同和教育訪問指導について
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(月) (２)３学期のＬＨＲ指導案について（２年生）…提示と意見交換

(３)今年度の分掌・学年会・教科の実践に関する評価について …日程・評価の方法

(４)次年度にむけた展望…日程等の調整をふくんで

(５)その他

第７回 ３月５日 (１)平成 22・23年度指定校事業のまとめ
（月） (２)平成 24年度人権・同和教育推進の基本計画について

(３)その他

④生徒の実態把握（意識調査）とその活用

１）生徒に対する意識調査から

ア．平成 22年度第１回意識調査（アンケート）：全校生徒が対象

◆平成 22年度の第２回推進委員会においてアンケート項目を審議した。実施日は６月 16日放課後、20
分程度の時間を確保し、クラス担任によって無記名で実施した。副担任に集計の協力を依頼し、グ

ラフ化してまとめた集計結果内容について、第３回推進委員会で検討を加えた。

◆その項目は、①高校生活に対する不安・友人の有無・望ましい友人関係／②自尊感情／③「いじめ」

の認識・「いじめ」への対処行動／④社会生活上の人権問題への認識／⑤同和問題の認識・同和問題

学習の必要性について合計２６項目についてであった。

その集計結果によると、高校生としての生活に不安や悩みをもっている生徒が７割を越え、ある

意味では青年期の年代を象徴する数値であり、内容としては勉強や進路などいわゆる進路保障に関

することが大半を占めている。また、アイデンティティの確立期にありがちな自己嫌悪に陥ったり

他人を羨ましく思うとともに自己の現状に満足しておらず、したがって他人の目も気になるなどの

傾向がみられ、自己肯定感が持てるような導きが重要になってくる。また、人権に関しての認識は

高く、「自分が大切だが、相手も大切」という気持ちで“いじめ”等 の場面に遭遇したときには自

ら行動にうつそうとする割合も高い。

◆集計結果の一部 参考： 集計数 ５３３

○あなたは高校生活に不安を感じることがありますか。

ある ７２％ ない １９％ わからない ９％

「ある」と答えた人は、どんな点に不安を感じますか。（複数回答可）

「勉強のこと」：３１８ 「進路のこと」：２６７ 「部活動のこと」：７８

「友人や対人関係のこと」：８２ 「先生との人間関係のこと」：２４

「自分自身に関すること」：５９ 「その他」：７

「ある」と答えた人は、不安を感じた時にあなたはどうしますか。

「家族に相談する」：１３２ 「友人に相談する」：１９４

「先生に相談する」：３３ 「相談相手がいないのでそのままにしておく」：５８

「スクールカウンセラーに相談する」：３ 「その他」：３５

○あなたは自分自身をどのようにみていますか。あてはまるものを選んで下さい。（複数解答可）

「今の自分が好きで、今の自分に満足している」 ： ２３

「人から少しでも良く見られたいと思っている」 ：１４４

「ときどき自分のことがいやになるときがある」 ：３２０

「他の人と上手につきあうことができる」 ： ６６
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「他の人が自分をどう思っているのかとても気になる」 ：２０１

「現在の自分のままだとよくないと思うときがある」 ：２８２

「今の自分に自信があり精神的にも安定している」 ： １１

「他の人に傷つけられたらどうしようと思う事がある」 ： ３９

「他の人のことをとてもうらやましく思う事がある」 ：１３１

「自分は人より劣っていると思う」 ：１２９

「自分のことはよくわからない」 ： ６３

「その他」 ： ４

イ．平成２２年度第２回意識調査（記述によるアンケート）

◆第１回目の意識調査と教職員研修会（平成 22 年６月 14 日）でのワークシート(P.14)にみられた教
職員の意識をもとに「よりよい大田高校づくりのための記述アンケート」を企画し、第５回の推進

委員会で承認され、１月上旬に１・２年生の各クラスで実施した。

◆アンケートの内容は、①今の自分に満足していること・自信があること／②今の自分のままではよ

くないと思う事／③生活全般について（進路や部活動・友人関係・家庭生活に関する悩みや不安、

授業に関する要望等）を文章形式の自由記述（無記名）で問いかけたものである。

◆回答のあった記述の一部（回答の多い内容を中心にまとめた。）

①今の自分に満足していること・自信があること

部活動で上達した・頑張っている・勉強と両立させている

毎日が楽しい・毎日健康に暮らしている・元気である・良い環境で過ごせている

友達が多い・友人にめぐまれている。誰とでも話せる・人見知りしない

悩みがない・目標をもって暮らしている・集中してできる・前向きに考える

②今の自分のままではよくないと思うこと・他の人を羨ましく思うこと

勉強意欲が少ない・家庭学習が少ない・集中して勉強ができない・部活動と両立しない

自分の性格をめぐって（自己中心的・気が短い・優柔不断・時間にルーズ・ネガティブ思考・

課題や宿題などの提出物がきちんと出せない。思いやりをもちたい。すべての人に優しく。

大勢の人前で話せない・人見知り。）

③生活全般（進路や部活動・友人関係・家庭生活に関する悩みや不安、授業に関する要望等）

●授業・先生について

授業についていけない・勉強法がわからない・成績が良くなりたい・苦手の克服

授業がわかりにくい・わかりやすい授業がうけたい・授業のスピードがはやい

テストが多すぎる・課題が多すぎる・先生の板書の字がきたない・成績があがらない

模試成績がよくない・先生が干渉しすぎ

●進路について

進学できるか不安・将来が不安・今の進路で大丈夫か・進路についてきちんと考えたい

やりたいことがない・決まらない・迷っている

●部活動について

部活動での成績や結果・部活動をやめて後悔・部活動の取組みが緩い・顧問と部員のすれ違い

家庭学習時間とのかねあい

●友人や周囲の人について

デリカシーがなく深く考えずに行動して他人を傷つける人が多い

友達にあわせるのが辛い・友人とのトラブルが多い・友人関係がうまくいかない

記述回答の集計は、数字による統計的な客観性には欠けるものの、類似したものをグループ化して

複数回答とし、集計すると、経験的にみて多くの生徒に該当すると思われる事項が析出される。さら

に、当然だが、少数だからといって無視できない記述回答もあり、できるだけ、「生」の声をひろいあ
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げた資料を作成した。その結果は、推進委員会・職員会議において全教職員で共有して検討を加え、

生徒指導に関する内容については各学年会でフォローすること、授業に関する要望等の内容について

は各教科会で検討の上、改善を行うこととした。

このアンケートの意義としては、まず、生徒が、個々の不安や悩みあるいは学校をよりよくするた

めの要望について、ためらわずに外に表現することができ、また、学校側としては、そのような生徒

の声を聞く取組みを行うことによって、進路保障につながる学校改善や一層の生徒理解をすすめるき

っかけをつくったことである。

２）生徒に対する意識調査（アンケート）と教職員研修の経過

Ａ．平成22年度 第１回訪問指導における「ワークシート」 （６月14日）

(１)生徒の状態（学級・授業・部活動等）の状態をふり返り、あなたが問題（気になっている）と

考える事柄をあげてみましょう。[気づき・人権問題を見抜く目]

＊６つの欄を設けて思いつくものをあげる。

＊次に「なぜあなたはそのことを問題と考えるのですか」という問いかけに従って、答える。

(２)上記の中で一番問題だと考える事柄に丸をつけて下さい。[主体的に問題を解決する態度]

①なぜ生徒はそのような状態なのでしょうか。[原因の分析]

②あなたはどのような取り組みをすれば、この問題を解決できますか。[取組の提案]

③あなたの取組みをすすめるには、誰の協力が必要ですか。[取組の連携]

④この取組みの成果を評価するには、どのような検証方法がありますか。[取組の共有]

＊一つだけあげたことに対して①～④の問いに答える。

これは、人権同和教育課から示されたもので、本校生徒に関して基本的には、素直で日常の生活態

度なども良好ではあるが、「こんなところがもの足らない」あるいは「こういうところが課題としてあ

がるのではないのか」という観点から、記述形式で答えたものである。回答数は、１８名であったも

のの、教職員がもつ、本校生徒に関しての「イメージ」が描き出されたものとして、第２回目以降の

訪問指導でその結果を参照していった。

Ｂ．全校生徒を対象とした意識調査 （平成２２年６月１６日）

項目は、①高校生活に対する不安・友人の有無・望ましい友人関係／②自尊感情／③「いじめ」

の認識・「いじめ」への対処行動／④社会生活上の人権問題への認識／⑤同和問題の認識・同和問題

学習の必要性について合計２６項目についてであった。

詳しい分析資料は割愛するが、結果の一部は、前述したので参照していただきたい。このような、（記

述回答が一部あるものの）基本的には記号で回答する形式の意識調査は、抽象化された結果による全

体的な把握にとどまり、いわば「生の」声を反映しない。このことが、Ｄ「記述アンケート」につな

がっていく。
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Ｃ．平成22年度 第２回訪問指導 （10月14日）

第１回目の訪問指導の際に実施したワークシート（回収数１８名）にみられる、本校生徒の課題を

明らかにし、全教職員で共通理解をもった。その全体的な「イメージ」は以下の通りである。

《生徒の課題》

《生徒の実態》

・積極性や創造性に物足りなさ

・向上心の不足

・素直、純粋 ・自尊感情の乏しさ

・生活態度良好 ・学習に不安、無気力、受け身

・授業態度良好 ・傷ついても声を上げない

・コミュニケーションが苦手

・状況判断が苦手

なお、「ワークシート」による教職員の回答を人権同和教育課によってまとめられたものが下の資料

である。（前ページにある「ワークシート」の回答項目とあわせて参照していただきたい。）この資料

をもとに、教職員研修を行なった。

☆第１回訪問ワークシートより

（１）生徒の課題 受け身・無気力

向上心がない

自己中心的 特定の人間関係

暴言・集団で悪口 発言できない･しない

【職員の課題意識】 社会に出てからの生活に支障が出る

学校という場の価値が無くなる

自他の人権（学ぶ権利）を侵害するおそれ

（２）課題解決に向けて

①原因分析

【内的要因】 【外的要因】

◆人間関係・受験に不安 ◆体験不足

◆ストレス 関連 ◆人との関わり方がわからない

◆人権意識・問題意識が低い ◆周囲の人がやってくれる環境

②解決策の提案

【個々への取組】 【集団への取組】

◇声かけ 関連 ◇授業改善

◇面談（定期的に） ・人と関わる機会を作る

・生徒の発言・発表を増やす

・様々な考え方、価値観の提示
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◇集団活動の充実

③連携体制

■全教職員（学年会・分掌・各教科）・生徒・保護者

■豊富な体験を持ったゲストティーチャー

④成果検証方法

【調査】 【観察】

□イベント前後のアンケート □日常の様子

□定期的な意識調査 ・顔つき、話しぶり

・人権に関する調査 □授業中の様子

・進路、学習に関する調査 等 ・生徒の発言、活動

□出欠、遅刻の記録 ・授業公開の実施

□定期考査・成績結果 等 □教員間の情報交換

Ｄ．１・２年生を対象とした記述アンケートの実施（平成22年１月上旬）

アンケートの内容は、①今の自分に満足していること・自信があること／②今の自分のままでは

よくないと思う事／③生活全般について（進路や部活動・友人関係・家庭生活に関する悩みや不安、

授業に関する要望等）を文書形式の自由記述で問いかけたものである。

このアンケートの意義については前述した（P.13）。ここでは、訪問指導＝教職員研修の流れのなか
で、とらえていただきたい。

Ｅ．平成22年度 第３回訪問指導（２月３日）

記述アンケートの集計結果と、それをもとにした人権同和教育部による資料にしたがって「生徒の

自己イメージ」を確認した。その資料にしたがって簡単にまとめたものが以下のとおりである。

《生徒自身がとらえた自分の課題》

《背景にある生徒の願い》

●向上心や学習の姿勢などについて

勉強意欲が少ない・勉強に集中できない・課題や ■成績を向上させたい

提出物がだせない・部活との両立ができない ■苦手を克服したい

●自分の性格などをふりかえって ■勉強と部活を両立させたい

自己中心的・優柔不断・短気・努力不足・協調性 ■分かりやすい授業を受けたい

がない・自主性がない・意志が弱い ■進路についてきちんと考えたい

●コミュニケーションの面では ■進路の不安をとりのぞきたい

友達が少ない・人見知りをする・大勢の前で話せ ■今の自分から変わりたい

ない・嫌いな先生への態度があらたまらない・集団

で悪口を言う・暴言をはいてしまう
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★これまでのまとめ

「ワークシート」記述による教職員による本校 第１回訪問指導（研修会）：６月

生徒に対する理解 （６月） 研究指定校としての取組み

・生徒のかかえている課題 「ワークシート」の記入

・その解決にむけた原因分析と取組み

第２回訪問指導（研修会）：10月

意識調査にみる生徒の実態（６月） 意識調査と「ワークシート」の

・学校生活・自尊感情・人権意識 その他 結果の分析と共通理解

記述式アンケートによる生徒の実態（１月）

・自己の思いや課題の認識 第３回訪問指導（研修会）：２月

・学校（授業）への要望 記述式アンケートの結果の分析

と取組みについて

Ｆ．１年生を対象とした意識調査（平成23年６月15日）

項目は、①高校生活に対する不安・友人の有無・望ましい友人関係／②自尊感情／③「いじめ」

の認識・「いじめ」への対処行動／④同和問題の認識・同和問題学習の必要性についてなど合計２０

項目についてであった。

新年度の２・３年生は、昨年度に意識調査を実施しているので、新１年生のみ、昨年実施した項目

内容を一部削除・修正して実施した。同じ質問項目に対しては、昨年実施した意識調査のものと、デ

ータで比較すると、近似していた。（この結果も含んだ同和問題学習については、後述。）

Ｇ．平成23年度 第１回訪問指導（６月13日）

この研修会では、昨年度までの流れを想起し、原則として分掌を単位としてグループワークを展開

した。

この研修会のねらいは、昨年度までの取組みをうけて、「人権・同和教育の観点から校務分掌の立場

で何ができるか」を検討したものである。実際には、すでに年度当初、分掌ごとに「人権・同和教育

目標」と「施策」を策定していたが、あらためて、昨年までの流れを確認し議論を通じて検討したも

のである。

時間やグループの組み方などに制約はあったものの、何よりも実行を想定したシートにもとづいて

意見を集約したことにより、いわゆる「意識の向上」を日常の取組につなぐ契機になったと思われる。

最終的には、各グループからの案を３つにしぼりながら具体策を検討したが、それ以前の「アイデア

レベル」には、かなりな数で項目があげられていた。それが、次の訪問指導につながることになる。

Ｈ．平成23年度 第２回訪問指導（10月17日）

この研修会では、「進路保障」について認識を深めることをねらいに、その一般的な意味をふまえ、
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これまでの本校での取組みを「進路保障」として見直し、さらに前回の研修会で考えた具体的な取組

みの他に、思いつくものはないかと、再び校務分掌を基本としてグループで検討した。前回あがった

多くの項目を、人権同和教育課に託して分類していただき表として示したが、その分類は次のページ

に示したとおりであるが、これは、以下のような構成になっている。

Ａ 平成22年度 １.課題
第１回訪問指導における ３.要因・背景 教員による生徒の課題や分析

「ワークシート」 ４.アプローチ

Ｄ １・２年生を対象とした

記述アンケート ２.具体的な問題 ：生徒自身がとらえた自分の課題

（平成22年１月上旬）

Ｇ 平成23年度

第１回訪問指導（研修会） ５. 具体的取組み：校務分掌単位のアイデア
グループワーク

[分類表] （※注：ここにおさめるために多少簡略化したところがある。）

１.課題 ２.具体的問題 ３.要因・背景 ４.アプローチ ５.具体的取組み

自尊感情の乏しさ 学習意欲が低い 成功体験の不足 将来へ向けての位置づけ 進路情報の提供・体験型キャリア教

受け身 自主性がない 成功体験をさせる 育・講演会・本校のよさを広報で発

無気力 課題や提出物が出せない 受験に対する不安 高校での目標の明確化 信など

向上心がない 集中できない ・ストレス 生徒の話を聞く場をつくる 学習時間調査へのコメント記入・進

部活との両立が困難 声かけ 路ノートの活用・カウンセリング講

周囲の人がやって 定期的な面接 習の実施・生徒に関わる時間の確保

くれる環境 授業改善 ・家庭から学校への伝達システム・

社会的技能の低さ 友達が少ない 人と関わる機会をつくる 保健室の雰囲気作りなど

特定の人間関係 人見知り 人間関係の不安 生徒の発言・発表を増や

発言しない 意志が弱い す 授業評価・指導法研修会の実施・公

発言できない 優柔不断 様々な考え方・価値観の 開授業の充実・模試の有効な活用・

大勢の前で話せない 自己否定されるこ 提 示 つまづき解消講座の開設など

との怖さ 余裕のある学校生活 行事の精選・課題の精選・部活動の

生徒・教員とともに 短時間集中など

少子化などによる 集団活動の充実 感動的な行事・生徒会活動の推進・

人との関わり方を 前向きに取り組むための ボランティア活動の活性化・部活動

学ぶ場の減少 きっかけづくり 参観週間の設定など

人権意識の低さ 他への配慮にかける 他者への無関心 きちんとした指導・指摘 マナーアップ週間・面接指導の場で

自己中心的 短気で協調性がない 問題意識の低さ 誤った言動を指摘 の礼法指導など

暴言・悪口 冷淡な態度をとる 粗雑な言葉の氾濫 失敗の経験も大事
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⑤教職員に対する研修の計画・実施

前項で生徒に対する意識調査（アンケート）をいかに活用するかという観点から、教職員研修（訪

問指導）についてふれたが、２ヵ年の内容を以下、まとめておく。

◆平成 22年度 ◆平成 23年度

第１回 ６月 14日（訪問指導） 第１回 ６月 13日（訪問指導）
研究指定校としての取組み グループワーク「大田高校について考える」

ワークシート作業 ～人権・同和教育に観点から各校務分掌の立場

で生徒に対し何ができるか～

第２回 10月 14日（訪問指導）
ＬＨＲの活動の学びを日常の活動に活かす 第２回 10月 17日（訪問指導）
同和教育について「知りたいこと」 「進路保障」とは何か

「進路保障」の視点の実際

第３回 11月 26日 大田高校のこれまでの取組み

道徳教育講演会 講師：秋山正博氏 グループワーク（第１回に準じて）

演題「高等学校における道徳教育の在り方」

第３回 ２月３日（訪問指導）

第４回 ２月３日（訪問指導） 人権・同和教育講演会 講師：太田明夫さん

生徒の課題を教職員の取組に 演題「事務室の窓をたたく子どもたちから」

具体的な取組みにするために 研究指定校事業について

⑥生徒に対する人権・同和問題学習

１)LHRの取組み

◆留意点

・「他人事」から「自分の問題」へ

・生徒に「こんな差別がある」と教える学習から「何が差別か」を生徒が考える学習へ

・「差別はいけない」という段階から「どうすれば差別をなくせるか」を考える段階へ

◆実施方法

・学年部と連携をとり、年２回実施する。（１・３年は１・２学期、２年生は２・３学期）

・学年会と共催の事前研修会を開く。

・訪問指導において LHRを公開授業として行う機会をもうける。

◆主題

テーマ 第１回 第２回

１年 人権について考 相手の気持ちを尊重しながら自己の 日常生活における偏見や固定観念に気

える 思いを率直に表現するスキルを学ぶ づきそれを正していく実践力を養う

２年 同和問題の歴史 差別の歴史に学び、差別を温存助長 差別の歴史に学び、差別を温存助長す

に学ぶ する不合理な考え方を克服する (Ⅰ) る不合理な考え方を克服する (Ⅱ)

３年 現存する同和問 就職差別の不合理性に気付かせ、公 結婚差別の問題を通して、生徒一人ひ

題に学ぶ 正な採用選考について考える とりが自らの生き方を主体的に考える
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◆内容 ※ぬりつぶしたところは公開授業（校外にも案内）を示す

第 １ 回 第 ２ 回

１年 「ネズミと怪獣」によりアサーテイブネス 絵・ポスター・標語を用いて具体的に気づき
平 （非攻撃的自己主張）の可能性を考える 話し合いの中から問題点を指摘する
成
22 ２年 ビデオ「差別っていったい何やねん」（歩 六曜や丙午について学んでその不合理性を見
年 く水平社宣言・川口泰司）の視聴と感想 抜き日常生活での行動につなげていく
度

３年 身元調査書を検討して統一応募用紙の意義 資料「部落の母として人間として」「道祖
を理解し、「１４事項」を確認する 本結婚差別事件」を読んで考える

１年 日常生活における具体的な場面設定を通し 写真や絵の資料、あるいは新聞記事などをも

平 てアサーティブな言い方を考える とに「思い込み」や「偏見」に気づく

成

23 ２年 明治はじめの解放令から水平社成立までの 水平社宣言にこめられた思いを読み取りなが

年 近代における部落差別について学ぶ ら現代における部落差別について学ぶ

度

３年 統一応募用紙の変化や「社用紙」の問題点 結婚差別の問題を考えながらどうすれば差別

を検討し「１４事項」の意義を理解する のない社会が実現するか意見を出し合う

２)講演会

Ｈ22年度 10月14日（木）

講師：大 湾 昇 さん （ 徳島県『止揚の会』事務局 ）

演題：『出会いと表現』

Ｈ23年度 10月17日（月）

講師：中倉 茂樹 さん （ 徳島県『止揚の会』事務局 ）

演題：『ぬくもりを感じて』

⑦学社・異校種連携の推進や校内への伝達

１)学社連携の推進

◆大田市主催の「人権作文コンテスト」に参加

夏季課題として１年生全員が提出。９月の校内審査を経て、平成 22年度には１０編、平成 23年度
には８編の優秀作品をを応募した。最優秀賞に１点、優秀賞に３点が選ばれた。

◆ＨＲ公開授業への案内を送付（大田市人権推進課・おおだふれあい会館）》

ＬＨＲ公開授業のみならず、人権・同和教育講演会等の案内も送付し、いずれの会も両方の機関か

ら積極的に７～８名の参加があり、貴重なご意見や感想もいただいた。

２)小中学校・他の高校との連携や異年齢交流

◆校区内の小・中学校との連携（ＬＨＲ・社会科歴史分野）

・大田市の小中進路保障連絡協議会・研修会に２回参加（７月・１月）

・大田一中の授業参観『水平社運動から学ぶこと』（社会科歴史分野）

・本校の講演会への案内（同和問題講演会・道徳教育研修会）・・・多数の参加者あり
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・本校のＬＨＲ公開授業への案内・・・多数の参加者あり

◆他の高校との連携（ＬＨＲ・講演会）

・高同研石東地区は、部会・研修会を含めて１０回の会合があり、人権・同和教育に造詣の深い先

生方と情報交換や交流を行うことができて大変有意義な会合であった。

・島根中央高校のＬＨＲ授業参観『部落差別の歴史に学ぶ③～明治時代以降』

・本校の講演会への案内（同和問題講演会・道徳教育研修会）・・・多数の参加者あり

・本校のＬＨＲ公開授業への案内・・・若干の参加者あり

◆保育園児との交流

・体育祭の種目の１つとして、１・２年生と保育園児が手をつないでパン食い競走を行った。

・家庭科の実習として１年生が保育園での実習を行っている。

３)「人権同和教育部だより～教職員版」の発行

平成 23年度での試みとして発行した。内容は、以下の通り（資料編参照）。
①人権・同和教育に関する LHRについて

～そのプログラム・内容紹介・生徒向けの「人権・同和教育部だより」の紹介

②進路保障について

～その考え方・統一応募用紙・「１４事項」（３年生の LHRと関連付けて紹介）
③その他の情報の伝達

～講演会や研修会のお知らせ・同和問題に関する本の紹介

３．研究の成果と課題

(１)研究の成果

①人権・同和教育推進を学校全体のものに
研究指定校としての実践を展開する際にまず念頭においたのが、学校全体の取組みになるよう、教

職員間で共通認識をもつことであった。そのために、研究の概要ですでに述べたとおり、以下のよう

な、組織・体制がとられた。

１）全体としての人権・同和教育目標をもとに、各部署（分掌・学年会・教科会）で目標や具体的

施策を設定し、年度末には、その評価（ふり返り）を行なう。

２）人権・同和教育推進委員会の構成員を見直し、またその役割をより実践的なものとするため年

間７回を設定して、様々な取組みにきめ細かく対応する。

３）教科・科目については、人権・同和教育という観点で内容を見直し、授業内容や授業展開の視

点における関連する項目を一覧化して、教科間相互の情報交換を試みる。

４）年間３回の人権同和教育課訪問指導を中心に、校内における研修の機会を設定し、人権・同和

教育推進に関する基本的な認識を深める。

以上のような取組みは、、「人権」や「進路保障」の視点から、個々の教職員が通常の学校における

業務をあらためてとらえ直す手がかりとなり、また、全体として、共通認識をもつことにつながった。
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②生徒の思いや願いを把握して学校としての取組みを見直す
研究指定校の事業の一つに、生徒に対する意識調査によって実態を把握し、それをもとに実践（イ

ンプット）を行ない、何らかの成果（アウトプット）を導き出そうという試みがある。本校でも、平

成 22 年度に、記号式・文章記述式の２つの方法で、意識調査を行なった（P.12 ～ P.13）。とくに、記
述式で生徒の「本音」が明らかになったことは、生徒像を把握するのに意義があった。このことを平

成 23年度には教職員研修におけるグループワークにつなげて、教職員自身が描いた生徒像も重ねなが
ら、分析を行なった。（P.14～ P18）。
何らかのアウトプットを複数回の意識調査で確かめ、実践の成果を明示するような研究報告も散見

されるが、本校の場合そこまで到らないとしても、[分類表]（P.18）として提示することができたこ
とは、今後の指針となり、ひとつの成果といえる。

③生徒に対する人権・同和問題学習のより有効な展開をめざして
生徒に対する人権・同和問題学習として、ホームルーム活動（ＬＨＲ）において一定のプログラム

を組み、学年ごとに主題（ねらい）を設定して展開した（P.19）。平成 23 年度の試みとしては、１時
間のＬＨＲに関する感想を個々の生徒が記入する→担任が目を通す→人権同和教育部で読み「人権同

和教育部だより」にまとめる→生徒に配布、という流れで、「ふり返り」を行なった(資料編参照)。こ

れは、１時間の枠組みという制約をこえる試みである。

制約をこえるという意味では、平成 23年度の２学期には、人権・同和教育講演会の前後にＬＨＲを
設定して連動させた。それぞれの学年のＬＨＲの主題を、ゲストティーチャーの言葉に耳を傾けるこ

とでさらに深めたり、その言葉をうけて考えたり、という展開を試みた。

講演会に関しては、平成 22・23 年度ともに 10 月に実施し、事後に少し時間をとって生徒に感想を
求め、その一部を引用した。差別をうけながらもそれにたちむかう講演者との出会いは、そのパワフ

ルな人柄もあり生徒にとって大きなインパクトがあったことが感想文からうかがえる。

④学社・異校種連携としてのつながり
市内の小・中学校との連携に関しては、本校のＬＨＲ公開授業や講演会に案内を出し、多数参加い

ただいた。また、大田市小中学校進路保障連絡協議会からも案内があり、会に参加した。本校の公開

授業には、大田のふれあい会館や大田市人権推進課からも参加いただいた。このような交流は、従来

からも行なわれていたようだが、特に、今回の２カ年に関しては、ＬＨＲの公開授業などで貴重な感

想をよせていただいた。どこが起点というのでもなく、ゆるやかなネットワークがあることは、大切

なことだと思われる。

(２)今後の課題

①「分析」から「実践」へ
成果の②でとりあげた[分類表]（P.18）からは、今後の課題が浮かび上がってくる。すでにふれた

ように、この[分類表]の「５．具体的取組み」は、平成 23年度の教職員研修における、分掌を基本的
単位とするグループワークによって提案されたものである。あらためて、この[分類表]における「３．

要因・背景」をみると、その広がりや深さに気づき、「どう対応するべきか」という問いの答えがなか

なか導き出せない。大切なことは、生徒自身が課題としてあげた「２．具体的問題」から視点をずら

すことなく、「４．アプローチ」の可能性を探ることだろう。

グループワークのテーマは、「各校務分掌の立場で人権・同和教育の観点から本校生徒に対して何が

できるか」というものであったが、その場の意見交換で明らかになったことは、「まだ取組んでいない

こと」を思いつくことが、「すでに取り組んでいること」への気づきにつながり、日常の業務をあらた

めてふり返ることになった。今後も、この日常の業務の見直しを「実践」の起点とし、[分類表]の基

盤となっている「人権・同和教育の視点」に立ち返りながら、取組みを進めていくことが求められる。

②「共通認識」をどのようにすすめていくか
２ヵ年にわたる研究指定校としての実践を展開する際に、まず教職員全体で共通認識をもつことが

課題とされ、成果①に列挙したような取組みがなされた。これによって教職員間に学校全体として、
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みんなで取り組もうとする姿勢が生まれてきたことは言うまでもない。

ただ、例えば「人権」や「進路保障」という言葉で何をイメージし、どんな意味をこめて理解する

かは、実際に、教職員の間でもいろいろな解釈があるのではないだろうか。この点については、どの

ように生徒に働きかけていくかという実践上の観点から、「人権」や「進路保障」の意味を考えること

が大切だと思われる。

例えば、本校の研究主題「自他の生命・人権を尊重する生徒の育成」では、「生徒を育成する」こと

が実践上の課題である。そこで、「人権尊重＝自分を大切にする＝自己肯定感をもつ」というようにと

らえると、生徒が自ら自己肯定感を育むには、どのような働きかけをしていくか、ということが課題

となる。ここから、例えば「生徒が自己表現力を高めるような指導の工夫をいかにするか」という課

題が導かれ、そこから教科や学年会あるいは分掌で、具体的な取組みをどうするか話し合ってみる、

というように展開していくと思われる。「進路保障」の言葉の意味についても同様で、今後の課題とし

ては、進路保障の視点に立って「実践的な働きかけ」どのようにするかという観点から、共通認識を

深めていく必要があるだろう。

③同和問題学習に関連して
同和問題学習に関しては、成果の③にふれたとおり、ＬＨＲの時間に行なったり、また講演会を実

施した。これらをふり返ると、次のような課題が思いつかれる。

１）平成 22 年度全校対象の意識調査や平成 23 年度１年生対象の意識調査および講演会の感想文か
ら、いわゆる現存認識についての現状が把握できる。現存認識を深める学習の中で、「身近な」

問題であるということをどのようにもりこむか（教材化するか）。

２）社会的な差別の問題として客観的に理解することにとどまらず、自分の問題として把握するこ

とができるような学習の場面をいかにつくるか。

３）中学校段階までの学習につなげながら、いかに学習内容を精選し授業の展開方法を工夫をして、

同和問題の歴史学習を展開するか。

④その他
人権・同和教育推進委員会について、すでに次年度への見直しをはかったが、どのようにすれば推

進をする際に中心的な役割を果たす機関となるか、なお、検討の余地はある。また、平成 23年度は、
教科による指導計画（P.7 ～ P.8）をまとめたが、各教科で行なわれる公開授業に、できるだけ人権・
同和教育の視点をもりこむことはできないか、などの課題をあげることができる。


