
平成 22・23 年度研究指定校 島根県立横田高等学校 

研究主題 

自己や社会の課題認識をもって、社会に貢献できる生徒を育成する  

～表現力を育成する教育活動を通して～  

 

１ 研究主題を設定する理由（設定に至った経過） 

本校の生徒は、地元の幅広い世代の方々に支えられ、幼い頃からの素朴さや純粋さ

を持ち続けている。外部からのお客さまから挨拶がよくできるとお褒めの言葉をよく

いただく。私たち教職員に対しても、生徒の方から元気の良い声をかけてくれる。相

手を気遣い尊重する態度が身についているから、自ら先に声をかけることが自然にで

きるのだと思う。気心の知れた仲間内、住み慣れた町、アットホームな家庭の中で、

彼らは活発に振る舞っている。しかし、そこから一歩外に出ると、消極的になり、自

分らしさが出せなくなる内弁慶な面が出てくる。また、以前は不用意な言動で人間関

係を気まずいものにしてしまう例も少なくなかった。島根県教育委員会から人権・同

和教育研究指定校の指定を受け、校内で時間をかけて課題を探っていく中で、本校の

生徒に身につけて欲しい力として、この「表現力」をあげる声が多数あがり、表現力

が不足していると感じる場面を集約すると次のような例があがった。 

(1)学校生活の中で、 

・思ったことを何でもすぐに口にしてしまい、気まずい雰囲気になることがある。 

・学級日誌のコメント欄を２，３行しか書けない生徒が増えてきた。 

(2)授業の中で 

・教員からの発問に対して、わかっていても自信がないのかすぐに「わかりません」

と答えたり黙り込んでしまったりすることがある。 

・自他共に認める演技が大変上手な生徒であるにもかかわらず、人前で演技するこ

とを極度に嫌がる。 

(3)職員室や事務室で、 

・相談に乗って欲しい時や、体調不良の時に、自分の気持ちや状況をうまく伝える

ことが出来ない。 

(4)部活動で、 

・練習中や試合の中で、チームメイトと上手くコミュニケーションがとれない。  

・演奏において、感情を表に出すことが苦手である。  

社会から求められる人物像に近づくためには、素朴で純粋な彼らにこの「表現力」

をつけ、自己肯定感を持たせることが不可欠であると考えた。生徒一人ひとりの進路

保障のために、まず、表現力を育成する。そして、将来社会にとりわけ故郷に貢献で

きる人物になってもらう。このような経過で、研究主題、副題に至り、表現力を育成

する取組が始まった。 



２ 事業の組織及び推進体制の概要 

 

 

(1)校長のリーダーシップと三感 

平成 23 年 5 月 1 日、本校は、校舎竣工記念、創立 90 周年記念の式典を行った。当

日は、武田鉄矢さんと杉田かおるさんのトークショーもあり、たくさんの方々に来校

していただいた。前年度から全校をあげて準備をしてきたが、新年度に入り、人事異

動後の新しいメンバーで毎週会合を重ねながら、本格的な作業が、急ピッチで進んで

いった。前日の疲れを感じながら、朝出勤することもあったが、私たち教職員には、

元気の源があった。正面玄関に置かれた校長手作りの掲示がそれである。 

「チーム一丸 

5．1 まであと 2 週間を切りました。 

生徒、教職員が全力で準備し、三感を  

達成しましょう。頑張ろう 横田高校」 

私たちはこの看板を見ながら元気をもらい、まさしく 

チーム一丸で、5 月 1 日まで頑張りきることができた。 

キーワードは『三感』、三感とは、感謝・感激・感動のことである。これは、ホッケー

部の保護者の方から、千葉国体の後にいただいた言葉である。以下に校長自ら『三感』

を提供した例を挙げる。 

5 月、県高校総体壮行式では、校長手作りの横断幕が掲げられた体育館で各部のキ

ャプテンが決意表明をした。 

8 月、奥出雲町仁多地区の愛宕祭において、吹奏楽部の伴奏で熱唱し、歌の後は、

やはり手作り横断幕で町民へ本校のＰＲがあった。 

 

 

 

 

 

 

10 月、インターハイで優勝し、続く国体でも優勝が期待されたが、第三位となった



ホッケー部の労をねぎらうメッセージボードが昇降口に置かれ、登校してき

た全校生徒が注目した。 

 

「国体ホッケー少年男子第三位入賞  

『取るぞ、二冠』で臨んだ山口国体、緒戦から熱戦 

 の連続、総体優勝チームが、そう簡単に負ける訳に 

 はいかない。見事な第三位だった。  

よくやった横田高校。横校生徒会・教職員」  

このように、本校校長は、感謝・感激・感動の三感を 

率先して生徒や教職員に提供した。行事のたびに、校長のサプライズが起こった。次

は何があるのだろうかと生徒も教職員もがわくわくしながら毎日をすごした。おかげ

で学校全体の士気は大いに高まった。 

 

(2)啓発活動による研究の推進 

学校での人権・同和教育の取り組みや活動の様子を家庭や地域に積極的に発信した。 

①学校だより「稲田が丘」（主管：総務部 毎月発行） 

②人権・同和教育だより「ヒューマン・ライツ」（主管：図書・研修部 学期末発行） 

③保護者向け啓発紙「ヒューマン・ライツＰＴＡ版」（主管：総務部 不定期） 

表現力を育成するためには、良い題材や情報をタイムリーに提供し、みんなで思い

を分かち合うことだと考えた。特に大事な項目は、編集者同士が譲り合うことなく、  

それぞれの持ち味を活かしながら競い合って記事にした。 

また、今年度は８月の全国高校総体優勝と１０月の国第３位の模様を部活動顧問の

視線でまとめたホッケー部だより「驚天動地＆百万一心」を本校ホームページに掲載

した。一方、保護者の視線でまとめた「ホッケー部保護者会だより」も定期的に発行

されている。 

 

(3)能動的な傾聴 

 平成 22 年度第３回人権同和教育課訪問指導校内研修会の際に助言頂いたテーマで

ある。表現力の育成を妨げている要因が明らかになり、それ以降の取り組みに大いに

役立った。この研修会で学んだことを挙げてみる。 

①聴きに徹し、多くの情報を得る。（疑いをはさまない。信じる。より深く理解する） 

②いいところを探す。 

③この人のために何ができるかを考える。  

 しっかり聴くことで相手に対する偏見が薄れ、「尊敬の念」がわいてくる。その思い

が相手に伝わることで、相手に安堵感が生まれる。自分自身を否定的に考えなくなる。 

自分も大切であり（自尊感情）、相手もまた大切である（多様性に対する肯定的態度）。  



また、話を聴けなくする８つのクセとして「比べる」「命令する」「決めつける」「批判

する」「尋問する」「アドバイスする」「私は正しい」「急に話題を変える」の例を提示

して頂き、日々の教育活動と照らし合わせてみた。平成 23 年度第１回の職員会議で

改めてこの資料を全教職員に提示し、個人面談や個別指導等で常に意識して取り組ん

だ。 

 

３ 研究の経過と課題（2 年間の取り組み） 

(1)人権標語（主催：奧出雲町人権教育推進協議会、奥出雲町教育委員会） 

本校では、毎年全校生徒から作品を募集し、その中から 10 点ほどにしぼって応募

している。奧出雲町では、この人権標語に小学校１年生から取り組んでいる。学年を

追うごとに言葉のセンスが磨かれ、短い言葉の中に思いを込める大変良い活動になっ

ている。 

平成 22 年度優秀作品：「友情の 絆はずっと たからもの」 

平成 23 年度優秀作品：「分かりたい 一人一人が ちがうこと」 

          「悪口 一瞬 傷 一生」 

 

(2) 心に響く言霊集 

本校では、国語科教員が生徒や教員に呼びかけて、心に残った言葉や名言を集め、

年度末に全校生徒に配布している。生徒が選んだ言葉を以下に挙げる。 

「今、頑張らなくて、いつ、頑張る」（イチロー）  

「勝利に偶然はない」（ニーチェ） 

「苦手は得意の始まり」（ステップアップ講座講師：青戸真太さん）  

このように著名人の名言を選んだ生徒もいる。その一方で、 

「挑戦の年にしよう」（校長先生の言葉）  

「できるかできないかじゃない。やるかやらないかや！」（部活顧問の先生の言葉） 

「つらい経験をした人ほど 強くやさしい人になる」（中学校の先生の言葉）  

「やらずに後悔するより やって後悔したほうがいい」（小学校の先生の言葉） 

のように、最近では、授業や部活動で教員が使った言葉を選ぶ生徒が増えてきた。教

職員の一言一言が、生徒にとって大きな影響を与えていることを、再確認するととも

に私たち自身も言葉のセンスを磨く必要があることを痛感している。言霊集はクラス

ごとに出席番号順に掲載してあり、仲間が選んだ言葉を探すこともできる。共感した

り、仲間の意外な面を発見したり、これがきっかけで会話が弾んでいる。 

 

(3) アサーション 

平成 22 度から導入し、2 年生の 1 学期のＬＨＲで実施している。このＬＨＲで目標

とすることは 3 つある。 



①自分を大切にし、他人も大切にしたコミュニケーションのあり方やその表現方法を  

理解する。 

②対人関係における自己の表現のタイプを理解し、適切な自己主張の仕方を考える。  

③お互いを大切にする人権感覚を高め、豊かな人間関係について考え直すきっかけと

する。 

ＬＨＲでは、まず、『攻撃的な対応』『受け身的な対応』『アサーティブな対応』の

３つの例を紹介し、『ようやく自分の順番が来たところで突然割り込みされた時』とい

う状況を設定して各グループ内で意見交換し、考えた表現を発表し合った。実施後の

生徒の感想は次のようなコメントが多く寄せられた。 

・受け身タイプだといろいろ損する気がする。思ったことをはっきり言える人になり

たい。 

・思ったことはパッと言ってしまうので、攻撃的になっていないかを考えて発言した

い。 

・相手の気持ちを考えつつ、自分の意見を遠まわしではなくちゃんと言えるようにな

りたい。 

また、本校生徒は、受け身的な対応を取る生徒が多いことも明らかになった。平成

23 年度 2 年生は 3 学期のＬＨＲの一部で再度取り上げて定着を図った。翌年、3 年間

の最後のＬＨＲを終え、意識調査を実施したところ、このような結果が出た。 

○アサーションについて 

           2 月  11 月 

 とても良い     4％   9％ 

 まあまあ良い    69％  70％ 

 あまり良くない   23％  15％ 

 改める必要がある  4％   6％ 

 生徒の自己評価によると若干ではあるが向上している。「改める必要がある」と回答

した生徒の中には、「全くだめ」というわけではなく、「人間関係を円滑にするために

普段から心掛けているが、まだ上手にできない。」という肯定的な意見がほとんどであ

った。 

また、今年度 6 月に実施したセクシュアル・ハラスメントの防止についての教職員

研修会でも、このアサーションの例を取り上げ、ハラスメントの防止とともに教職員

の表現力の向上を図った。 

 

(4)話のプロから深く学ぶ「話し方講座」  

表現力を高める活動として、平成 22 年度初めて取り入れた。奧出雲町出身のＮＨ

Ｋ松江放送局堀江清市さんに放送部顧問を通じ、表現力を育成したいという私たちの

思いを伝え、快諾を得た。講座では、正しい敬語の使い方についての解説や「分かり



やすく興味深く話すためのスピーチ達人への道」を伝授していただいた。その後、大

きな声で発声練習をし、実践演習として店員とお客のやりとりをロールプレーイング

で行った。突然マイクを向けられても臆せず、堂々と話す姿がとても頼もしく見えた。

また、講座が終わってから記入するふりかえりシートの感想欄には、堀江さんから学

んだ「言葉遣いは心遣い」「相手に恥をかかせない」の考え方に大変感銘を受けたとい

うコメントが大半を占めました。「思いやり」や「心配り」で講座を締めくくる堀江さ

んから、深く学ぶことができた。 

 

(5)だんだんカンパニー 

２年生の就職や専門学校、短期大学、私立大学を志望するクラスの生徒を社員とし

て構成した「奧出雲地域の活性化」を考える仮想の会社のことである。平成 22 年度

は、少子高齢化が進む奥出雲町の現状や課題と向き合い、  

「人口問題」「農業」「奧出雲の企業」「都会と田舎の良さ」  

「人間関係」「観光」「イベント」の７つを研究テーマに選 

んだ。そして、高校生の視点で調査や研究を行い、約半年  

にわたる活動の成果を「奧出雲町活性化プラン」として奧 

出雲町議会で発表した。この取り組みの一番の成果は、生徒一人ひとりが地域に目を

向け、地元について深く学ぶことができたことである。自分たちの考えを相手にきち

んと伝えることの難しさも感じたと思うが、生徒たちは、自分たちが考えた熱い思い

を自分の言葉で立派に表現していた。研究主題の「自己や社会の課題認識をもって、

社会に貢献できる生徒を育成する ～表現力を育成する教育活動を通して～」にぴっ

たりの活動になった。 

平成 23 年度は、島根県内有数のブルーベリー産地である奥出雲町の特長を活かし、

ブルーベリーの商品化と販売を行い、会社の仕組みを学んだ。社内に、営業部、広報

部、販売部等を設け、会社組織として活動を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地元の民間団体と連携して現実に沿った経済を学び、実体験として地域農産品のブ

ルーベリーをジャムに加工した。9 月初旬に幹部社員による事前リサーチを行い、10

月の 2 年生の東京研修において、島根県のアンテナショップ「にほんばし島根館（東

京都中央区）」で 2 日間に分けて販売を行った。「なかなか立ち止まってもらえず、

声の掛け方が難しかった。」と予想以上に苦労したようだが、「自分たちが作ったも

のが売れるととてもうれしくて達成感を感じる」と話す生徒もいた。普段はおとなし

く控えめな生徒たちが都会で奮闘する姿が伺えた。また、商品を販売する上で、今何

が起きているのかを判断し、仲間や教員に報告・連絡・相談の「ホウ・レン・ソウ」

ができたことも大きな収穫だった。 

 

(6) 米－１甲子園 

平成 23 年 10 月 15 日、16 日「日本に生まれてきてよかった」を合い言葉に、奧出

雲町で「米－１グランプリ」が行われた。米や米粉を使った料理、スイーツの消費量

を増やし、奥出雲の農業、日本の農業を元気にすることを目的としたものである。2

日目は、「米－１甲子園」という高校生のブースも設けられ、松江の高校の生徒達とと

もに本校の生徒達も参加した。3 年生のフードデザインの授業選択者は 7 月から準備

を進め、「たこ」の代わりに地元のしいたけを使った「にたこやき」と仁多米コシヒカ

リの米粉 100％のパウンドケーキ「内田くん家の米粉ケーキ」の 2 品で参加した。当

日は好天にも恵まれて 7000 人の参加者があり、主催者側は駐車場にも困るほど大盛

況だった。生徒たちはハッピを着込み手作り看板とのぼりを持ち、声がかれるまで呼

び込みに励んだ。時折、特設ステージにも上がり、プロの集団に混じって宣伝や販売

終了のお知らせも高らかな声で行った。投票の結果「内田くん家の米粉ケーキ」が優

勝となった。表彰式では、優勝したチームの代表者が普段見られないような落ち着き

でコメントを淡々と述べている姿が印象的だった。この模様は地元のケーブルテレビ

でも放映された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 



(1)教職員の連携「点から線へ」 

校長のリーダーシップのもと、指定校として「表現力を育成する」取組を進める

ことで教職員の連携が強まった。今まで、教科、分掌、学年会などが、それぞれ独自

に行ってきた取組がつながりはじめ、系統立てた取組になりつつある。また、既存の

システムを見直すきっかけにもなった。現在、本校では「高校魅力化・活性化」事業

も着々と進んでいる。今後、点から線へ、そして面になるようにさらに連携を強めて

いきたい。 

 

(2)落ち着いた学校生活 

「感謝・感激・感動」の３感をキーワードに取組を進めた結果、生徒は地域との結び

つきをより強く感じ、感謝の気持ちが素直に表現できるようになった。「表現力を育成

する」取組の中心学年である３年生は就職や進学で受験を終え、合否の結果を知らせ

るためでなく、「受験に行って参りました。お忙しい中ご指導をいただきありがとうご

ざいました。」と言ってくる生徒が増えた。これは昨年まであまり感じなかったことで

ある。 

また、次のような副産物もある。 

①出席率が過去５年間で最高になった。 

平成２３年度９８．５％   平成２０年度９８．４％ 

平成２２年度９７．９％   平成１９年度９７．９％ 

平成２１年度９８．３％    

②９月時点での就職希望者の内定率が過去最高になった。 

平成２３年度９４．７％ 

平成２２年度８４．２％ 

平成２１年度７８．３％ 

③学習成績 

表現力を意識した継続的な取り組みにより、人前で臆せず発表や演奏ができるよう  

になった。発表の機会を増やすことで全体の成績も上がった。特に３年生の成績不 

振者が激減した。 

④生徒指導上の問題行動 

平成 23 年度は問題行動が全くなく、頭髪服装指導で目立つ生徒もいなくなった。 

⑤部活動の成績 

ホッケー部が平成 23 年度全国高校総体（岩手県岩手町）で優勝した。キャプテン

に勝因を尋ねると、「試合形式の練習になると、上手くいかなかったプレーや分か

らないプレーがあるとそのままにしておくのではなく、一旦プレーを止めてどうし

て出来なかったのか、何が悪かったのか、どうしたら出来るようになるのかを皆で

考え、話し合ってきた。練習時間が短くなるように思えるが、私たちのチームはこ



のやり方が良かった。お陰で全試合無失点で優勝できた。」と語った。 

⑥生徒の満足度 

 平成 23 年度３年生の意識調査によると、満足度が１年次よりも高くなっているこ

とが伺える。 

                     １年次    ３年次 

 充足感・達成感を得ている        26％     37％ 

    〃    ほぼ得ている      56％     51％ 

    〃    あまり得ていない    16％      9％ 

    〃    得ていない        2％      2％ 

 

課題 

(1)生徒の自主性 

教員や地域の方々の支援やお膳立てで、「内弁慶」「引っ込み思案」の段階は概ねク

リアできたが、人前で意見を述べることに対して、「やらされている」と感じている生

徒もいると思われる。自分の意志で行動し、意見を述べることができるような支援を

していきたい。 

(2)システムの再考 

本校は、3年や 4年という比較的短いサイクルで異動となる教員が多い職場である。

また、赴任してすぐに主任業務など大きな任務に携わることも少なくない。地域の子

ども数の減少傾向も進み、今後学級減も予想される。担当者が変わっても、教職員数

が少なくなっても取組が継続できるように、また、生徒や地域のニーズに応えられる

ように、校内のシステムを再考する必要がある。 

(3)活動の継続 

 教育活動全般において表現力の育成を図ることを目標に掲げて取り組んできたが、  

発表の場を充分に確保できなかったり、成果を相互評価する時間がとれなかったり

した取組もある。今後も活動を継続し、研究主題を全うしたい。  

 

おわりに（学校、家庭、地域の連携） 

 

 

 

 

 

 

 

 



本校のある奥出雲町には、前述した３感を提供する土台ができあがっている。小学

校、中学校、高校、男女の社会人チームと町ぐるみで取り組むホッケー競技は、島根

国体から絶やすことのない奥出雲の伝統と地域力を象徴するものである。本校ホッケ

ー部の男女監督は共に奥出雲で生まれ育ち、大学卒業後は故郷に帰って教員として生

徒達を指導している。また、社会人チームのメンバーとして活躍し、生徒たちの良き

手本になる頼れる先輩でもある。その熱意は、世代交代しても着実に受け継がれてい

く。「チームづくりは人づくり」これは、長年本校で指導をした監督が繰り返し使った

言葉である。 

保護者の支援も絶大である。どんなに遠方で大会があっても、欠かさず会場に出向

き声を枯らして応援する。応援席では選手同様にスクラムを組み、必勝祈願の雄叫び

が上がる。家庭では、厳しい練習で疲れた生徒の身体を毎日やさしく癒す家族愛と絆

が感じられる。 

地域の方々の存在も大変ありがたい。平成 23 年度北東北インターハイに出発する

日の早朝、沿道で選手団の乗ったバスを待ち伏せし、手作り横断幕による見送りがあ

った。自分たちの子供が卒業してもなお本校をあたたかく見守ってくださっている。 

地元に根付いた素晴らしい伝統を守り、支えてくださる地域や家族の方々と連携し、

感謝の気持ちを忘れずに、「自己や社会の課題認識をもって、社会に貢献できる生徒を

育成する～表現力を育成する～」教育活動に今後も取り組んでいきたい。 


