
 

飯南町立赤来中学校（平成25・26年度指定）

１ 研究主題

「自尊感情を高め、互いを認め合い、ともによりよく生きる生徒の育成」

２ 本校が考える「自尊感情」

自尊感情

自分の長所・短所を含めたありのままの自分を、他者との

関わりの中で価値ある存在としてとらえる気持ち

自己肯定感 自己有用感

「ありのままの自分でいい」と自分の 他者との関係の中で、「自分は役に立

存在や価値を肯定する気持ち っている」など、自分の存在を価値ある

ものと受け止める気持ち

３ 本校が考える「自尊感情」が高まった生徒の姿

…「自他の人権を大切にしながら、将来を

たくましく切り拓く」

自尊感情を高め、互いを認め合い、

ともによりよく生きる生徒

  

 



４ めざす生徒像

○自他を肯定的に受け止め、互いの良さを認め、ともに成長しようとする生徒

○夢をもち、互いに支え合いながら、豊かな自己実現を図ろうとする生徒

○人権に関する知的理解を深め、人権感覚を高め、自他の人権を守ろうとする生徒

５ 研究仮説と研究内容

学校生活の大半は授業である。生徒の自尊感情を高めるためには、「自分を尊重できる、自分

が受け入れられている」と思える授業の創造、すなわち人権・同和教育の視点を基盤とする授業

の創造が求められる。また、生徒の現状から、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の

視点に立った授業の創造も急務である。さらに、社会の「多様性」を肯定的に受け止め、互いに

認め合い、差別を許さず、ともによりよく生きようとする「同和問題学習」や「人権学習」の充

実が求められる。

一方、各体験活動や学校行事、生徒会活動などの特別活動は、異年齢集団活動も含め集

団での活動が多い。生徒一人一人が様々な役割を担いながら、仲間とともに活動すること

で、「自分が周囲から受け入れられていると思える感性」を養い、集団や個人の「違い」に

気づき、仲間を認め合い、ともによりよく生きようとする力を身に付けることができる。

そのため、特別活動の一層の充実も必要である。

さらには、人権教育が効果を上げるための人権尊重の精神がみなぎる環境、その一番と

なる教職員研修の充実や、学校・家庭・地域の連携も欠かせない。

○学習意欲が高い ○友人関係が良好○教師など大人との関係
が良好

○進路の目標が明確○遅刻や欠席が少ない○学校行事や部活動
などに積極的

赤来中が考える「自尊感情が高い傾向にある生徒」の姿

○授業の理解度が高い



６ 研究の実際

（１）学び合い学習の推進

昨年度から、『授業は教師と生徒同士の“学び合いの場”である』という視点に立ち、学習課

題や学習形態を工夫し、教師の姿勢や学習の約束などについて共通理解を図り、すべての生徒が

わかる授業、取り組める授業をめざして、学び合い学習に取り組んできた。また、４月に全校生

徒対象に学習ガイダンスを開き、その中で学び合い学習のねらいや学び合いことば、発言の声の

レベルなどについて再確認した。

＜学び合いことば＞ ＜声のレベル＞

 
〈研究仮説①〉授業で・・・ 
・自己存在感    全員が参加 ← 人に聞く 

   

・共感的人間関係  かかわり、聴き合う コミュニケーション 

 

・自己決定できる場 課題の工夫   問い→探求→表現 

 
職員会議での確認事項 

 
学習課題 
・基本課題 … 個人作業の共同化 
・発展課題に挑戦             
     学び合い ≠ 話し合い 

 
学習形態 
・一斉 … 教師が聴く、つなぐ  
・ペア     聞きやすい 
・グループ   説明する→理解が深まる 
・コの字型 

 
学習の約束 
・教室の環境・学習準備 
・あいさつ・返事・姿勢 
・聴き方 
・話し方   

声のレベル 
 学び合いことば 
 人権に配慮したことば 

 
教師の姿勢 
・聴く→つなぐ→もどす 
・待つ 
・支援 … 参加できない生徒をつなぐ 
・声  … おさえた声で 
 子どもの尊厳を大切に、平等（呼び方も） 



学習の主体者を生徒とし、「生徒の思考がどう働く

か＝学びのデザイン」を考える指導案づくりに努めた。

また、授業後の研究会では、１時間の授業で生徒がど

のような学びをしたかを検証するために、指導案の最

後に「期待する学びの姿」を明記し、授業参加者はそ

の視点に基づいて研究協議を行うことにした。

＜コの字型学習＞ ＜グループ学習＞

実際の研究授業では、上図のようにグループ毎に担当教員を決め、生徒一人一人の「期待

する学びの姿」を見取ることにした。そして、研究協議では、グループ担当の教員が、グル

ープでの生徒同士の関わりや生徒一人一人の学びの様子について、それぞれが発表すること

にした。このような研究協議のスタイルにしたことで、研究授業に向かう教員の姿勢が大き

く変わってきた。

◆生徒の変容を深く見ようと、生徒の発言や生徒同士の関わりを細かく記録するようになった。

◆授業の中での、生徒の良さを見つけられるようになった。

◆自分の担当外のグループの生徒がどのような学びをしたかがよくわかり、授業全体を通じて一

人一人の生徒がどのような学びをしたかがよく分かるようになった。

◆授業の中で生徒が自己肯定感や自己有用感を育むためには、どのような「学びのデザイン」を

していけばよいのかを考えられるようになった。

 
校内研究授業において 

 
学習指導案 

第〇年 〇〇 学習指導案 
１単元 
２目標 
 ・ 
 ・ 
６本時の学習 
（１）ねらい 
（２）展開 
（３）評価基準 
（４）期待する学びの姿 

 

 
研究協議において 

生徒 生徒

教卓

生徒 生徒

教員⑦

生徒 生徒

教員①

生徒 生徒

生徒 生徒

教員⑥

生徒 生徒 生徒

生徒 生徒

生徒

教員⑤

生徒 生徒

生徒 生徒

生徒 生徒

教員④ 教員③

生徒 生徒

生徒 生徒

教員②

生徒 生徒 生徒 生徒

教員⑤ 教員①②

生徒 生徒 生徒 生徒

生徒 生徒 生徒 生徒

生徒 生徒 生徒 生徒

教員⑥ 教員③④

生徒 生徒 生徒 生徒

生徒 生徒

教卓



＜担当グループの ＜研究協議で担当グループの

話し合いを見守るK教諭＞ 様子を話すO教諭＞

平成２６年６月２５日、第１学年で資料「涼風」を題材に研究協議を行った。授業では担当教員

が各グループの様子を見取り、研究協議ではグループでの「学び合い」について意見交換し、「学

び合い学習」の在り方について協議した。

（２）特別活動の充実

≪体育祭での取組≫

体育祭で特に大切にしているのは、生徒同士の関わりである。色決め集会や色別交流会、

色別活動など、生徒同士が話し合う場面を多く設定した。その結果、自分たちの力で創り上

げている体育祭であると実感しながら準備をすすめているように感じている。そのような生

徒主体の活動を展開していく途中でいくつもの感動する場面が見られるようになった。体育

祭前日に色別に円陣を組み、意気込みを語り始めること、当日の体育祭終了後にそれぞれが

思いを述べること・・・。中には感極まって涙を流しながら、感謝の気持ちを伝える生徒が

いたり、先輩への憧れを伝える後輩がいたりした。これらは教職員のはたらきかけではなく、

生徒たちが自ら考え、自ら行動している、いわゆる自然発生的な場面である。特に色ごとに

解散した後に、生徒会長を中心として、全校で一つの輪が作られ、生徒会長や色長などが胴

上げされたシーンは感動的であった。

≪文化祭での取組≫

文化祭は、委員会ごとに分かれて行う活動が多い。そのため、３年生を中心に企画書の作

成から運営までを全校生徒で行うことにした。その結果、例年以上に所属感を感じ、前向き

に活動に向かう姿が多かった。特に、生徒会のスローガンである「輝」と文化祭のスローガ

ンである「響」を融合させたものを生徒たち自ら考え、全校で制作にあたった。小さな星に

 
研究授業「道徳」のようす 



は、全校生徒の文化祭の意気込みが書かれている。全校が関わって仕上げたため、確かな一

体感を感じることができた。

また、合唱コンクールは学年対抗で実施している。学年ごとに人数や男女比に違いがある

が、コンクール形式で行うことで、生徒たちの意欲は高まっていると感じている。「３年生

に勝ちたい。」「１、２年生に負けたくない。」などさまざまな思いの中で、生徒たちは真剣

に練習している。合唱コンクールが終わった後の生徒の感想には、「３年生の歌はすごかっ

た。」、「いつか自分たちも３年生のように歌えるようになりたい。」、「３年生に勝つことがで

きなくて悔しかった。」、「自分たちの合唱も上手だったと思う。」、「最後の最後まであきらめ

なくてよかった。」、「１、２年生の合唱も驚くほど上手だった。」などがあった。

文化祭では、『学年対抗の場面』、『学年を越えて協力する場面』の双方を活動に取り入れ

ることで、自己肯定感や自己有用感を高めることができたと感じている。

（３）人権が尊重される学校・学年・学級集団づくり

≪アンケートQUを活かした取組≫

QU活用シートを活かした学級経営案の作成（H26年度の取組）

H26年度は、昨年度からの個別の支援の継続と見直しを検討し学級経営に活かすため、QU活

用シートの様式を応用した学級経営案を作成し、全教職員の共通理解のもと学級経営にあたっ

た。  



（４）PTA部会の取組

①ＰＴＡ役員 人権・同和教育研修会＜H26.6.17＞

島根県人権啓発推進センターの藤原博詩さん

を講師として、ＰＴＡ役員と教職員の研修会を

行った。参加者は約30名。「同和問題は、今」

と題して、分かりやすくお話しいただいた。

＜ＰＴＡ役員さんの真剣な姿に

＜保護者の感想＞ 講師の先生も感動＞

今日の藤原様のお話は心に強く響きました。差別はされる側の問題ではなく、す

る側の問題である。今なお、部落差別がある、ということを学びました。「ふるさと」

の詩は、とても印象に残りました。自分はどうかと問いました。私は、自分ではどう

することもできない人のことを、より深く考えていこうと思いました。

②ＰＴＡ懇談会＜H26.7.1＞

＜「結婚差別400事例」の視聴＞

＜学年で話し合ったことを代表者が全体へ＞

同和問題に関するＤＶＤ「結婚差別400事例」を全員で視聴し、その後、学年に分かれて

意見交換、発表を行った。このような企画は本校では初めてであったが、保護者の方の90％

近くの参加があり、中身の濃い意見交換がなされた。「子どもにもこのＤＶＤ見せてほしい」、

「今後も引き続きこのような研修会をしてほしい」などの意見があった。



（５）人権尊重の視点に立った教室環境づくり

支持的風土のある学校・学年・学級集団づくりをめざして行った活動に、教室環境作りが

ある。特に学校の掲示物について工夫、改善に取り組んだ。

ⅰ 学び合いことば、学び合いのルールを掲示

学び合い学習を進めるときのルールや学び合いこと

ばを意識させ、学習に取り組めるように掲示をした。

ⅱ 学級目標、個人目標を掲示

学級会を開催し、話し合いのもと目標を決

め、学級目標を掲示した。一人一人の学級への

所属感を高めるために掲示物にも工夫し全員が

関わるよう配慮した。

ⅲ 年間予定表の掲示

一年間を見通して活動できるように、年間

予定表を掲示した。

ⅳ 個人の感想やメッセージを掲示

お互いの意見の交流を目的に、行事への

思いや感想などを掲示した。友達の頑張り

を見つけたり、自分の良さに気づいてくれ

たりするコメントに、それぞれの生徒がう

れしい気持ちになる場面が見られた。

ⅴ かがやき掲示板の設置

生徒会からのお知らせや下級生か

ら上級生への総体応援メッセージや

上級生からのお礼のメッセージなど

を掲示し、他学年との交流を目的に

した掲示を行った。また、部活動の

大会の様子や大会結果などもこの掲

示板を利用した。



７ まとめ

県学力調査（H26.4.24~25 実施）の意識調査では、「自尊感情に関する項目」について、昨

年度からの研究対象である２，３年生において、県の平均を上回るという結果が出た。⇒表１

日常の姿を見ても、生徒一人一人が自尊感情を高め、素直な気持ちで互いを認め合えるあ

たたかい人間関係が築けていると感じる。また、研究に取り組むことで私たち教職員の意識も

大きく変わり、生徒の自尊感情を育むという共通の目標に向かって、＜授業＞や＜特別活動＞

のあり方を見直し、話し合いながら改善することができた。その結果、アンケートＱＵでは、

「教師との関係」を問う項目において、どの学年も全国の傾向より望ましい方向にあるという

結果であった。

研究を通して、教職員の意識が変わることで、授業が変わり、生徒が変わり、学校が変

わるということを感じている。今後も、「自尊感情を高め、互いを認め合い、ともにより

良く生きる生徒の育成」をめざし、教職員が一致団結した取組を進めていきたい。

◆平成２６年度島根県学力調査意識調査結果より（自尊感情 将来に対する意識）◆

『参考文献』

○東京都教職員センター：平成２２年度研究紀要「子どもの自尊感情や自己肯定感についてＱ

＆Ａ」

○慶應義塾大学：自尊感情や自己肯定感に関する研究報告書

 表１ 



  

 

 

 

研究の全体構想図

めざす生徒像

◎自他を肯定的に受け止め、互いの良さを認め、ともに成長しようとする生徒
◎夢を持ち、互いに支え合いながら、豊かな自己実現を図ろうとする生徒
◎人権に関する知的理解を深め、人権感覚を高め、自他の人権を守ろうとする生徒

付けたい力

【自他の受容）】・【規範意識】・【確かな学力】・【コミュニケーション能力】・【人権感覚・知的理解】

自尊感情を高め、互いを認め合う授業づくり 自尊感情を高め、互いを認め合う集団づくり

①「学び合い学習」 ①自主性・主体性の育成を目指した特別活動
②人権学習、同和問題学習
③道徳、学級活動 ②人権が尊重される学級集団づくり
④ユニバーサルデザインの授業 ⑤要約学習

①職員研修の充実（隠れたカリキュラム、効果のある学校）
②特別支援教育の充実

授業づくり部会 基盤づくり部会

家庭・地域における自尊感情の育成 ＰＴＡ部会

①保小中高一貫教育（赤名保育所、来島保育所、赤名小、来島小、飯南高校）
②家庭、地域（公民館、飯南町人権・同和教育推進協議会、飯南町社会福祉協議会等）との連携

  

 


