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平成２８・２９年度 島根県教育委員会 人権・同和教育研究指定校 

 

飯南高等学校 研究報告 
 

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 

本校は生徒数１８６名（平成２９年５月１日現在）の小規模校である。連携型中高一貫校で、飯南町内の赤

来中学校・頓原中学校の約８割の生徒が入学してくる。また、近年ではスクールバスの運行や寮施設の拡

充などで、近隣地域や県外からの生徒が約半数を占める。今年度の１年生から３年生までの出身中学校は、

４１校にも及ぶ。 

地域の本校への関心は高く、将来地域に貢献できる人材育成への期待は大きい。本校のキャリア教育で

ある生命地域学の活動や学習支援館などの、他地域にはない交流もあり地域密着度が高い。 

この２年間の進路状況は、概ね進学が７２％、就職が２７％であり、進学者の割合が高い。連携型中高一

貫教育で培ってきた「グローカルな視野」や「発信力」を生かし、面接や小論文が主体となる入試に挑戦する

生徒も増えてきている。 

 

２ 研究の概要 

（１）研究主題                                       

『多様な個性や特性を生かして、認め合い学び合う態度を養い、互いの良さを生かして新たな考え方や 

生き方を創造する力をつける』 

 

（２）研究主題を設定した理由                                

まず、２８年度・２９年度の研究指定校となるにあたって、２７年の１２月に教職員研修を行い、「教職員が

感じる生徒の課題」について、KJ法で意見を交換した。以下、意見が多かった項目である。 

 

＜生徒の課題＞ 

・コミュニケーション能力の向上 

・学習意欲の向上 

＜教職員の課題＞ 

・基盤となる学力や生活力の習得を目指す指導と個を伸ばす指導 

 

以上の点をふまえて、研究主題を検討した。 

本校の生徒たちは広い地域の多数の中学校から集まっており、高校へ入学して新たな人間関係を作る

必要がある。なかには、人間関係やコミュニケーションに不安を抱える生徒もおり、充実した高校生活を送る



- 2 - 

 

ために互いの理解と認め合いが不可欠である。 

しかし、このような多様性をマイナス面ととらえず、多様さを理解し尊重することによって、それぞれの生徒

がより生き生きと活躍する学校となり、また、新しい「ものの見方」を知ることによって視野を広げ、自らを高め

ていくことが生徒の「生きる力」の醸成につながると考え、この主題を設定した。 

 

【研究主題を設定する理由】 

 

【町内生】    【県外生・町外生】 

固定された人間関係             新たな環境  

新たな環境  

 

 

新たな人間関係をつくる必要性  

 

 

人間関係やコミュニケーションに不安を抱える 

 

 

良い人間関係を築くことができない 

（自己・他者を大切にすることができない） 

 

 

 

 
 

 

     認め合い 学び合う 集団づくり 

 

 

 

 

集団  すべての生徒が生き生きと活躍することができる 

個人  生きる力が醸成される（新しい見方、広い視野の獲得） 

 

 

生
徒
の
課
題 

克服するために  

学
校
の
課
題 
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（３）組織及び推進体制                                        

ア 校内の推進体制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人権・同和教育推進委員会 

（校長）、教頭、事務長、教務・進路指導・生徒指導部各部長、各学年主任、人権・同和教育担当、道

徳教育担当、特別支援コーディネーター(以下Ｃｏ． ２９年度より参加) 

○ 進路検討委員会 

    （校長）、教頭、教務部長、各学年主任、各教科主任、進路指導部長、関係教職員 

○ 特別支援教育推進委員会 

教頭、保健相談部長（特別支援Ｃｏ．）、生徒指導・総務・教務・進路指導各部長、当該学年主任、養護

教諭、当該担任、（スクールカウンセラー）、（サポートチーム） 

○ いじめ防止・対策委員会 

   （校長）、教頭、生徒指導部長、学年主任、生徒指導部員、特別支援教育Ｃｏ．、養護教諭、関係教職

員、（スクールカウンセラー、飯南町スクールソーシャルワーカー、その他） 

○ 各科、各学年、各分掌、各教科で人権・同和教育取組目標を設定 

 

イ その他関係機関との連携 

○ スクールカウンセラーとの連携（年１４０時間、毎月２～３日） 

→毎回コンサルテーションを行っている。 

○ 特別支援教育推進委員会、情報共有 

○ 石見養護学校との連携（毎月、該当生徒と面談） 

○ 生徒の就職支援（WIND・島根障害者職業センターとの連携） 

 

ウ 組織及び推進体制構築に当たって留意した点  

各学年、各教科、各分掌で、人権・同和教育取組目標を検討、作成し、学校全体の年間指導計画に

盛り込むことで、より多くの教職員がかかわることが可能となった。全教職員体制のもと共同歩調を取れる
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ような体制づくりを目指している。来年度は各学年に、人権・同和教育担当を一人ずつ配置し、業務を分

担することで、より一層の人権教育の充実を図りたい。 

 

（４）本校における人権・同和教育実践の概要                         

生徒に関しては、年間３回のホームルーム活動で人権感覚を育成するため、同和問題をはじめとした

人権課題についての学習を行っている。２８・２９年度は、各１回人権問題についての講演会も行った（３

年生のみ、３学期に第２回を開催）。 

教職員は、年間３回の推進委員会で人権・同和教育の全体計画を立案し、検証・反省を行い、計画的

かつ継続的な取組になるような体制づくりに努めた。教職員研修では実践的なテーマを取り上げて、でき

るだけ参加型の研修を行っている。 

保護者に対しては、ＰＴＡ育成事業での取組に加えて、人権プリント『つながり』を通して、本校の人権

教育について情報を共有している。２９年度はさらに文化委員の生徒に協力してもらい、生徒会活動の中

に人権に関する取組の導入を試みた。 

 

（５）研究の経過及び内容                                                         

年度 月／日 人権・同和教育、研究指定に関わる活動等 

２７ １２／末 教職員研修（「飯南高校生の課題について」：自校） 

２８ 

年 

度 

５／７ 

５／９ 

５／１６ 

６／７ 

６／７ 

第１回 人権・同和教育講演会（講師：三浦成人さん） 

第１回 人権・同和教育推進委員会 

第１回 教職員研修（「研究指定校の取組みについて」：自校・職員会議） 

第１回 公開授業（全学年） 

第２回 教職員研修（「進路保障」をすすめるために：人権同和教育課） 

９／２２ 第１回 PTA会員を対象とした講演会「大道芸人の経験から学ぶ子どもの夢との向き合い方」 

１１／８ 

１１／８ 

１２／１２ 

第２回 公開授業（全学年） 

第３回 教職員研修（「同和問題学習」：人権同和教育課） 

第４回 教職員研修（「アンケート QUからみる１年１組」：自校） 

２／７ 

２／７ 

２／１４ 

３／２３ 

第３回 公開授業（全学年） 

第５回 教職員研修（「スクールハラスメントを防止するために」：人権同和教育課） 

３年生対象 人権・同和教育講演会（講師：三浦成人さん） 

第２回 人権・同和教育推進委員会 

２９ 

年 

度 

４／２４ 

４／２７ 

６／６ 

６／６ 

６／１５ 

第１回 人権・同和教育推進委員会（「２９年度の取組について」） 

第１回 教職員研修（「２８年度の課題と２９年度の取組」：自校・職員会議） 

第１回 公開授業（全学年） 

第２回 教職員研修（「特別な支援を要する生徒の共有と対応」：自校） 

第３回 教職員研修（「第１回教職員研修のとりまとめと共有」） 
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８／１８ 

８／３１ 

９／１９ 

９／２３ 

１１／２ 

１２／１ 

１２／１ 

１２／２５ 

第４回 教職員研修（「第１回人権週間アンケート結果・成果の共有」） 

第１回 人権・同和教育講演会（講師：中村清志さん） 

第２回 人権・同和教育推進委員会（「研究大会の発表内容について」） 

第１回 PTA会員を対象とした講演会「子どもの人権と親の支援」 

島根県高同研研究大会・研究発表 

第２回 公開授業（全学年） 

第５回 教職員研修（来年度の人権・同和教育 HR授業案について） 

第６回 教職員研修（人権だより「つながり（教職員用）」を読みハンセン病について知る） 

１／３１ 

２／６ 

２／６ 

３月 

３年生対象 人権・同和教育講演会（講師：三浦成人さん） 

第３回 公開授業（１・２年生） 

第７回 教職員研修（研究指定２年間の振り返り） 

第３回 人権・同和教育推進委員会（研究指定２年間のまとめ） 

※各学期に１回ずつ、人権週間を設定している。 

＜その他の取組＞ 

〇 朝のひと声指導（「３ 研究の内容・成果と課題（１）ア」に詳述。） 

〇 人権・同和教育に関するアンケート（２８年度１回・２９年度１回実施） 

〇 人権プリント『つながり』の発行（人権週間中は毎日、それ以外は月１回程度発行） 

〇 ハンセン病療養所訪問研修への参加（２８年度２名・２９年度２名） 

〇 生徒情報入力シート作成（２９年度） 

〇 可動式スロープの購入（２９年度） 

〇 文化委員の活動（２９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

人権だより 

 

 

 

 

平成２９年６月５日／人権週間１日目    

 

みなさん、こんにちは。今日から人権週間が始まります。この１週間は、いつも以上に人権を意識し

て過ごしてもらえるように、毎日『つながり』を発行したいと思います。「自分の人権」「相手の人権」

について、この機会にじっくりと考えてみましょう。 

また、県総体を戦う中で、チームメートや先輩、後輩との絆、応援してくれる友達、家族、先生、地

域の方々の優しさなど、たくさんの「人とのつながり」を感じたと思います。多くの人が思いやりと優

しさを持ち、誰もが暮らしやすい学校や社会を作ること。まずはあなたから始めてみませんか。 

 

 

 

 

 

１ 「ユニバーサルデザイン」と「バリアフリー」 
 

「ユニバーサルデザイン」という言葉を聞いたことがありますか？「聞いたことない」「聞いたことは

あるけど意味は知らない」など、さまざまな人がいるかもしれません。実際に国が行ったアンケートで

も、「言葉も意味も分かる」という人は、全体の３０パーセントほどでした。 

では、「バリアフリー」なら、どうでしょう？「それは知ってる！」という人は多いのではないでしょ

うか。 

 「バリアフリー」とは、障がい者や高齢者が生活するうえで支障となる 

物理的な障害や心の壁を取り除くための取組全般を言います。 

この取組によって、生活に困難を抱えていた人々は外出などがしやすく 

なり、社会参加の可能性も広がりました。 

 

 

２ バリアフリー ＝ 「障がい者は特別」！？ 
  

しかし、この「バリアフリー」に疑問を持っている人がいました。アメリカのロナルド・メイス教授で

す。自身も障害を持ち、電動車イスを使用していました。メイス教授は、障がい者だけが特別扱いされ

る「バリアフリー」という考え方に疑問を感じ、『障がい者が使いやすいものを特別に作るのではなく、     

最初から誰でも使いやすいものを作ればいい』と考えたのです。 

そしてユニバーサル（みんなに共通の）デザインを開発しました。 

 

 

 

 

 

「ユニバーサルデザイン」ってなんだろう？  

ユニバーサル＝みんなに共通のもの 

という意味なんだ！ 

３ ユニバーサルデザイン（ＵＤ）＝ 誰でも使えるものを！ 
  

この地球上には、同じ人間なんて一人もいません。男、女、 

子ども、お年寄り、力が強い人、弱い人、右きき、左きき、 

目が悪い人、いい人、肌の色、障害がある人、足が不自由な人、 

一人ひとりが独自の個性を持っています。 

障害のある人に特別な配慮をするのではなく、障害がある、 

ないに関わらず、誰もが暮らしやすい、誰もが快適な社会を 

つくる、それが、ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考え方な 

のです。 

 

 

 

 

 今までの社会では、障害のある人のために特別なものを用意する、という考えが一般的でした。 

しかし、生まれもった障害だけではなく、誰でもケガや病気をすることで、一時的に障がい者となる

ことがあります。足や手にケガをして、いつもと同じように生活ができず、困ったり、つらく思ったり

したことが誰でも一度はありますよね。 

また、言葉が分からない国へ旅行に行けば、行動範囲は制限されます。台湾研修に行った２・３年生

は実感を持つことができるのではないでしょうか。文字が分からなくて行きたいところに行けない、道

を聞こうにも話すことができない…。外に出ればドキドキ、ハラハラ、いつもより疲れを感じた人も多

いはず。自然と行動範囲が狭まり、できることが少なくなると思います。 

『すべての人が人生のある時点で、何らかの障害を持つ。』ユニバーサルデザインの出発点となった

考え方です。だからこそ、「障がい者に特別」ではなく、「すべての人に使いやすい」ものを作ることが、

いつかは自分を助けてくれることにもつながるのです。 

 

 

 

 

 

「人はどこまで人に優しくできるのだろうか」 
 
これは、パナソニックのユニバーサルデザインについての考え方です。 

障害や年齢、性別、国籍、人種に関わらず、すべての人が生きやすい社会をつくる、それがユニバー

サルデザインの目指す未来です。多くの企業や組織が、そのような社会を作るために、日々開発や研究

を重ねています。 

では、私たちは何ができるでしょうか。まだ社会に出ていない皆さんは、何かを開発したり、研究し

たりするのは難しいことです。しかし、心のユニバーサルデザインは誰にでもできるはず。「人権」とは

「すべての人がより良く生きる権利」です。障がいがある人を特別だと思ったり、大多数とは違う少数

派を差別したり――そのような心を見直して、すべての人が、障がいや性別、年齢に関係なく、のびの

びと生きやすい学校や社会を作る！その気持ちを持つことが、最初の一歩ではないでしょうか。 

この１週間、ユニバーサルデザインについて考える中で、そのように思ってもらえると嬉しいです。 

 

だれでも使 えるもの＝あなたも使 えるもの  

ユニバーサルデザインと「人 権 」  

人権だより『つながり』 人権・同和教育講演会 
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（５）－１ 「認め合い、学び合う」集団づくり                                   

ア 「朝のひと声指導」 

① 内容 

学校全体で「認め合い」「学び合う」集団を作るためには、生徒について、全教職員が共通理解のもと

に共同歩調をとることが必要であると考えた。本校は生徒数が２００人以下であり、教職員が全校生徒の

顔をある程度認識できる。そこで、全教員が交代で、朝の生徒昇降口に立ち、登校する生徒の様子を観

察することで生徒の状況をリアルタイムに把握する取組を行った。 

また生徒について共通理解を図るために、学年部主導で個々に情報をまとめた冊子を全教職員に配

布した。 

今年度は、前年度の反省（「生徒情報を共有できる方法がほしい」）から、「朝のひと声指導」の際に気

づいたことを「生徒情報入力シート」に入力し、全教員で共有できるようにした。シートは、共通のフォルダ

にあり、全教員がいつでも見られるようになっており、迅速な情報共有が可能になった。 

 

② 成果 

生徒指導的観点とは異なる視点で生徒を見つめ関わることにより、「生徒個々を多角的に見ることがで

きた」「普段は授業等で関わりがない生徒も気になるようになった」など、取組について多くの教員が肯定

的に捉えていた。取組内容についても、「全教員が参加しやすく、分かりやすい取組で良かった」「気軽に

できた」という意見があった。取組自体が教員の負担となっては、学校全体の人権尊重にはつながらない。

単純だが、個々の尊重という観点で非常に効果的な取組であったと言える。 

また、生徒の中にも、「話しかけてもらったことがきっかけで、授業を担当していない先生の所にも質問

に行けるようになった」「保健室に相談に行きやすくなった（養護教諭も参加）」など、肯定的な意見が聞か

れた。普段から担任や、授業担当の先生にしか相談に行ってはいけないと思っている生徒は少なくない。

生徒の困難や抱える課題にすぐに対応することで、学校生活への安心感や居心地の良さにつながる。教

員の意識の変容だけでなく、生徒の意識変容につながったのは注目すべき成果であると言える。 

 

③ 今後の課題 

生徒の登校時に行う取組（８：１５頃～８：３０）のため、担当教員は勤務時間より早めに出勤することとな

った。本校は特に遠距離通勤者が多く、朝の貴重な時間を割くことになる。現時点では、負担であるとの

声は届いていないため、２９年度も取組を続けているが、この取組の成果や効果を教員や生徒が目に見

えて実感できるように、より効果的な方法を継続して考えていく必要がある。 

また「生徒情報入力シート」の活用もまだ常態化されておらず、全教員の活用にはもっと有効な工夫が

必要である。 
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イ 教職員研修を活用した生徒理解 

A 特別な支援を必要とする生徒への共通理解 

① 内容 

本校では、毎年４月の職員会議で保健相談部から支援を必要とする生徒の理解のための冊子が教職

員全員に配布される。生徒への共通理解を図るうえで非常に有効な資料である。ただし、活用の度合い

には教職員により個人差があるため、生徒の特性への理解が不十分で指導の際の配慮が欠けていると

見える場面もあった。 

そこで、１学期の教職員研修では、「生徒について話そう～生徒理解と情報共有」と題して、それぞれ

の教職員が気になる生徒を一人ずつ挙げ、生徒が抱える課題や困難、その背景、支援の方法、対策など

を３人のグループで話し合った。その際、生徒の背景については、必ず支援を必要とする生徒の理解の

ための冊子を見て考えるように指示し、その冊子に全員が目を通すようにした。さらに、それぞれのグルー

プで出た生徒情報や対策は「生徒情報入力シート」を活用し、研修の中で全教職員の共通理解を図った。 

 

② 成果 

感想では「生徒について知らないことがあり、やって良かった」「授業などで悩んでいる生徒について、

話を聞いてもらい気持ちがすっきりした」など肯定的な声が聞かれた。また、生徒への接し方に変化がみ

られる教員もおり、教員の意識の変容など成果があったといえる。各教職員が生徒に対して、徹底した理

解を基本に教育活動を展開するという、「認め合いの集団」の基盤となる姿勢を持つことができる良いきっ

かけとなった。 

 

③ 今後の課題 

グループ協議の中で出た、生徒への支援の方法や関わりのアイディアについて、すぐに実行に移す方

法が明確に決まっておらず、意見を共有するところで終始してしまったことが反省点である。その後、保健

相談部が主催で、特別な支援が必要な生徒について特別支援教育推進委員会を開き、情報や対策が

共有された。しかし、すべての生徒について検討することはできず、対応や関わりについて具体的な方法

を話し合うことができなかったことが課題である。 

 

B アンケート QUを活用した教職員研修 

① 内容 

現在、不登校傾向の生徒が数名おり、学びの保障、進路保障を推進していくうえで重要な課題の一つ

となっている。そこで、あるクラスのアンケート QU を全教職員で分析し、「クラスが個々の生徒にとって居

心地がいい場所になるにはどうしたらいいか」について対応・対策を協議した。 

 

② 成果 

小規模校の利点を生かし、個々の生徒を複数の教職員の目で多角的に見ることができ、有意義な研

修となった。特に教育実践の最前線に立つ担任は、「各教員の生徒の見方や接し方に触れることができ、

得るものがたくさんあった。来年度も実施してほしい」と非常に肯定的であった。また、個々の生徒が居心

地の良い環境にするためには「教職員からの承認」だけではなく「生徒同士の認め合い」も必要であると
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いう共通認識が形成されたとともに、教職員に自己課題としての意識化も図れたと考える。生徒が過ごし

やすく、安心できる学校をつくることは、「進路保障」の観点からも生徒にとって有意義であると考える 

 

③ 今後の課題 

 ２９年度はアンケート QU についての全体研修会は実施できなかった。各担任による分析とその共有は

行われたが、それを全体で検証、分析する機会がなかったことは悔やまれる。来年度以降は研修の内容

を精選し、職員会議など短時間でも研修の機会を設けるように工夫していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員研修の様子（左：生徒理解について 右：アンケート QUについて） 

 

（５）－２ 人権についての教育 ～ 効果的な人権学習を目指して                       

ア 人権・同和教育 HR の指導案の見直し 

２８年度に行った「人権・同和教育に関するアンケート（教職員）」に、人権・同和教育ホームルーム活動

（以下HR）についての記述回答が多くあった。内容は「２、３年生は、１時間にできるものはして、ポイントを

絞って取り組んではどうか」「情報量が多すぎるので、今後２年生も１時間にした方が良い」「指導案につ

いて、学年部での研修や授業担当者の学習会があるといい」など、主に人権・同和教育 HR の時間設定

と指導案検討会についてのものであった。 

また２８年度の第２回教職員研修では、島根県教育庁人権同和教育課職員から同和問題の知的理解

について講義を受けた。これらの現状をふまえ、２９年度は人権・同和教育 HRの見直しを試みた。 

 

① 内容 

昨年まで２時間設定だった人権・同和教育 HR（２、３年）を、今年度は内容を精選し、１時間設定で行っ

た。さらに、学年部全員と人権・同和教育担当で検討会を行い、生徒の様子や雰囲気、抱える課題など

に合わせて指導案の調整を行った。 

 

② 成果 

例年、指導案は学年主任主導で作成または選定していたが、学年主任や授業者である担任が一人で

悩み、抱え込んでしまうという問題点があった。今回は、人権・同和教育担当が作成・選定を行ったことで、

授業に関わる教員の負担軽減につながった。 
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また、学年部で必ず時間を取り、指導案を検討したことで、授業者の学習や意欲につながり、それが生

徒の知的理解に還元された。実際に生徒の授業後の感想にも、「差別を自分の問題として捉えられた」

「絶対に差別をしない生き方をする」などの感想が増えた。同和問題を扱った２年生では、年度末の生徒

アンケートでも、「平等である」「住むところなどで差別をしない」などの記述をする生徒が１年前より多く見

られた。 

さらに、今後、人権・同和教育学習を担っていく若手教職員の知的理解育成にも成果があると考える。

本校では３学期の人権・同和教育 HR のうち、１回は副担任が T１となり授業をする。自らも人権教育を担

う当事者であるという意識を持ち、指導案やワークシートについてそれぞれが学ぶことで、教職員の知的

理解の育成につながっていると考える。授業日の前後では、職員室でも、人権について話し合う姿が見ら

れ、職員間の雰囲気づくりのうえでも非常に効果的であった。 

 

③ 今後の課題 

指導案の検討会は行ったが、授業後の研究協議を行う時間は取れなかった。かわりに、教職員研修で

生徒・教職員のアンケート結果の共有を行った。今後は、教職員の負担にならないよう考慮しながら、授

業の研究協議・反省点の共有を行っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権・同和教育 HRの様子（左：１年生「仲間づくり」 右：３年生「結婚差別」） 

 

イ 人権・同和教育 HR に関する教職員研修 

① 内容 

人権・同和教育 HR の指導案を精選したり、各学年部で検討、修正したりする中で、やはり生徒の人権

意識を高めるためには、教員の心のこもった授業が効果的であると感じた。そこで、授業者だけでなく全

教職員に人権・同和教育 HR についてもっと関心を持ってもらうために、来年度の HR で取り組みたいと

考えている指導案を実際に体験してもらう研修を実施した。 

 

② 成果 

指導案はグループ活動が主体となるため、教員もグループとなり生徒と同じ活動をした。実際に活動を

する中で「難しい」「おもしろい」などの声が上がり、教職員が指導案自体に興味を持つ様子が見られた。

また、研修後のアンケートでは、「とてもおもしろい指導案だが、本校生徒の実態とはズレがある」「生徒と

やってみたいが、活動方法の説明にはもっと工夫が必要」「人権・同和教育 HR でこの指導案を扱う意味
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を、もう少し考えるべき」など、実際に本校生徒に授業をしたらどうなるか、という視点で指導案について考

えている教職員が多かった。人権・同和教育 HR について、多くの教職員が関心を持つことができたとい

える。また、指導案が生徒に適切であるかどうかを考えるには、生徒の実態を把握する必要があり、生徒

のことを考え生徒に寄り添った人権教育の観点からも効果的であった。 

 

③ 今後の課題 

実際の研修時間は約４０分であったが、活動部分に時間がかかり、生徒の実態と比較して指導案が妥

当かどうか各グループの考えを全体で共有することができなかった。そのため、研修後に「指導案は本校

生徒の実態に合っているか」「どのように改善すればより良くなるのか」についてアンケートを実施した。建

設的な意見がもらえ、研修自体は有意義なものになったが、今後は、「実行」⇒「評価・検証」までを時間

内に終えて、研修後すぐに「改善」に進めるように工夫したい。 

 

（５）－３ 「認め合い」「学び合う」集団づくりを目指して～他分掌との連携           

「認め合い」「学び合う」集団づくりには、一人ひとりの生徒を見る多角的な視点が必要である。それぞれの

生徒をよく観察し「どのような支援が必要か」を見極め、適切な支援や配慮を組織的に推進する必要がある。

そのためには、他分掌との連携が不可欠になってくる。 

 

ア 保健相談部との連携 

① 内容 

多様性を「認め合う」集団づくりを目指して、１学期の人権週間では「ユニバーサルデザインが実現する

社会」について、人権プリント「つながり」（毎日配布）を作成した。すべての人が住みやすい社会について

考えることで、「人権が尊重される学校づくり」について考え、人権感覚を高める目的があった。 

同時に、保健相談部から「色の見え方と色覚検査」について、人権・同和教育の視点から生徒に知らせ

てほしいと要望があり、「カラーユニバーサルデザイン（CUD）」について取り上げ、自分の色の見え方に

ついて気になる生徒は養護教諭に相談するように啓発した。 

 

② 成果 

人権プリントが配布されてから、保健室を訪れた生徒が数名いた。また、保健相談部が気になる生徒に

声をかける際にも、人権の視点から共通認識のもと適切な声がけをすることができた。現在、授業などで

使用するチョークは色の見えにくさに対応したものとなっており、ホワイトボードで使用するペンも黒
＊

から青

に変わっている。生徒の学ぶ権利の保障を推進するうえで、重要な成果である。 

 

③ 今後の課題 

他分掌との連携にしても、人権感覚の育成にしても、いかにその取組を一般化し、自然な形で取り組め

るかが課題となってくる。短期的な取組で終わらないように、「人権感覚」や「思い」を「行動」へ移していく

仕掛けが必要となってくるだろう。 
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人権だより『つながり』（色の見え方と色覚検査） 

 

＊ 赤と黒のマーカーでは、色が見分けにくい場合がある。本校では、赤と青のマーカーを使用し、波線や二重傍線など 

線の種類を変えて引くなど、教職員で共通理解を図っている。 

 

 

イ 教務部（キャリア教育）との連携 

飯南町をフィールドとする本校のキャリア教育「生命地域学」は、多様な生徒の「学び合う場」として、非

常に高い効果があると考えている。しかし現状は、キャリア教育⇒「教務部」、人権教育⇒「生徒指導部」

の管轄にあり、両者の連携や人権教育という視点を明確にしてキャリア教育に携わることはなかった。 

そこで、２９年度は、キャリア教育の中でも主に「生命地域学」について、人権教育の視点から捉えなお

し、飯南高校の人権教育の大きな柱として「生命地域学」の意義づけをおこなった。以下に詳述する。 

 

① 内容 

生命地域学では、「飯南町を学びのフィールドとして、自らの人生を主体的に切り拓く人物の育成」を目

標としている。具体的には、①グローカル（global＆local）な視野、②地域に貢献しようとする意欲、③高い

発信力＝プレゼンテーション能力の３つの力をつけることを目指している。 

各発達段階に応じた到達目標が設定され、１年次は「必要な情報を集め、調べる力、まとめる力を身に

つける」。２年次は「自分の思いや考えをまとめ、それを表現したり、人に伝えたりする力をつける」。３年次

は「課題を発見・設定し、解決に向けての提案等を表現し、発信していく力を身に付ける」としている。 
 

① グローカルな視野 ⇒ 国際交流体験学習、中山間地域研究センター実習、飯南ジョブフェア 

② 地域に貢献しようとする意欲 ⇒ 地域交流(郷土料理体験・福祉体験など)、R５４号清掃 

③ 高い発信力 ⇒ 課題研究、発信力を鍛える 
 

そして、本校の研究主題は「多様な個性や特性を生かして、認め合い学び合う態度を養い、互いの良

さを生かして新たな考え方や生き方を創造する力をつける」である。「生命地域学Ⅱ」で取り組む「課題研

究」は、特に相互理解と自他の尊重の姿勢を育むことができると考える。そこで、まずは「課題研究」に焦

 

 

 

今日の最後は、カラーユニバーサルデザインについてふれたいと思います。 

みなさんもよく目にするカレンダー。でも、このカレンダー、実はユニバーサルデザインなのです。 

どこがユニバーサルデザインなのか、考えてみましょう！ 

     

「カラーユニバーサルデザインだから、色かな？」 

    「でも、色はプリントでは分からないな～」 

そう思う人が多いのではないでしょうか。 

その通りです！色はプリントでは分かりづらいですよね。 

でも、このカレンダー、日曜日や祝日が一目でわかりませんか？ 

 

ためしに、曜日の欄を取ったカレンダーも 

見てみましょう。 

やっぱり、日曜日や祝日は一目でわかりますね。 

 

では、いつも皆さんが見ているカレンダーを、 

白黒で見てみましょう。どうですか？ 

日曜日や祝日が一目でわかりますか？ 

おそらく分かりにくいのではないかと思います。 

 

なぜ、ユニバーサルデザインのカレンダーができたのか。 

それは、色の見え方にそれぞれ個性があるからです！ 

 

 

 

 

私たちは、一人ひとり見え方が違います。 

視力もそれぞれ違うし、視野の広さも違います。同じ見え方をしている人は一人もいないのです。 

だから目の見え方は、立派な個性といえます。 

同じように、色の見え方も一人ひとり違います。同じ赤を見ていても、実は見え方、感じ方は人そ

れぞれなのです。なんだか不思議な気がしますね。バナナを見ても、緑に近い黄色という人もいれば、

オレンジに近い黄色という人もいます。空の青も、山の緑も、夕焼けも同じ見え方をしている人は一

人もいないのです。 

カレンダーの赤文字も見えづらい人がいます。日曜日や祝日がすぐにわかるように、色文字になっ

ているカレンダーは多いですが、それでは、見えにくい人もいるのです。 

そこで登場したのが、カラーユニバーサルデザインの考え方です。このカレンダーなら、だれが見

てもすぐに日曜日や祝日が分かります。この、誰にでも優しいカレンダー。来年はみなさんの家の壁

にも、かかっているかもしれませんね。 

 

お知らせ 自分の色の見え方を知りたい人は、養護の先生に相談してみましょう！ 

 

カラーユニバーサルデザイン  

色 の見 え方 は、それぞれ違 う！！  

 

 

 

今日の最後は、カラーユニバーサルデザインについてふれたいと思います。 

みなさんもよく目にするカレンダー。でも、このカレンダー、実はユニバーサルデザインなのです。 

どこがユニバーサルデザインなのか、考えてみましょう！ 

     

「カラーユニバーサルデザインだから、色かな？」 

    「でも、色はプリントでは分からないな～」 

そう思う人が多いのではないでしょうか。 

その通りです！色はプリントでは分かりづらいですよね。 

でも、このカレンダー、日曜日や祝日が一目でわかりませんか？ 

 

ためしに、曜日の欄を取ったカレンダーも 

見てみましょう。 

やっぱり、日曜日や祝日は一目でわかりますね。 

 

では、いつも皆さんが見ているカレンダーを、 

白黒で見てみましょう。どうですか？ 

日曜日や祝日が一目でわかりますか？ 

おそらく分かりにくいのではないかと思います。 

 

なぜ、ユニバーサルデザインのカレンダーができたのか。 

それは、色の見え方にそれぞれ個性があるからです！ 

 

 

 

 

私たちは、一人ひとり見え方が違います。 
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だから目の見え方は、立派な個性といえます。 
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れぞれなのです。なんだか不思議な気がしますね。バナナを見ても、緑に近い黄色という人もいれば、

オレンジに近い黄色という人もいます。空の青も、山の緑も、夕焼けも同じ見え方をしている人は一

人もいないのです。 

カレンダーの赤文字も見えづらい人がいます。日曜日や祝日がすぐにわかるように、色文字になっ

ているカレンダーは多いですが、それでは、見えにくい人もいるのです。 

そこで登場したのが、カラーユニバーサルデザインの考え方です。このカレンダーなら、だれが見

てもすぐに日曜日や祝日が分かります。この、誰にでも優しいカレンダー。来年はみなさんの家の壁

にも、かかっているかもしれませんね。 

 

お知らせ 自分の色の見え方を知りたい人は、養護の先生に相談してみましょう！ 
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点を当て、人権教育の視点から見たキャリア教育について捉えなおすことにした。 

 

② 成果 

教務部やキャリア教育担当と連携し、課題研究（生命地域学Ⅱ）について人権教育の視点で捉えなお

した結果、以下の２つの点において、人権教育としての意義を見出すことができた。 

 

A 自尊感情の育成～「学び合い、認め合う」集団づくり 

『人権教育指導資料第２集 しまねがめざす人権教育（学校教育編）』には、「子どもたちは、子ども同

士で頼られたり認められたりしながら困難を乗り越えていく経験を積み重ねて、自尊感情を高めていきま

す。（中略）子どもたちが個々の役割を果たしていくなかで、「最後までやりきった」「自分も人の役に立て

ることがあるんだ」という達成感や自己有用感を得られるようにしていくことが、自尊感情を高めることにつ

ながります」とある。 

生命地域学の活動には、必ず体験的・協働的な学びの機会が設定されており、人と関わり合う学習の

中で、相手の意見を聞くことと自分の意見を述べることをくり返し、互いを認め合うための技能を身に付け

ていくことができる。 

また、課題研究は、主に生徒主体で進められ、教職員や魅力化コーディネーター
*

は、あくまでも助言や

相談役という立場で関わっている。生徒同士で立案、実行、検証、改善のサイクルを通して、１つのプロジ

ェクトを完成させる課題研究は、生徒の自尊感情や本校の研究主題である「学び合い、認め合う」集団を

育てるうえで、有効な取組であるといえる。 

 

B 飯南町というフィールドがもたらす効果 

２（２）で述べたように、本校には他者とのコミュニケーションにやや不安を感じている生徒が多い。その

ような生徒と、飯南町の人や自然、そして魅力化コーディネーターなど教員以外の大人たちが関わること

で、自尊感情や自己有用感、協働の心などが醸成されると考える。 

 

ずっと同じメンバーの       飯南にやってきた 

町内生            県外生・町外生 

 
 

飯南町の人・もの・自然・魅力化コーディネーター
＊

との活動 

（大人の優しさ・厳しさ・社会を垣間見る） 

 

 

自尊感情・自己有用感・社会性・協働の心・ふるさとへの感謝 

 

 

『人権教育指導資料第２集 しまねがめざす人権教育（学校教育編）』には、「地域にある「ひと・もの・こ

と」と出会う体験活動等は、心豊かな人間性や社会性を育みます。」とある。生命地域学（課題研究発表）

では、飯南町をフィールドに「ふるさとを『幸せな町』にするには？」について考え、飯南町の現状やその

背景、「幸せな町」にするための具体的な方策とその実現化まで、常に地域の方々に協力してもらい、教

かかわり 

（飯南病院にて地域医療について学ぶ） 
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職員、魅力化コーディネーターとともに取組を進めていく活動である。 

生徒たちは、自分の発案が、地域の大人たちの助力により実現したり、時には社会の厳しい現実にあ

きらめざるを得なかったりする体験を通して、「周囲の大人への憧れ」や「感謝の気持ち」が芽生え、ふるさ

とを大切にする気持ちを持つようになる。教職員や魅力化コーディネーターはもちろん、普段全く関わりの

ない大人（他人）が時間を割いて話を聞いてくれる姿に、「自分は大切にされる存在である」という自己有

用感を得、自分も同じように誰かを大切にしたいという人権感覚につながっていく。 

 

③ 今後の課題 

３０年度は、この成果をキャリア教育の重点目標に可視化して組み込み、教職員の共通理解を図る。誰

が課題研究を担当しても、人権教育の視点を持って指導、支援ができるような体制づくりを目指したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 （左：課題研究中間発表で、生徒や町の職員などからのアドバイスを集めたもの） 

（右：飯南町長による試食） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊魅力化コーディネーター 

『魅力と活力のある学校づくり』を推進する専任の職員。本校では、町役場職員１名、地域おこし協力隊が２名、活動している。 
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３ 研究の成果と課題 

 

（１）研究の成果                            

ア 生徒アンケートより 

人権・同和教育に関するアンケート結果：生徒用（一部抜粋） 

各設問に「そう思う」「はい」と答えた割合。比較は同じ生徒                

設問の内容 
H28 

１年生 

H29 

２年生 

H28 

２年生 

H29 

３年生 
全 体 

自分と他人では、物事の受け止

め方（認識や理解）に違いがある 
５７．５％ ７８．６％ ６２．５％ ７９．８％ 

１９．３ 

上昇 

この１年で、人の意見（考え）をき

ちんと受け止めようと思うようにな

った 

７２．５％ ９５．８％ ６２．５％ ８５．６％ 
２３．２ 

上昇 

この１年で、相手がどう思うか考え

て、ことばを選んで話すようになっ

た 

６５．０％ ９５．５％ ６２．５％ ８７．３％ 
２７．７ 

上昇 

自分は「差別や偏見の意識を持

たないようにできる人」だと思う 
７１．６％ ８４．５％ ６９．６％ ７４．７％ 

９．０ 

上昇 

（平成２９年３月、平成３０年度２月実施） 

 

アンケートの結果より、２年間の研究指定に係る取組は、本校の研究主題である相互理解と自他の尊重と

いう「認め合い」「学び合う」集団づくりへの姿勢の醸成に、一定の成果があったと考えられる。その根拠とし

て、２８年度３月に実施したアンケート結果と２９年度２月に実施したアンケート結果を比較すると、「自分と他

人では、物事の受け止め方（認識や理解）に違いがある」、「この１年で、人の意見（考え）をきちんと受け止

めようと思うようになった」、「この１年で、相手がどう思うか考えて、言葉を選んで話すようになった」の３設問

について、２０ポイント以上の上昇が見られることが挙げられる。 

また、「社会の出来事や、生活の中の他人の言動などについて、『差別的ではないか』と気づいたり、意識

したりするようになった」の設問には、全校生徒の８５．４％が「そう思う」などの肯定的な回答をしている。年

間３回の人権週間、人権・同和教育 HR、朝のひと声指導、人権だよりをはじめ、日々の細やかな取組が、生

徒の人権感覚、人権意識の育成に効果的であったことがうかがえる。 

 さらに、差別や偏見に関する自由記述欄では、特に同和問題について人権・同和教育ＨＲで学習

している２、３年生に「授業で差別について学んだことを意識して生活している」などの記述が見

られた。人権・同和教育ＨＲが生徒に与える影響の高さを示していると考えられる。 

ポイント 

ポイント 

ポイント 

ポイント 
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イ 教職員アンケートより 

人権・同和教育に関するアンケート：教職員用（一部抜粋）       各設問に「そう思う」「はい」と答えた割合 

設問の内容 H２８ H２９ 

年間３回の人権週間や人権・同和教育 HR などによ

って、生徒の人権意識が高まったと思う 
６７．５％ ７３．１％ 

生活の中の出来事や自他の言動などについて「差

別的ではないか」と気づいたり、意識したりするように

なった 

７２．５％ ７４．０％ 

現在の本校の子どもたちを見ると、人権教育の必要

性を感じる 
８０．０％ ８２．７％ 

人権・同和教育の視点や各教科の重点目標を意識

して授業を行っている 
４２．５％ ４５．０％ 

（平成２９年３月、平成３０年３月実施） 

 

研究指定の２年間で、「年間３回の人権週間や人権・同和教育 HR などによって、生徒の人権意識が高ま

ったと思う」という設問については、７３．１％（２９年）であった。２８年、２９年と、多くの教職員が当事者意識を

もって人権教育に取り組むことができた結果であると言える。 

また「生活の中の出来事や自他の言動などについて「差別的ではないか」と気づいたり、意識したりするよ

うになった」についても７４．０％（２９年）と、教職員自身の人権意識も高まっていると考えられる。 

しかし、２８年、２９年ともに、「本校生徒の人権課題」として、「粗野な言葉づかい」「他人への配慮を欠い

たふるまい」と回答した教職員は非常に多い。この結果から、生徒は人権問題などに関して意見や感想を持

つことはできるようになったが、実際の学校生活で自他の人権を尊重する姿勢は、まだ十分ではないというこ

とが明らかになった。２年間の取組を経て、小さな変化やその兆しは見えているが、大きな変化はまだ見られ

ないという現状が浮き彫りになっている。 

さらに、「現在の本校の子どもたちを見ると、人権教育の必要性を感じる」については、８０％以上であり、

教職員が一層の人権教育の充実を望んでいることがわかる。これは、２年間の研究の中で、教職員自身の

人権感覚や意識が磨かれ、人権が大切にされる学校づくりへの一層の期待やモチベーションの高まりの結

果であると考えられる。 

そのためには、「人権・同和教育の視点や、各科の重点目標を意識して授業を行っている」の平均値が、 

４５％であることを真摯に捉え、今一度、本校の人権教育の「視点」の確認と、共通認識を新たにしてほしい

という声かけをするとともに、「日常での人権教育の実践」について具体的方策を考えていかなくてはならな

い。 
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ウ 学校評価アンケートより 

学校評価アンケート：生徒                           設問に「そう思う」「はい」と答えた割合 

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

本校の人権に関する学習は、あなたの 

人権意識づくりに役立っていますか。 
８５．０％ ８８．１％ ９３．３％ 

 

   毎年、２学期末に実施する学校評価アンケート結果を見ると、生徒自身が「本校の人権に関する学習

について、自分の人権意識の育成に役立っている」と感じている割合は、研究指定を受ける前年の２７年

度から、この２年間で８．３ポイント上昇している。特に研究指定２年目は、２８年度の取組の成果が徐々に

現れ、生徒自身の口から「人権を大切に」という言葉が聞かれるようになった。人権・同和教育 HR を受け

る姿勢にも変化が現れ、「人権について学校でしっかり学んだことを忘れないようにしたい」「差別はいけ

ないことだと、心に刻まれた」（人権週間アンケートより）など、人権の大切さについて実感を持って学習し

ている生徒が多くなっているのも、この２年間の取組の成果であるといえる。 

また、保護者へのアンケートは平成２９年度から実施したため比較するものはないが、「お子様は人権

を尊重する考え方が身についていると思われますか」という設問への肯定的な回答が、全体の９３．４％を

占めたことも挙げておきたい。島根県人権・同和教育「PTA 活動」育成事業の指定校として活動された実

績が、このような形で現れたといえよう。研究指定は２９年度で終わるが、今後は人権・同和教育担当と総

務部とが連携して、保護者や PTAへの人権意識啓発についても、具体的な方策を考えていきたい。 

 

（２）成果を踏まえての課題                      

本校がこれまで推進してきた人権・同和教育の諸活動に加えて、２８・２９年度は研究指定に係る新たな

活動として、「認め合い」「学び合う」集団づくりへの取組を行ってきた。取組自体は大きなものではなく、現

在継続できていないものもあり課題は多く残るが、教職員の意識として、「認め合い」「学び合う」集団づくり

を目指してすべての教育活動の根底に人権を尊重する考え方を据えて取り組むという共通意識が持てた

ことは、確かである。以下、研究指定に係るそれぞれの取組について、今後の展望を挙げていきたい。 

  

① 朝のひと声指導 

   次年度も継続して取り組む予定である。しかし、取組のあり方や情報共有の仕方については検討して

いきたい。また、この取組の意義を再度教職員に伝え共通理解を図る。 

 

② 教職員研修を活用した生徒理解 

次年度も継続して取り組みたい。研究指定の２年間は、グループ協議などを積極的に取り入れてきた

が、次年度は外部の方を講師にお招きして、特別支援、進路保障の観点から教職員の知識の深化にも

努めたい。何を目的に研修をするのかを明確にし、効果的な方法を探っていく。 
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③ アンケートＱＵを活用した教職員研修 

次年度は年度当初に研修日程を決め、第１回のアンケートが返却され次第、全教職員で検証の機会

を持つ。また、全体で検証することの意義を教職員に伝え共通理解を図る。 

 

④ 人権についての教育～効果的な人権学習を目指して 

２９年度は全学年の人権・同和教育ＨＲの指導案を検討、精選した。次年度も、やはり生徒の実態に合

わせて指導案の検討を行うと同時に、授業後の研究協議の時間を短時間でも取れるように工夫したい。 

また、２９年度に教職員研修で検討した指導案については、１年生か２年生での実施を考えている。そ

のためには、これまでの人権教育の計画（１年次「仲間づくり」２年次「同和問題」３年次「現存する差別」）

についても見なおす必要がある。 

 

⑤ 他分掌との連携 

次年度も継続して取り組みたい。特にキャリア教育を人権教育の視点からとらえなおすことと、その可視

化については次年度を目標とする。また総務部と連携をし、保護者や PTAへ向けた人権啓発活動をおこ

なうなど、指定校が終わるからこそ、学校全体の取組として組織だって動けるような体制づくりを考えてい

きたい。 

 

以上を踏まえ、今後新たに取り組む必要があるものは以下の４点である。 

 

① 教職員研修などで提案された生徒への支援・対策を、他分掌と連携し、実現する 

② 日常における人権教育の効果的な実践方法を探る 

③ 生徒の継続性のある人権意識の高まりと深まりへの具体的方策を検討する 

④ 次年度以降も、それぞれの取組の成果を検証する 

 

①については、各分掌や専門医療機関などとの連携も必要になってくるため、時間はかかるが、保健

相談部や学年部と連携し、支援体制づくりなどできるところから早急にはじめたい。また、「朝のひと声指

導」などを活用し多くの教職員の目で多角的にその経過を見つめ、気になる情報は「生徒情報入力シー

ト」に入力し、随時全教職員で共有するというサイクルを常態化したい。 

②については、来年度「人権・同和教育の視点を取り入れた授業」の公開を行い、いずれは教員間の

相互学習の機会として、人権・同和教育 HR と並べて位置づけたい。 

③については、最も効果が見えづらく根気強い取組が必要となるが、人権・同和教育担当がリーダーシ

ップを取り、日常的な人権啓発と、地道な声掛け・指導に全教職員が共通認識のもと、取り組んでいきた

い。 

④については、今後も年度末に教職員と生徒にアンケートを取り、その結果を第３回人権・同和教育推

進委員会で分析・検証ののち、職員会議で周知を行う。そして教職員の共通理解の持続に活用したい。 

 

いずれも、今年度以降も継続して取り組むべき課題である。これらの課題解決が生徒にとって「認め合

い、学び合う集団」「人権が尊重され居心地がいい集団」づくりの基盤となっていくことを、改めて全教職

員が認識し、一丸となって取り組みたい。 
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今回の研究指定に係る取組全体を通して、生徒の人権意識の育成には、生徒との「生
なま

の関わり」、特に

授業が最も効果的だと感じた。人権・同和教育 HR はもちろんのこと、生命地域学、そして普段の授業で

いかに教職員が人権を意識して取り組むか、それだけでも学校は変わってくると考えている。大げさなこと

ではなく、それぞれの通常業務の中で、人を大切にし、認め合い学び合う瞬間を意識し、見つめていけば、

生徒は自然と他者を大切にし、尊重しあう集団へと変容するように感じた。 

最後にこれまでの研究から見えてきた飯南高校の人権教育「３つの柱」について、取組とねらいを整理

しておく。 

 

① 人権に特化した取組       ⇒ 人権についての学び、さまざまな差別や偏見に気づく心を育てる 

② 授業や行事などの通常の取組 ⇒ 自他を尊重する姿勢、思いやりの心を育てる 

③ 生命地域学（キャリア教育）   ⇒ 自己肯定感、コミュニケーション能力、課題解決の力など「生きる

力」を育てる 

 

２年間の研究指定を経て、本校の人権教育を支える３つの柱が整いつつある。従来の取組の一つ一つ

が体系化された意味を持ち、統一された方向に向かって進み始めたといえる。大切なことは今後も粘り強

く、それらの取組を続けることである。そのためには、取組自体を教職員や生徒の負担にならない形に、よ

り精選し改善していくことが求められる。この２年間の取組で培った生徒の「人権を意識する芽」を、次年

度も大切に育てていきたい。 

 

 

 


