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平成26・27年度島根県教育委員会 人権・同和教育研究指定校

出雲高等学校研究報告

１ 研究指定校の概要

○学校の特色や学校を取り巻く地域の教育的環境

本校は、平成22年度に創立90周年を迎えた大規模普通高校で、普通科と理数科を併設して

いる。生徒は、出雲市とその周辺市町村など20校を越える中学校から集まり、学力面を中心に

各中学校のリーダー的資質を有する生徒が多く含まれている。卒業生のほとんどが4年制大学に

進学し、その後も県内外の主要な機関で活躍する人材として、様々な分野に進出している。ま

た、平成25年度からは文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール（略してSSH）事業、平

成26年度からは同スーパーグローバルハイスクール（略してSGH）事業に相次いで指定され、

最先端科学や国際的な分野で日本をリードする人材育成を担う研究活動が、全国的に注目かつ

期待されている。

本校においては、多岐にわたる教育活動を通して、一人一人の生徒の実態に応じた学習指導

・生活指導・進路指導を通して、それぞれの自己実現を支援する体制づくりを目指している。

２ 本校における人権・同和教育実践の概要（＊別紙「人権・同和教育推進計画」参照）

３ 研究の概要

（１）研究主題

『進路保障を柱とした人権教育の推進～一人一人の生徒の自己実現をめざして～』

（生徒の進路保障に寄与する要素の分析と効果的な支援体制の構築）

（２）研究主題を設定した理由

本校は従来、大規模普通高校として様々な教育実践を積み重ね、文武両道を旨とした教育

活動に加えて、進学指導を中心に数多くの成果をあげてきた。本校の教育に対する期待は、

生徒・保護者はもちろん、地域住民からも絶大なものがある。その教育内容は多岐にわたり、

進学指導の分野をはじめとして学習・教育内容が広範囲にわたり、それに伴って生徒・教員

の多忙化の傾向も見いだされるようになった。生徒の中には、可能性を持ちながら、様々な

要因から進路目標が達成できない事例も見受けられ、中には学業半ばにして進路変更を余儀

なくされるケースも目立つようになっている。そのような教育環境の中で、生徒の自己実現

に寄与していくためにどのような支援ができるのか、本校教職員は日々の実践の中で悪戦苦

闘しているというのが偽らざる実感である。

「自ら学ぶ意欲と態度を育成し、基礎学力の向上を図って生徒ひとりひとりの進路保障に

努める」という人権・同和教育学校目標にそって、生徒の自己実現にとっての望ましい進路

選択とは何か、教職員が取り組むべき望ましい進路指導とは何かについての理解を一層深め、

それに基づいた「進路保障」の体制を構築することが、現在求められている。例えば、平成

25・26年度より相次いで導入されたスーパーサイエンスハイスクール事業・スーパーグロ

ーバルハイスクール事業においては、最先端科学や国際的な活動に関わる学問分野に触れる

ことにより生徒の視野を拡大・深化し、学習意欲や進路開拓の可能性の向上をめざしている。

このような取り組みを詳細に分析し、その活動が生徒の進路保障にどのような形で寄与して

いるのかを検証することも考えられる。また、生徒自身の責任ではないことがらによって集

団の中で弱い立場におかれ、進路実現が阻まれている事例を取り上げ、その要因と向き合い、

課題解決のための方策を練るといった取り組みも重要である。さらに、特別な支援を要する

生徒への生活面・学習面等での対応を行う中で教職員・生徒の人権感覚を育成し、困難を乗

り越える生徒の姿を目の当たりにすることによって、その生き方から多くのものを学ぶこと

ができる。

そのような事例もふまえながら、研究主題を設定するにあたり、教職員アンケートを実施
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した。それによると、研究主題として「進路保障に関するもの」・「ホームルーム活動に関す

るもの」・「教育活動全般に関するもの」という意見・希望が多数を占め、中でも、様々な観

点から「進路保障」の推進を求める声が集まった。そこで、本校が直面する課題にアンケー

ト結果を加えて検討した結果、上記のような研究主題の設定にいたった次第である。

（３）研究の重点・特色について

ア 学校教育全体で人権・同和教育にどのように取り組んだか。

①本校の全教育活動における人権・同和教育の位置づけを明確にした。

人権・同和教育学校目標には「自ら学ぶ意欲と態度を育成し、基礎学力の向上を図って

生徒ひとりひとりの進路保障に努める。」と明記し、全ての教職員が全ての教育活動を通

して取り組むテーマであることを確認した。この方針・目標を実践化するために、全ての

部署で推進計画作成・実践・反省を行うとともに、全教職員対象の研修会において参加型

の研修を設定した。

②本校の現状分析から、進路保障に関わる教育課題をとりあげた。

学業半ばにして不登校傾向を示し、学校生活を継続することが困難で、進路変更にいた

る生徒が目立つようになってきている。その背景として、過重負担による成績不振の増

加があり、この観点からの対策が本校の教育課題になっているという認識に到達した。

また様々な障がいがあり、特別な支援を要する生徒が入学している実態に対応するため、

個々の生徒に対する支援体制を構築する必要性が生じている現状にも着目した。

③スーパーサイエンスハイスクール・スーパーグローバルハイスクール事業と連携した。

当該事業において設定されている1年次の「SS基礎」、2・3年次の「SS探究」、「SG探

究」の諸活動を通じて、社会を取り巻く様々な課題に接し、課題解決のためのプログラム

を構想することによって、人権課題を含む社会的課題解決への貢献意識を高める取り組み

を行っている。

イ 異年齢間連携や校種間連携をどのように進めたか。

双方向通信システムを利用した「スカイプ研修」・「シンガポール海外研修」・「サンタク

ララ海外研修」における海外の高校生との交流・意見交換を通じて、年齢・校種・地域・

国を越えた人的交流を推進している。

ウ 体験活動への配慮をどのように行ったか。

スーパーグローバルハイスクール事業において展開されている「ベーシックセミナー」や、

スーパーサイエンスハイスークル事業の中で行っている「先端科学研修」・「医学部研修」

において、大学レベルの各研究分野に関わる体験的な学習を行い、人間尊重の意識を高め

る観点を含んだ活動に取り組んでいる。

（４）組織及び推進体制

ア 推進体制の概要

校長

各中学校

教頭 出雲市（隣保館）

人権・同和教育推進委員会 →人権・同和教育部－各専門機関

全体計画・ ↓

年間指導計画決定 全体会（職員会議） 校内研修等企画・提案
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各学年（担当者） 各教科（担当者） 各校務分掌（担当者）

↓ ↓ ↓

ホームルーム活動 授業研究 総務部＝PTAの啓発活動

教務部＝成績不振者支援

教育開発部＝SSH・SGH事業

保健部＝不登校傾向生徒への支援

生徒部＝部活動活性化

キャリア教育部＝進路指導

図書･文化情報部＝学習環境整備

イ その他の関係機関の概要

校内における諸課題への対応の一環として、外部の専門機関との連携を行うために、各種

機関についての情報を収集し、教職員への周知を図っている。その際、当該機関の利用者

による情報の更新にも範囲を拡大していく必要がある。

ウ 組織及び推進体制構築に当たって特に留意した点等

①各学年・教科・校務分掌ごとに人権・同和教育担当者を決め、それぞれの部署単位で年

間指導目標と具体的施策を検討・作成し、学校全体の年間指導計画に盛り込んだ。

②全教職員参加の校内研修会を計画したり、随時情報発信につとめることにより、全ての

教職員の共通理解の下に研究・実践活動が展開できるように配慮した。

③各教科の授業においては各授業担当者、ホームルーム活動においては各学年部の構成員

が担当し、より多くの教職員が携わることができるよう調整した。

（５）研究の経過及び内容

ア 研究の経過

年度 月/日 研究指定に関わる活動等

5/19 第1回人権・同和教育推進委員会で研究計画提案・審議

5/末 県教委に研究計画書・支出計画書提出

6/16 職員会議で研究計画を説明し、教職員の共通理解をはかる

7/17 第1回公開授業(ﾃｰﾏ：｢人権感覚を育てる～KJ法の活用～｣)(2年)

〃 第1回研修会（ﾃｰﾏ:「進路保障とは何か」）

９/29 第2回研修会（ﾃｰﾏ:「進路保障に関わる要素の分析」）

26 11/13 第2回公開授業(ﾃｰﾏ:｢人権感覚の育成～ちがいのちがい｣)(１年)

〃 第3回研修会(ﾃｰﾏ:「進路保障の取り組みについて」)

12/6･7 県外視察（全国人権・同和教育研究大会・高松市）

２／5 第3回公開授業(ﾃｰﾏ:「固定観念と偏見・差別」）(１年)

〃 第4回研修会(ﾃｰﾏ:「不登校傾向生徒への対応と連携」）

２/20 第2回人権・同和教育推進委員会で実践課題審議・対策立案

3/6 職員会議で実践課題協議・対策説明

３/19 県教委に中間研究報告書・支出報告書提出

4/27 第1回人権・同和教育推進委員会で研究計画の確認と協議

27 7/6 第1回公開授業(就職差別)・研修会（「人権を通じての教育」①）

8月下旬 人権・同和教育研究指定に係る意識調査(教職員・生徒)

11/6 島根県高同研研究大会・研究発表

11/16 第2回公開授業(部落史から学ぶ①)･研修会(｢人権を通じての教育｣②)

2/19 第2回人権・同和教育推進委員会で年度末反省を協議

3/18 第3回研修会(｢人権を通じての教育③｣・2年間の研究のまとめ)

イ 研究の内容 ※「研究の成果と課題」とつながりが深いため、５～15頁・４の（１）・
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（２）・（３）の前段に併せて掲載。

４ 研究の成果と課題（※含：研究の内容）

（１）全教職員で取り組む人権・同和教育の推進体制の構築

ア 研究の内容

「進路保障を柱とした人権教育」を推進するにあたり、その基盤として生徒・教職員の人権が

尊重される教育環境づくり（「人権を通じての教育」）に取り組んだ。そのためには、全教職

員が共通理解のもとに共同歩調を取ることが必要であると考え、以下の様な諸点に留意して教

職員集団の変容をめざした。

ａ．様々な機会をとらえた教職員への意識付けを行う。

ｂ．学校全体（生徒・教職員）に関わる実践課題を抽出する。

ｃ．課題対応への主体的参加の機会を確保する。

ｄ．取り組みの継続性を担保し、組織的に対応するシステムを構築する。

ｅ．実践結果を定期的に検証し、対応策の改善を行う。

これらを進めるために以下の具体的施策・手法を考案した。

ａ．各種会合を利用して、研究テーマに関する情報提供を反復する。

ｂ．全教職員対象の研修会を企画し、本校に在籍する生徒の事例を取り

上げて課題の抽出と解決策の検討を行う。

ｃ．グループ協議方式の研修を取り入れ、出席者自らが考え・発言し・

発案するなど、主体的な参画手法を活用する。

ｄ．各会合・研修・協議の結果を早期にまとめ、対策の進行状況を全教職

員に周知し、取り組みの継続性を確保する。

ｅ．年度が替わり人事異動が行われても、対策を継続できるように、対応

の流れを図式化し、対応策をシステムとして構築する。

ｆ．各種アンケート・反省等を活用して、施策の効果を検証し、その結果

を全教職員に周知することによりシステムをサイクル化する。

上記ａ～ｆの施策を、５(ア)の「研究の経過」に沿って時系列で述べる。

【平成26年度】

4月－年度当初の職員会議において、各校務分掌・学年・教科ごとの人権・同和教育の年間目標と

施策を作成するよう依頼し、第1回推進委員会で協議することを予告した。

5月－19日の第1回推進委員会で、各校務・学年・教科の代表が目標・施策の提案を行うとともに、

人権・同和教育担当から研究指定の概要と研究テーマ「進路保障」を取り上げた理由を中心

に基本的な説明を行い、推進委員への周知をはかった。

6月－第1回推進委員会を受け、人権・同和教育の全体計画と研究指定の概要・テーマについて

職員会議で説明し、全教職員の共通理解をはかるとともに、研究・実践活動に全教職員をあ

げて取り組むことを確認した。

7月－県教育委員会の訪問指導にあわせて、第1回公開授業と第1回研修会を実施し、県教育委員

会から「進路保障」の理念についての講義を受けた。終了後、研修会の内容についてのアン

ケートを実施し、そのまとめを8月の職員会議で報告するとともに、第2回研修会につなげる

こととした。

9月－2学期中間試験第1日目の午後、「進路保障に関わる要素の分析と協議～学校に来づらい生徒、
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安心して教室で過ごしづらい生徒の背景に迫る～」と題した第2回研修会を開催した。終了

後にアンケートを実施し、そのまとめを10月の職員会議で報告するとともに、第3回以降の

研修会につなげていくこととした。

11月－県教育委員会の第2回訪問指導にあわせて、第2回公開授業と第3回研修会を設定し、県教委

から「進路保障と人権感覚」と題して講義を受けた。終了後にアンケートを実施し、そのま

とめを12月の職員会議で報告するとともに、第4回の研修会につなげることとした。

2月－県教育委員会の第3回訪問指導にあわせて、第3回公開授業と第4回研修会を設定し、「不登

校傾向生徒への対応と連携～学力不振の背景に迫る～」と題してグループ協議を行った。終

了後にアンケートを実施し、その結果を集計して、年度内から次年度に向けて対策を検討・

実施することとした。

3月－第4回研修会で出された意見を集計し、その結果を継続して検討した。2月5日の研修会以後、

2月20日の第2回推進委員会・3月6日の職員会議に加えて、その間に行われた管理職・各校

務分掌部長・学年主任による企画会議（運営委員会）を含めて通算6回にわたり議題として

取り上げた。活発な議論と協議を通じて、年度内に実施できる施策と、次年度以降継続して

検討・実施していく施策を分類・選定し、実施及び準備を行うこととなった。中長期的に実

施を検討していく施策については、基本的には全校務分掌・学年・教科において検討してい

くが、その経過を追跡するために、それぞれの施策を取りまとめる部署を選定し、その結果

を定期的に全教職員に周知することとした。また、指定研究のまとめにあわせて、人権・同

和教育部がその効果を検証し、これも全教職員にフィードバックして施策の改善を図る方向

性も確認された。

※各研修会の内容については、10～14頁・４の（２）で詳述。

【平成27年度】

4月－27日の第1回推進委員会で、各校務・学年・教科の代表が目標・施策の提案を行うとともに、

人権・同和教育担当から研究活動の流れと今年度の実践課題について説明を行い、推進委員

への周知をはかった。

5月－第1回推進委員会を受け、人権・同和教育の全体計画と研究活動の流れ・今年度の実践課題

について職員会議で説明し、全教職員の共通理解をはかるとともに、研究・実践活動に全教

職員をあげて取り組むことを確認した。特に、昨年度以来の取り組みについて、月1回の職

員会議で各担当部署から進行状況について随時報告することとした。

7月－県教育委員会の訪問指導にあわせて、第1回公開授業と第1回研修会を実施した。「人権とし

ての教育」を中心に取り組んだ平成26年度における研究活動の流れを受けて、「進路保障に

おける＜人権を通じての教育＞」をテーマに、人権が尊重される環境づくりについて話し合

った。一人一人の教職員が一人の人間として大切にされていることを実感できる風土を作る

ための取り組みは、生徒たちの集団作りや安心して学校生活を送ることができる雰囲気作り

にもつながっているという観点から、教職員が気軽に話し合い、それぞれの課題についてコ

ミュニケーションを深めるための研修を行った。研修会の最後に県教育委員会から講評を受

けた。終了後、研修会の内容についてのアンケートを実施し、そのまとめを8月の職員会議

で報告するとともに、第2回研修会につなげることとした。

8月－平成26年度から27年度前半の研究活動を振り返り、「進路保障を柱とした人権教育」にお

ける効果的な支援体制と今後の課題について把握するために、教職員・生徒対象に意識調査

を行った。集計結果を企画会議・職員会議で報告した上でまとめをおこない、研究発表の資

料としても活用することとした。
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11月－県教育委員会の訪問指導にあわせて、第2回公開授業と第2回研修会を実施した。第1回研修

会に続き、「進路保障における＜人権を通じての教育＞」をテーマに、人権が尊重される環

境づくりについて話し合った。一人一人の生徒が一人の人間として大切にされていることを

実感できる風土を作るために、生徒の立場を中心にグループ協議を行った。研修会の最後に

県教育委員会から講評を受けた。終了後、研修会の内容についてのアンケートを実施し、そ

のまとめを12月の職員会議で報告するとともに、第3回研修会につなげることとした。

2月－19日の第2回推進委員会で、各校務・学年・教科の代表が年度末反省を行うとともに、人権

・同和教育担当から研究活動のまとめと今後の課題について説明を行い、推進委員間の共通

理解をはかった。

3月－18日県教育委員会の訪問指導にあわせて、第3回研修会を実施した。第2回研修会に続き、

「進路保障における＜人権を通じての教育＞」をテーマに、人権が尊重される環境づくりに

ついて話し合った。生徒と教員の2つの立場に分けてグループ協議を行った。各グループで

協議した具体策を発表し、次年度の実施に向けて計画を作成することとした。研修会の最後

に県教育委員会から2年間のまとめと講評をいただいた。終了後、研修会の内容についての

アンケートを実施し、そのまとめを次年度の職員会議で報告することとした。

イ 研究の成果

＊教職員研修会のアンケート集計より

回 質 問 項 目 肯定的評価(人数) 上段:参加人数

理解できた ある程度理解できた 下段:回答数

H26 ｢進路保障｣の理念 11名 9名 45名

１ についての理解 21名

H26 〃 16名 20名 46名

２ 39名

H27 〃 11名 32名 59名

１ 49名

H26 「進路保障」における 13名 35名 61名

４ 連携についての理解 55名

H27 「進路保障」における 13名 33名 59名

１ 環境作りについての理解 49名

H26 人権・同和教育 14名 7名 45名

１ についての理解 21名

H26 〃 22名 17名 46名

２ 39名

H27 〃 18名 30名 59名

１ 49名

○こうした研修会を重ねる事が職場として目指すべき方向性を確認でき

る良い機会であると再認識しました。あえて時間を作って研修する事の

大切さを感じました。 (H26・第1回)

○いろんな方面からの考え方、捉え方を話したり、聴き、勉強になりま

した。「連携」は大切ですね。自分一人でかかえ込まないこと、他の教

記 員が困っていたら助け合うこと、していきたいです。 (H26・第2回)

○本校での事例を通して考えることができ、他の教員の意見を聞くこと

もできたことで、改めて連携していくことの大切さを感じた 。(〃)

○情報の共有はできたと思います。今後、この会で出た意見からどのよ

述 うに新たな取り組みが考えられるのか検証していかなければいけないと
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思います。 (H26・第4回)

○不登校生徒への対応と対策の根本に流れるのは、教員同士が情報を共

有し意見交換しながら、学校全体の状況を共通に把握することに尽きる

意 と思います。そういった意味で今回のような研修は大変意義があると思

います。 (〃)

○学校の今を考える機会となり、貴重な時間でした。学校が今後どうい

う方向に行くのかを教職員全体で考える時が来ていると感じた。 (〃)

見 〇昨年度の研究会に比べて、テーマを自由に設定できた点で、かえって

議論が深まって良かったと思う。 (H27・第1回)

〇話したいことを話すという発想は斬新で良かったと思います。まさに

人権を尊重した研修会であったと思います。全員で共有する段階におい

てもいろいろな視点が聞けて良かったと思います。 (〃)

既存の学校組織・例年の学校行事に組み込まれた会議・会合に加え、研究指定に係る研修会

等において、できる限り研究テーマに関わる情報を提供する機会を確保することができた。ま

た、教職員研修会はグループ協議・発表形式を取り入れるとともに、現在本校が抱える問題、

教職員が最も関心も持って協議に参加できる課題は何かを事前に精査し、当該課題に関する具

体的な情報を集約・提供することによって、全教職員が主体的に研修に関わっていく姿勢をつ

くり出すことができた。特に、本校の教育実践の最前線に立つ学級担任の立場を想定し、各ク

ラスの生徒が実際に抱える課題とその背景に迫ることにより「進路保障」を推進するという目

的に一歩一歩近づけたという感触をもっている。

また、グループ協議を取り入れた研修会で、教職員が議論する機会を設定したところ、多く

の参加者から「このような機会自体が新鮮で、改めて日常的なコミュニケーションが不足して

いるかがわかった」という趣旨の感想が寄せられた。膨大な業務に追われ、教育活動の基盤と

なる情報交換を行う時間を確保できていない実態が浮き彫りとなった。このことも進路保障の

取り組みを続けていく上で重要な視点である。教職員の人権を保障することは、生徒の人権を

尊重し「進路保障」を推進することに深く関わっていることを今一度確認する必要があると考

えている。

さらに、各種会合・会議での議論の過程で、進路保障の推進に関わる課題に加えて、学校が

めざす方向性をも含むテーマに議論が及び、教職員間のコミュニケーションが活発になり、統

一的な結論に到らないまでも、問題意識の共有が出来た点も収穫であった。さらに、その後の

職員会議でも若手教員も加えて発言が増加し、各自の考えを気軽に口に出して言える雰囲気が

生まれつつある。これも、ある意味で人権が尊重される環境づくりにつながるという見方もで

き、想定外ではあったが、注目すべき成果であると言える。

※参考資料（写真）「授業公開・教職員研修会の様子」

KJ法を活用したﾎｰﾑﾙｰﾑ活動 グループ協議に取り組む教職員
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＊（参考）教職員年度末反省・生徒保護者学校評価アンケートの集計結果より

対 象 質 問 項 目 平成26年度 平成25年度

肯定的評価 肯定的評価

人権・同和教育の全体計画の作成や

教職員 教職員の共通理解を図る研修を通じ 100％ 94％

て、進路保障を柱とした人権・同和

教育の推進体制が構築されている。

生徒の人権を尊重する環境が整えら

生徒 れ、安心して学習活動等に取り組む 78.5％

ことができる。

保護者 〃 79.3％

教職員対象のアンケートでは、ほぼ全ての教職員から肯定的評価を得たが、生徒・保護者につ

いては、その数値は8割程度にとどまった。教職員研修を積み重ねること等により教職員の意

識は高まりつつあるが、日常の実践による成果が生徒・保護者にまで充分には行き渡っていな

い現状も推測される。特に、保護者対象のアンケートでは、学校における取り組みについての

周知度を問うた質問でも、肯定的評価が約7割程度にとどまったため、保護者への情報が十分

に伝わっていない現状が明らかとなった。

ウ 今後の課題

「進路保障」に寄与する要素の分析と共通理解を進める中で、本校の課題把握と情報の共有に

よって、「進路保障」が全ての教職員が全ての教育活動を通して取り組むテーマであることを

再確認することができた。今後は、取り組みを通じて浮かび上がった課題の中から具体的な解

決策を検討して実行しつつ、教職員間の共通認識をいかにして持続させるかが、実践活動の基

盤としてまず第一に指摘できる点である。

第二に、それぞれの課題に応じた支援体制を構築し、支援策を実施することである。すぐに

取り組める課題、中長期的に検討が必要な課題に分けて、各部署がそれぞれの解決策を検討し、

順次実施していくことが求められる。３の(1)でも述べたように、1年間を通じて抽出された施

策について、各校務・学年・教科そして個々の教員が取り組むとともに、中核となる部署がそ

れぞれの課題についてのとりまとめを行い、定期的に情報を集約して全教職員に周知すること

も必要である。その結果、修正の余地が残されている施策については、順次更新していかなけ

ればならない。

第三に、支援策の効果を検証し、対応の改善を行う必要がある。実施した各支援策の効果を

検証し、より効果的なものへと改善するためのシステムをつくることも必要である。課題把握

→対策企画・実行→実施経過の周知・修正→効果の検証→改善策の実施、というサイクルをつ

くり、人権・同和教育部を中心としてとりまとめを行うことになる。その際、人事異動・校内

組織改編等が生じても、組織としての対応が継続できるような配慮が必要であることは言うま

でもない。
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※支援サイクル概念図（参考）

生徒の現状･実態→背景･課題の把握(担任･学年･教科･校務)→早期対応(解決)

↓

中･長期的対策の検討 外部専門機関との連携

↓ ↓

各種研修の実施→ 当該部署による対策立案↔人権・同和教育部への諮問

↓

企画委員会･職員会議での周知･提案

↓

当該部署での対策の実施→各種反省･ｱﾝｹｰﾄによる検証→継続実施

↓

改善策の提示

（２）「進路保障」に係る実践課題の把握と対応

ア 研究指定初年度の取り組み

【不登校傾向生徒への支援：第２回人権・同和教育校内研修会】

現在各学年に数名の不登校傾向を示す生徒がいる。その人数は近年減少ぎみとはいえ、「進路

保障」を推進していく上で本校の重要な教育課題の一つとなっている。そこで、「進路保障を柱

とした人権教育の一環として、本校の現状を把握するとともに、在籍生徒個別事例の分析を通し

て、課題解決への方策を探る」ことを目的に、この問題についての研修会を実施した。

以下、その概略を述べる。

１ 期 日 ９月２９日（月） 14:00～15:30（90分）

２ 場 所 本校大会議室

３ テ ー マ 「進路保障に関わる要素の分析と解決策の協議」

～学校に来づらい生徒、安心して教室で過ごしづらい生徒の背景に迫る～

４ 内 容

本校１年生の学校に来づらい男子生徒１名と、２年生の教室で安心して過ごしづらい女子生徒

１名の事例を紹介し、学級担任や保健部から提供された情報を参考にしながら、その背景や要因

についてグループ協議を行った。協議の方法としてはＫＪ法を用い、各自付箋に背景や要因につ

いて書き出し、ホワイトボード上で分類し分析した。協議の中で出てきた疑問点や、追加提供し

て欲しい情報も付箋に書き出し、協議の内容をグループごとに発表した。

発表の後、人権・同和教育部より、出てきた疑問点について可能な範囲で回答し、２つの事例

に関するより詳細な情報を提供した。それらをもとに更に協議を深め、分類した課題を解決する

ためにはどのような手段・手法が有効か、グループごとに模造紙にまとめ再び発表した。

発表のあと、人権・同和教育専任教員に助言していただいた。二段階にわけて協議を行った理

由は、二つの事例について、最初は不登校傾向の要因をできるだけ多面的に、一般的に考えても

らおうと思ったからである。そして、グループ協議によって疑問点やより詳細な情報を求められ

た時点で、それぞれの生徒についてより詳細な情報を提供し、議論を深めてもらいたいと考えた。

５ 成果と課題

各グループとも大変熱心に協議が行われ、90分間の研修があっという間であった。研修会後

のアンケートの結果は、「人権・同和教育に対する理解を深めるために参考になったか」という

問いに対しては、「大変参考になった」が56%、「ある程度参考になった」が44%、「進路保障

の概念についての理解が深まったか」という問いに対しては、２名以外は「深まった」あるいは

「ある程度深まった」という回答であった。また、「取り上げた事例」や「グループ協議の方法」

についても、全員が「適切であった」という回答で、大変有意義なものとなった。

感想や意見もたくさん書いていただいた。実際の事例についての研修であったので「自分の問

題として考えることができた」とか、「自分の視野を拡げることができて良かった」、あるいは

「すべての生徒が該当者であるとして今後の教員生活を送っていきたい」など、不登校傾向の生

徒への支援という課題について、共通認識が形成されたとともに、教職員の自己課題化も図れた
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と思われる。

また、「自己肯定感をもたせること」や教職員同士あるいは関係機関との「連携」が重要であ

るという意見、「学力のみに偏らず、“生きる力”を養っていく指導も必要だ」という意見、「ス

クールソーシャルワーカーをまじえたケーススタディーが必要」など、今後の実践につなげてく

うえで参考になる意見もたくさんいただいた。これらの意見は今後の実践に生かしていきたい。

【成績不振に悩む生徒への支援：第４回人権・同和教育校内研修会】

現在各学年に成績不振を抱える生徒がかなりたくさんいる。これらの成績不振は場合によって

は不登校の原因となり、更には進路変更を余儀なくされるという原因にもなっている。「進路保

障」を推進していく上で、成績不振に悩む生徒を減少させるということも本校の重要な教育課題

の一つとなっている。そこで、「不登校傾向の生徒の現状を『学力不振』の観点から把握し、そ

の背景・原因と今後の対応・対策について検討する」ことを目的に、研修会を企画、実施した。

以下、その概略を述べる。

１ 期 日 平成27年2月5日（木） 15:50～17:10（80分）

２ 場 所 本校大会議室

３ テ ー マ 「不登校傾向生徒への対応と連携～成績不振の背景に迫る～」

４ 事前準備

各校務分掌、学年部、教科に事前アンケートを実施し、成績不振について「現状」「背景・原

因」「対応・対策」について協議してもらい、その結果を集計した。

５ 内 容

教職員全員をランダムに６名程度のグループに分け、グループ協議の形式で行った。

まず、現状報告として、教務部、保健部、各学年部、そして人権・同和教育部から、不登校傾向

を示す生徒に関する全体状況や成績不振者の個別事例を紹介した。その後、事前アンケートの結

果を配布し、それを踏まえながら、成績不振の背景分析とその対策についてグループ協議を行っ

た。協議の観点として、

①授業進度やレベルなどで、学習から取り残されている要因がないか。

②各教科の課題や各種テストが生徒の過重負担になっていないか。

③家庭学習と部活動に時間をとられ、生活リズムが崩れていないか。

④日常的な睡眠不足で、授業中に居眠りをすることが多くなっていないか。

⑤学級・部活動・その他の対人関係等でトラブルをかかえていないか。

⑥家族との関係など家庭環境に何か問題となる点はないか。

⑦面談や各種調査（ＱＵなど）に問題となる点が現れていないか。

などをあげて参考にしてもらった。

協議の後、グループごとに協議内容を発表したが、対策としては「不登校傾向生徒専門部署の

設置」「教科間の連携による課題の精選」「ＳＳ・ＳＧ授業の授業時間内での指導」「生徒の居場

所の確保」「文理選択指導の見直し」「課題・試験・部活・行事予定の見直し」「ストレスコント

ロール」「課題の可視化」「学年主任の役割見直し」「ストレスマネジメント」「やり直し可能な

システムの検討」「学習方法・スケジューリングの指導」「教員の業務精選」「中学校との連携」

「立ち直り例の活用」「ＳＳ・ＳＧの有効化」「教科間調整システムの構築」などたくさんの対

策が示された。

最後に人権同和教育課の指導主事より指導・助言をいただいた。そのなかで、①「進路保障」

には、現時点での「学びの保障」と将来にわたっての「生きる力」の二つの側面があること、②

本校の指定研究の段階が今後、効果的な支援体制構築に進む段階にあること、③必要な支援体制

として、ストレスマネジメント、ヘルプメッセージが出せる人間関係の構築とコミュニケーショ

ン能力の育成、の３点を指摘していただいた。今後に生かしていきたい。

６ 成果と課題

今回の研修会も大変活発な協議が行われた。事前アンケートの段階で、教職員はそれぞれ校務

分掌、学年部、教科と２～３回にわたって様々なメンバーと話し合いをしてきていたので、それ

ぞれが最初から問題意識をもって協議することができた。
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事後アンケートにはたくさんの記述意見が寄せられたが、生徒も教員も過重負担に苦しんでい

る現状を訴えるものが多かった。そして、成績不振や不登校の背景としてこの過重負担があると

いう点について共通認識を持つことができた。研修全体の雰囲気として、日頃教職員が感じてい

たことが一気に噴き出た感があった。そして、これを機会に、今変わっていかなければならない

という意見が大勢を占め、この研修会で出された対策を一つでも二つでも、早急に実行に移すこ

とが必要となった。そこで、今回出された対策は、整理して第２回の人権・同和教育推進委員会

で提示し、できることから実行に移すことにした。

【第２回人権・同和教育推進委員会】

第４回人権・同和教育研修会の協議の成果を今後の教育実践につなげ、生徒の「進路保障」の

実現に生かすため、第２回人権・同和教育推進委員会で、以下のように話し合った。

１ 期 日 平成27年2月20日（金） 15:50～17:30（100分）

２ 場 所 本校大会議室

３ 協議内容 「第４回人権・同和教育研修会」の協議結果の取り扱いについて

４ 内 容

○各分掌で、中長期的に具体的にどのような対応ができるか話し合った。その結果、

①業務全般としては、教職員の業務を精選し、教職員の多忙感を軽減することで、生徒と関わ

れる時間を増やす。また、学校行事の精選によって生徒の負担を軽減する。

②成績不振に悩む生徒への支援としては、対処療法的あるいはネガティブな視点からの支援で

はなく、ＳＳＨやＳＧＨなどを活用したポジティブな視点からの取組みへの発想の転換が必

要である。また、生徒の活力を発揮させるという観点で行事の見直しを検討する必要がある。

③不登校傾向生徒に対しては、ストレスマネジメントに関する研修を実施していくこと。また、

校内外での連携を深め、専門機関に関する情報提供をしていくことが必要である。

④部活動は生徒のストレス発散の場にもなっているので重要だが、学校の方針が示されないと

個々の取組みの位置づけができない。といった提案や意見が出されたが、話し合っているう

ちに学校の基本的な方向性が示されなければ各分掌で動き出すのが難しいという意見がつよ

くなり、具体的な対策以前に学校の在り方そのものを考えるべきという雰囲気となっていっ

た。

○今年度中に実施可能な施策

教科間のテストや課題を調整するために、スケジュールボードを各クラスに設置するという

方策を提案し、１年生の各クラスに設置してみることが決定した。

イ 研究指定2年目の取り組み

不登校傾向生徒・成績不振に悩む生徒への支援を意識した取り組みを行った初年度を受けて、

生徒の「進路保障」、あるいは教職員の労働環境の整備等を目的に、いくつかの試みを行ってい

る。初年度に比べて取り組みの内容がより一般化され、学年会はもちろん、その他の校内各組織

も今まで以上のものを模索し取り組んでいる。担当分掌毎に整理してみる。

＜総務部・キャリア教育部＞

行事面・学習面その他において生徒・教職員の負担が大きいことに加えて、文部科学省指定の

SSH・SGH事業も、捉え方によっては、生徒・教職員の負担を増やしているとも言える。トー

タルとしての負担軽減考え、学校評議員会、土曜補習、模試の実施回数を減らすこととした。今

年度の状況を見て、来年度以降について検討していくこととなる。学力に対しての影響、部活動

や生徒からの評価等を今後の検討材料とすることとなる。
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H26 H27

学校評議員会 ２ １

土曜補習1年 １１ ８

2年 １０ ７

3年 ０ １

模 試 1年 ８ ８

2年 ７ ６

3年 １６ １５

＜教務部＞

生徒の「進路保障」にかかる取り組みとして次の３つを課題としてとらえ、対策を考えている。

１ 学習に不安を持つ生徒への対応

２ 課題の適正な量の把握

３ 学習環境の整備

対策

１ 学習方法、学習内容等に対する不安を持つ生徒に対し、担任の面談等を定期的に行うことは

もちろん、授業を担当していない教員へも気軽に質問すればよいこと、いろいろな相談を持ち

かければよいことを折に触れ生徒に周知している。何らかの関わりのある教員への質問等はで

きるが、授業担当がいないと疑問を解消できないままになってしまう生徒も多く、意識をさら

に変えていく必要があるのが現状である。

２ 教科主任会で議題として扱っている。各教科から課される課題が過多にならないようにする

ため、課題全体の把握や、課される時期等の把握をするとともに、さらなる方策を検討してい

る。今年度すべての学級に課題提出日を書き込むことのできるスケジュールボードを設置した。

提出日の設定などに配慮しやすくなった。

３ 定期考査における学年間の休憩時間のずれを解消し、静かな環境で考査を受けることができ

るよう、各教科に協力を要請し、考査の時間を60分ないしは90分にできるだけ統一を図って

いる。2学期中間考査からは、考査中一部の学年のみ休憩にならないように時間割を変更した。

今後もこの形式で試験を実施しながら効果等を検討していくこととしている。

全教室に設置されたスケジュールボード

＜生徒部＞

負担感、疲労感をもつ生徒が多く、また、疲労回復がなかなか進まないのが現状であると認識

している。生徒の疲労回復、午後の授業への集中力を高めるため、午睡の時間を設けることを企

画している。

今年度、11月と2月の2回、それぞれ１週間ずつ試行を行った。現実問題として、昼休みを現行



- 13 -

と同じ時間確保したまま午睡の時間を設けることは困難を伴い、どのように時間を生み出すかが大

きな課題となっている。試行の期間は終礼を行わないこととして午睡を導入したが、終礼の実施に

ついては担任団から強い要望があり、放課後の部活動の時間を減ずることは生徒、部活動顧問から

の抵抗が大きい。導入するかどうか、する場合どのような時間割にするか、今後の課題となってい

る。

＜人権・同和教育推進委員会、教職員研修＞

今年度、２回の人権・同和教育推進委員会、各学期1回、計3回の教職員研修を計画、実施して

きた。そして、教職員研修においては、1学期2学期と生徒の人権を守るための問題点、隠れたカ

リキュラムともいわれる教職員の働く環境の改善点等を少人数グループに分かれ話し合った。３学

期の研修において、１学期2学期の研修を振り返りながら、来年度以降に向けて実施可能な改善策

を話し合い、結果をできる限り取り入れる方向で検討することとしている。

（３）特別な支援を要する生徒への対応

ア 支援の内容と経過

●合理的配慮

平成２６年度から病弱、肢体不自由な生徒に対する学習環境の整備を進めている。具体的な取

り組みについては以下の通りである。

・対象生徒入学決定後、受け入れに向けて外部専門各機関と連携を取り、組織化した支援体制

を整備する。

・医療的ケアが必要な生徒に対しては学校看護師を配置し、処置室及び休養室を確保。

（参考：島根県医療的ケア実施体制ガイドライン）

・災害時の対応マニュアル作成

・感染症流行時の対応

●「ソーシャルスキルトレーニング」（SST)モデル校

平成２７年度から本校は「ソーシャルスキルトレーニング」モデル校として、集団行動や周囲

とコミュニケーションを取ることが困難な生徒に対する支援体制の拡充を図っている。

●イエローファイル作成

支援を要する生徒、気にかかる生徒について情報共有するための情報収集ファイルを作成した。

（保健室管理）

イ 支援の成果

多様な生徒のニーズに的確に応えていくためには、校内の支援体制を整え学校全体で対応す

る必要がある。合理的配慮をすることで、生徒の学びの場の選択肢を広げることができたと考

える。しかし高等学校は他校種と比較すると、整備はまだまだ不十分である。

一年間のSSTを通して他者との関わり方が好転した生徒もおり、進路保障という点について

は大きな成果であったと考える。イエローファイルは閲覧すれば、授業時などで気になった生

徒の特性や現時点での支援の状況について一目で把握できるようになった。生徒情報が集約さ

れたため「誰に聞けばいいのか」といったことが解消された。学年会で情報を共有している担

任以外でも生徒情報をスムーズに得ることができるようになったことは大きな成果であった。

多様な生徒が共に学習することで生徒たち自身にも変化がみられた。集団行動しにくい生徒

に対して、同じクラスの生徒たちが特性をよく理解し受け入れ、移動時には必ず誰かが共に行

動したり、行動を促すように心掛けていた。海外研修旅行でも生徒たちが率先して手を差し伸

べる光景が多く見られた。多様な生徒が共に学ぶことは、生徒たちにとっても共生社会の形成

に向けて有用な経験を重ね、社会性や豊かな人間性を養う上で大きな意義をがあると考える。

また多様性を尊重する心の育成も期待できる。

ウ 今後の課題
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合理的配慮については１，２年生は教室や廊下が広く隣接した棟にエレベーターもあるため校

舎内移動は容易である。しかし３年生の教室棟は教室、廊下共に狭小で昇降口も別になるためエ

レベーターからかなり遠くなる。教室の大幅変更や階段昇降機の設置等ハード面の設備の充実が

今後の検討課題である。卒業後の進路についても、対象生徒の状況に応じた施設設備が整備がさ

れた学校であること、進学先の周辺に治療通院可能な高度医療機関があること、自立に向けた就

労につながる分野であることといった配慮が必要となる。進路指導については専門機関等との連

携を図りながら情報収集することが必要になってくる。さらに受験時には試験会場など配慮要請

の必要性も生じる

●総括

今年度、本校は「ソーシャルスキルトレーニングモデル校」となり特別支援体制の強化が図ら

れた。２６年度の教員の全体研修でも、教員の多忙感について、中でも担任には一人ひとりの生

徒にじっくり向き合う時間がないといった意見もあった。そのような状況を踏まえて、保健部で

も担任への後方支援体制が整備がされた。

・イエローファイル作成

支援を要する生徒、気にかかる生徒について情報共有するための情報収集ファイルを作成した。

（保健室管理）授業時などに気になった生徒はそのファイルを見れば、特性や現時点での支援の

状況について把握できるようになった。生徒情報が集約されたため「誰に聞けばいいのか」とい

ったことが解消された。

学校へ心が向かいにくい生徒を一人でも減らすために、様々な視点で現状をとらえ、適切な支

援をするための体制を作るという点で、組織としての進展が大きくみられる結果となった。

（４）SSH・SGH事業の取り組みについて

ア 研究の内容

最先端科学や国際社会におけるグローバルリーダーを育成することをめざした当該事業もS

SHが2年目、SGHが1年目の活動を終える段階となっている。テーマ別研究による論理的思

考力の育成、各種交流を通じた体験学習や演習を通したコミュニケーション能力の向上、協同

的学習形態を駆使した探求心や創造性の涵養など、多様な手法を用いた学習活動によって幅広

く深い教養と高い知的能力を身に付けた人材の育成に取り組んでいる。

その中から人権課題に直接・間接に関わるもの、「進路保障」に通ずるものに着目すると、

以下のような学習活動を取り上げることが出来る。

１，SS基礎(１年)－協同学習の形態を中心に先端科学についての学習を通して、論理的思考

力を養い、合理的な物の見方を身に付けさせる。

２，SGベーシックセミナー(１年)ーテーマ別のゼミナール形式の講座を選択して、体験的学

習を取り入れながら、多種多様な物の見方や異文化間の相互理解などについて学習する。

今年度では、イスラーム教モスクへの訪問体験・モンゴル生活文化の体験学習、アメリカ

合衆国の差別問題学習などに取り組んだ。

３，SS探究・SG探究(2年)－理系･文系それぞれの分野の社会的課題をテーマとして取り上げ

て行うグループ研究で、大学などの専門機関とタイアップしながら継続的な活動を行う。

各自の主体的な取り組みを通じて自己肯定感を高め、地域や社会に貢献していこうとする

使命感を育てることを目指している。今年度では、「アメリカ・インディアン」に対する

差別意識の変化を分析することから民族相互の理解と共存について考察した事例もあっ

た。

４，双方向通信スカイプ・シンガポール海外研修・サンタクララ海外研修などを利用した海外

の高校生との交流・意見交換を通じて、国際的な視野からものごとを考えたり、互いの文

化的背景や生活習慣を学ぶことによって多面的な思考を育成している。
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イ 研究の成果

SSH・SGH事業においては、生徒・保護者・教職員などの意識調査を通じて、学習成果の検

証を行っている。その調査項目は多岐にわたっており、科学的リテラシーや英語の活用能力など

の項目ではかなり顕著な変容が見られるものの、自己肯定感・地域や社会への貢献意識などの項

目ではめだった変化は現れていない。事業開始から１・２年目の段階の調査であることから、当

該研究においても3年目以降での取り組みで、より確実な成果をあげることをめざしている。た

だ、この事業の多くのプログラムで活用している協同型学習形態に関しては、生徒による意識調

査の「他の人と協同して学習することが大切だと考える」という回答項目が、入学時の72.1％

から2年時には82.4％に上昇していることから、その効果が目に見えて現れていることが指摘

できる。また、教職員によるアンケート結果から、生徒が正しい方法で情報を収集し、客観的な

根拠に基づいた思考を行っている点も指摘されている。「協同的な学習」と「客観的な根拠に基

づく思考」という学びのスタイルが確立したという点に基づいて、今後の学習展開が進められる

ことが予想され、その中から人権課題に関わる課題研究や「進路保障」に通じるテーマが取り上

げられることを期待したい。

ウ 今後の課題

当該事業は、SSHが平成25年度から平成30年度、SGHが平成26年度から平成31年度まで

継続するため、平成27年度における検証・評価はあくまでも中間的なものとなる。従って、「進

路保障」の観点からの評価については、学校反省・アンケート等の結果を参照するにとどめ、最

終的な効果検証については当該研究の進展に委ねたい。

５ 「進路保障」に係る取り組みの総括と今後の展望

（１）意識調査の集計とまとめより

ア 教職員対象「人権・同和教育研究指定に係る意識調査」の集計より

番号 質 問 項 目 肯定的回答(人数) 回答数

そう思う

Q1 不適応・不登校・学力不振の生徒に対す 28名 45名

る進路保障の取り組みが整備されている。 （62.2％）

Q2 生徒一人一人の人権が尊重され、安心し 30名 45名

て学習に取り組む環境が整えられている。 （66.7％）

Q3 支援を必要とする生徒の情報が共有され、 34名 45名

共通理解の上に教育活動が行われている。 （75.6％）

Q4 教職員間の円滑なコミュニケーションが 24名 45名

図られ、教職員の連携が作られている。 （53.3％）

過半数の質問項目で、3分の2以上の教職員が肯定的回答を選び、概ね評価は良好と言える。

ただ、Q4の教職員間のコミュニケーションに関する質問については肯定的回答が少なかった。

Q3のように、情報の共有はなされているが、そこから一歩踏み込んだ教職員間の連携が今後の

課題であることが浮き彫りとなった。

イ 生徒対象「人権・同和教育についての意識調査」の集計より

＊（調査対象生徒数：948名→回収率：98.4％）

番号 質 問 項 目 肯定的回答(人数) 回答数

わからない(人数)

Q 1 学力が思うように伸びず、単位修得・進級 281名（30.1％） 934名

・卒業に不安を感じている。

Q2 生徒１人１人の人権が尊重され、安心して 355名（38.2％） 930名

学習に取り組む環境が整えられている。 555名（59.7％）
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Q3 学校生活を送るために必要な情報が随時提 365名（39.2％） 933名

供され、教職員と生徒の適切な情報交換 537名（57.7％）

が行われている。

Q4 教職員に気軽に相談に行くことができる雰 259名（27.8％） 931名

囲気がつくられていると思う。 529名（57.0％）

Q2では、肯定的回答が4割弱、Q3においては3割弱とやや低調であった。今回の意識調査で

は、回答の選択肢に「ある程度そう思う」と「あまりそう思わない」を設けず、あえて明確な

評価を求めたが、結果として「わからない」を選んだ割合が5割前後と多くなったとも考えられ

る。また、質問の不適切さがこのような結果につながったことも反省点である。

教職員の意識調査と比較しても、生徒のもつ悩みに対して環境づくり・情報交換において応

え切れていない実態も明らかとなった。また、4の（2）教務部の項でも述べたように、生徒は

教職員に対して気軽に相談に行きにくい雰囲気を感じている生徒もおり、記述意見の中にも、「先

生方が忙しそうで職員室に行きにくい」といった感想が見受けられる。教職員の多忙化がこの

ような状況を生み出しているとも言える結果である。

（２）総括と展望

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、指定研究に係る新たな活動と

して加わったのは、「進路保障」の理念を柱として、課題を抱える生徒へのきめ細かな具体的支

援の取り組みであった。従来継続して行われてきた日常活動は一つ一つに目標があるものの、一

貫した意義を見いだしにくい面もあったが、「進路保障」という1本の柱が据えられることによ

って、全教職員がよって立つべき基盤が生まれ、一つ一つの活動の意味を意識しやすくなったこ

とは確かである。「進路保障」の理念に照らして、2年間の研究指定期間において確認された諸

課題については、平成28年度以降も継続して取り組むテーマとしている。

【学力不振傾向生徒への対応】

１，課題・テストの見直しによる不安感・負担の軽減

２．生徒の疲労感の解消（午睡の試行[実施]）

【不登校傾向生徒への対応】

３．生徒に関する情報共有と支援（イエローファイル）

４，校外専門機関についての情報収集・周知と各機関との連携

【生徒・教職員の多忙化解消への取り組み】

５，学校行事・諸会議等の見直し・精選

６．生徒-教員間のコミュニケーション手段の改善（生徒面談スペースの確保）

７．休憩スペースの確保

【特別な支援を要する生徒への対応】

８．合理的配慮

９．ソーシャルスキルトレーニング（SST）

１については、各教科で検討を行い、過重負担の解消、学習効果の検証、生徒の実態に応じた

柔軟な対応を重点に取り組み、教務部が教科主任会などを利用して定期的にとりまとめを行っ

ていくこととしている。

２については、生徒部・保健部・各学年部が連携して生徒の生活実態を把握し、疲労感の解消

に向けた午睡の試行をもとに改善策を模索している。

３については、保健部が作成したイエローファイルに、全教職員が情報を提供・集積し、それ

らを随時参照できるようにしており、次年度以降の継続と充実をはかっている。

４については、人権・同和教育部を中心に情報を収集し、医療機関をはじめ様々な分野の専門

機関についてのデータベース作成を行い、各種機関を利用した教員がそのつど情報を更新して、

情報の活用を図ることを確認している。
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５については、各部署で年間を通じて行事予定の見直しを行い、生徒の実態を考慮した精選に

よって負担の解消と業務の効率化を図っている。その際、総務部が定期的にとりまとめを行い、

検証にも役立てることにしている。

６については、生徒・教職員の時間的ゆとりを生み出すとともに、生徒が気軽に相談できる環

境づくりを行うことで共通理解を得ている。

７については、教職員の多忙感・疲労感を解消し、少しでもゆとりを持って業務に取り組める

ような環境づくりの一環として、有効活用できるスペースの確保をめざす。

８・９については、保健部を中心に個々の生徒に対する支援計画を作成し、全教職員の共通理

解のもとに随時対応を行う。

また、この2年間の取り組みは学力不振・不登校傾向・特別支援と、様々な課題を抱える生徒

に対するものが中心となったが、SSH・SGH事業がめざしているリーダー生徒の育成という観

点から「進路保障」の取り組みを位置づけることも可能である。この観点についても、当該事業

の研究・実践とより一層緊密な連携をとりながら、次年度以降においてその効果を高めていく

ことできると考えている。
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