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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 

益田翔陽高等学校研究報告 

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、益田工業高校と益田産業高校が統合して平成１８年４月に開校した、県内唯一の複合型専門高

校である。現在は工業系学科として電子機械科と電気科、農業系学科として生物環境工学科、そして食品

科学系列と生活文化・福祉系列からなる総合学科の４学科が各学年１クラスずつの全１２クラスからなり、

今年度の全校生徒は４０２名である。 

そのため生徒の出身中学は、県内は益田市内だけでなく鹿足郡や浜田市など、県外は益田市と接する山

口県萩市などと広域にわたっている。また部活動も運動部１３、文化部１２と多岐にわたり、約９割の生

徒が加入している。さらに地域の学校としての歴史と伝統を受け継ぎ、各科独自に地域と連携した教育活

動を行っている。 

またこの２年間の進路状況は概ね進学が４５％・就職が５５％であるが、就職者が増える傾向にあり、

さらに県内就職者が３割から４割へと増えている。また近年は、県外から益田市内にUターンする卒業生

も増えてきている。 

   『創造 敬愛 誠実』を校訓とする本校は、「旺盛な研究心を持とう」、「互いの心を尊重しよう」、「郷

土を愛する心を持とう」という３つの教育目標を掲げ、そのために、「地域に貢献し、日本と世界に羽ば

たく人材を育てる学校」と「すべての卒業生が誇りに思うことのできる学校」をめざす学校像として、ま

た「人を敬愛する生徒」、「自律する生徒」、「学力向上に努力する生徒」、「進路の実現に努力する生徒」、「心

身の健康保持に努力する生徒」をめざす生徒像に描き、人権・同和教育の実践や特別支援教育の推進など、

それぞれに重点目標を設定して、日々の教育活動に取り組んできた。 

 

２ 研究の概要 

（１）研究主題 

『いじめや差別を許さず、一人ひとりの自己実現をめざして、社会でたくましく生きる力のある生徒を育む』 

（２）研究主題を設定した理由 

研究指定校を受けた平成２５年度末の教職員研修において、これまでの人権・同和教育の取り組みと課題

が話し合われた。以下は各分掌から出された取り組み状況である。 

＜取り組み＞ 

○総 務 部・・学校の情報公開やＰＴＡとの連携活動  

○教 務 部・・授業時数の確保 

○生徒指導部・・ボランティア活動、あいさつ運動 

○保健相談部・・スクールカウンセラーの活用 

○進路指導部・・進学・就職補習、面接練習などを含めた受験指導 

○寮 務 部・・全員舎監（日直）制度 

○図書研修部・・図書館の利用率の向上、人権・同和教育のホームルーム活動 

○各学科・教科・・専門性の向上、個々の生徒の進路実現 

これにより本校の特徴が明確になり、良い点として、学校行事だけでなく各学科や生徒会の委員会活動、

部活動など生徒が自己の特性に合わせて力を発揮する場が多く、生徒を大きく成長させる機会となってい



2 

 

ること、また、進路指導や資格試験の指導・寮日直など学校運営全般に全教職員が関わり、生徒を支援す

る体制が整っていること、さらにＰＴＡ活動が盛んで、学校と保護者の関わりが深いことなどがあげられ

た。 

いっぽう基礎学力に不安を持つ生徒もみられるため、生徒の実態にあった授業や落ち着いた雰囲気のあ

る授業展開が必要であること、また自分に自信が持てない生徒が多いため、生徒の行動の背景を理解し、

一人ひとりの自尊感情を育む工夫が課題としてあげられた。さらにスマートフォン等における「言葉」の

トラブルや、教室における友人どうしの「言葉づかい」に問題があり、社会に出ても通用するコミュニケ

ーション力を身につけさせる必要があることも明確になった。 

また近年は、特別な支援を必要とする生徒も増えており、特別支援教育体制のもとケース会議が開かれ

ることが多くなっている。 

これらの課題を解消し、日々の取り組みをとおして、生徒自らが将来を切り拓いて行く力を身につけさ

せるために、本研究主題を設定した。 

（３）研究の重点・特色について 

とくに日常的に生徒に接する教職員の人権感覚が生徒に大いに影響することから、教職員の人権感覚の向

上と「進路保障」の理念に基づいた教育活動に取り組んでいくこと、また、すべての教育活動の基底となる

同和教育の充実を図ることを中心に、研究を進めていくこととした。そのために、 

①人権・同和教育の研究授業や教職員研修をとおした教職員の人権感覚の向上 

②安心して学べる環境づくりと生徒の自己実現を可能にする学びの保障 

を重点目標に設定した。そして、年度ごとに取り組みを検証し、その反省をもとに必要な改善点を加えてい

くことを研究方針とした。 

（４）組織及び推進体制 

ア 推進体制全体の概要 

 

イ その他関係機関の概要 

・益田市人権センター（校外研修） 

ウ 組織及び推進体制構築に当たって特に留意した点等 

校長 

 

各科（教科）会 
 

学年会 分掌 

人権・同和教育委員会 

教頭 

図書研修部 

 

各部長・農場長・各学科長・各学年主任・各学年推進委員、 

養護教諭、特別支援教育コーディネーター、図書研修部員 

 

 

ＰＴＡ 職員会議 
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・高Ｐ連育成事業推進も同時に指定されたため、総務部と生徒指導部、ＰＴＡ生徒育成委員会と連携し

た取り組みを行う。 

（５）研究の経過及び内容 

①教職員研修の充実による人権感覚の向上 

ⅰ平成２６年度の取り組み 

 人権・同和教育研究授業においては、学年検討会・ティームティーチングによる授業参加によって、でき

るだけ多くの教職員が、直接的に研究授業に関わることを呼びかけた。また校内研修では、授業研究のふり

返りと訪問指導による指導助言による気づきを学期末ごとに全教職員が共有し、次学期の研究授業の改善に

つなげるための“ふり返り研修”を行った。また夏季休業中に実施される校外研修は任意参加とした。また、

保護者・生徒・教職員が人権問題について共に考えるために、ＰＴＡと人権・同和教育講演会を共催した。 

＜資料１＞では、人権・同和教育講演会「地球のステージ」以外でとくに役に立った研修は、人権・同和

教育研究授業の学年検討会と授業の実施であった。全体をとおして見ると授業後の授業研究の数値も高いこ

とから、人権・同和教育の教材研究が、教職員自身が人権問題の解決に積極的に向き合う姿勢につながるこ

とが分かった。 

 

＜資料１＞ 

 

 

1 学年検討会

2 授業の実施

3 授業の参観

4 授業研究（１・２学期）

5 分掌のふり返り（3学期）

6 指導主事の指導・助言

7 学期末職員会議でのまとめ報告

8 第１４回石西地区人権・同和教育研究集会（8/19＊人権センター）

9 「夢ひきよせる！人権・同和教育２０１４」（7/28,8/7,8/19＊人権センター）

10 しまね人権フェスティバル２０１４（9/21＊グラントワ）

11 地球のステージ

12 ３年生人権・同和教育講演会（三浦成人さん）

13 人権・同和教育だより（１～６号＆学期末編）
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ⅱ平成２７年度の取り組み 

人権・同和教育研究授業では、実施前の学年検討会の回数を増やすとともに授業以外の参加者も増や

し、指導案への理解を深めた。また、授業の実施にあたってはティームティーチング方式を積極的に取

り入れて、学年付きや同じ学科の教職員などにも協力してもらった。さらに ICT機器を使い、各クラス

の実態にあった授業を展開した。授業後は生徒の感想について授業者がコメントを行うこととし、フィ

ードバックによる学習の定着を図った。 

教職員研修については研修内容に合った方式に変え、１・３学期は研究授業のふり返りのために参加

型研修、２学期は人権・同和教育の理解を深めるために講話型研修を実施した。また校外研修について

は、教職員の参加を高めるために、学校目標として参加率 100％を打ち出した（校内での外部講師によ

る講演会も含む）。 

②安心して学べる環境づくりと生徒の自己実現を可能にする学びの保障 

ⅰ平成２６年度の取り組み 

平成２６年度末に教職員一人ひとりに、各科・教科、学年会、分掌、部活動において、「人権教育の

３つの視点」から各自の取り組みと成果・課題を検証し、次年度の取り組みについて考えてもらった。 

 

あ、人権としての教育…子どもたち一人ひとりの学びの保障 

い、人権を通じての教育…人権が尊重される環境づくり 

う、人権についての教育…人権に関する知的理解と人権感覚の育成 

 

＜資料２＞平成２６年度末の次年度の目標 

＊教科 

 普通科…ステップアップ指導（小テスト）・個別指導重視し、基礎学力と学習習慣をつける。 

工業科…基礎的知識と専門知識と技術の向上を図り、社会人観を養い進路実現につなげる。 

生物環境工学科…きめ細やかな指導（実験実習、身だしなみ）で一人ひとりの学びを保障し、進路実現 

につなげる。 

 総合学科…体験学習（異世代交流・実習）を重視し、人権感覚を身につけさせる。 

＊学年会 

 1年学年会…学年全体の活動を活性化し、クラスだけでなく各科や学年を越えた仲間づくりを目ざす。 

 2年学年会…根気強い指導（出会い指導）で良好なコミュニケーション力を育成し、集団的規律を養う。 

 3年学年会…面接指導や社会人としての礼法指導（礼儀・マナー）をとおして進路実現を図る。 

＊部活動 

礼儀（挨拶、返事、公共的態度）を重視し、大会等人前に出ることで自信や積極性を養い、人間性向

上を目ざす。 

＊分掌 

 教務部…授業時数の確保や放課後学習会をとおして、学びの保障を実現する。 

 総務部…ＨＰや緊急メール配信の整備をおこない、保護者や地域への情報提供を充実させる。 

 生徒指導部…服装や挨拶指導を重視し、将来につながる指導をおこなう。学校行事の活性化や交通安全

指導を図り、充実した高校生活を実現する。 

進路指導部…生徒・保護者への情報提供に努め、個に応じた面接指導を行い、進路保障の実現を図る。 

保健相談部…個人情報の取り扱いを慎重におこない、生徒が相談しやすい環境を作る。 
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図書研修部…図書館における生徒の居場所づくりと、教職員研修の活性化を図る。 

寮務部…寮生活のルールや当番などの役割をとおして集団生活のルールや責任感をやしなう。 

農場部…基本的生活習慣の確立と、体験活動（販売活動）をとおした地域連携を図る。 

 

ⅱ平成２７年度の取り組み 

平成２７年度は「全体計画」の作成において、本校の教育活動における人権・同和教育の位置づけを明

確化するとともに、平成２６年度のふり返りをもとに、年度当初標に「人権教育の３つの視点」から目標

を設定し、各科、学年会、分掌は学校目標、各教科や部活動については自己目標評価として客観的評価が

できるようにした。そのため全教育活動が人権・同和教育の視点で実施されることとなった。 

③地域と連携した体験学習 

平成２６年度末のふり返りから、専門各科では生徒の進路実現を目標に、実習や課題研究など体験型学

習を通じて専門性を身につけさせることに加え、保育園や小・中学校、地域と連携した事業や学習を行っ

ているが、このことが、異年齢集団との接し方や人前で話す力、プレゼン能力など、個々の生徒の力を伸

ばす指導につながっていることが分かった。 

とくに「人権教育の３つの視点」を総合的に取り入れたものとして効果が高かったのが、電気科の「電

ボラ」と生物環境工学科の「花育」である。これらはいずれも３年生の課題研究で継続的に実施されてお

り、専門教科で身につけた学習を、地域で実地体験するユニークな取り組みがなされている。 

電気科の「電気と福祉」通称「電ボラ」は、電気の知識と技能を身近な実社会で活かすために、公共施

設や独居の高齢者宅を訪問して、配線や電気器具の点検・保全作業を行っている。この研究をとおして、

生徒たちは段取りどおりにはいかない実際の作業の難しさを知り、簡単な電気工事ができるようになる達

成感を得ている。さらに地域の人に喜ばれることに大きなやりがいを感じている。このように地域の人と

の関わり方を考え、地域社会で自分が役に立つ自己有用感は、将来社会貢献できる大人を育む機会となっ

ている。 

生物環境工学科の「花育」では、草花を介して小学生と交流し、生徒の社会性向上をめざしている。活

動の始まる１学期には児童との関わり方に困惑する様子が見られるが、小学校の先生方から指導を受け、

児童とも顔馴染みになると、自信を持って活動を進めていけるようになる。そしてこの交流が、高校生と

小学生の成長という相乗効果をあげている。また PDCA（plan,do,check,action）を意識した活動により、

小学校の先生方との打ち合わせ会や評価会では、回を重ねるごとに生徒の気づきや提案も増え、生徒自ら

が考える主体的性とコミュニケーション能力を高める機会となっている。 

また学年部は、１年部は各科を越えた仲間づくり、２年部は集団的規律の育成、３年部は進路実現の支

援と、成長段階に応じた目標をもとに運営されており、部活動では科や学年を越えた人間関係の構築や、

校外の人に対するふるまいなど社会性の向上にも重点が置かれた指導がおこなわれている。 

電ボラによる高齢者宅訪問             花育による小学生との交流 
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３ 研究の成果と課題 

（１）研究の成果 

①教職員の人権意識向上～自己変容を生徒対応へ 

人権・同和教育授業については、１年生でＩＣＴを活用した提示で、グループワークの時間短縮が図ら

れた。２年生の同和問題学習では、事前検討会に学年付きなど多くの教職員が参加したことで、質問や意

見が活発にかわされ、教職員自身が同和問題に向き合い学びを深めることができた。３年生では一斉授業

や班別活動とクラスの特性に合わせて展開され、就職についての授業者の思いが反映されたものとなった。

そのため生徒の感想からは概ねその時間の目標は達成できたと思われる。 

平成２６年度の校内教職員研修では、参加型研修により日頃接点のない教職員間で活発な話し合いがお

こなわれて研修が活性化した。また研修に参加できなかった教職員には、後日新たに研修日を設けたため、

校内研修の参加率 100％を達成した。平成２７年度は限られた研修時間の有効活用をめざし、講義形式や

班別活動と内容に応じた研修を企画したため、時間不足が改善された。 

またこの２年間を通じて、研究授業については生徒と教職員の感想、教職員研修については研修での気

づきや指導助言をまとめ、学期ごとにふり返りを行ったことは、教職員の共通理解を深めるのに役立った。 

 

相手の気持ちを考えて話そう           「水平社宣言」をとおして 

   

 

働くことについて考えた             差別の実態について聞く 
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②学びの保障～人権・同和教育の充実と授業改善 

平成２６年度末には全教職員が「人権教育をすすめる３つの視点」から教育活動の検証を行い、３学期

の教職員研修では、このうちの分掌について話しあった。＜資料１＞で役に立った研修として最も高い数

値となっているように、人権・同和教育の視点でのふり返りとともに、生徒の実態に合わせた話し合いができ、

本校教育活動のあり方を改めて考えることができた。 

平成２７年度の１学期には「人権・同和教育の視点をふまえた授業」として専門４学科の教員による研

究授業を実施した。教科の特性から、工業の授業には難しいのではないかという意見もあったが、グルー

プワーク、ペアワーク、ＩＣＴを取り入れた分かりやすい授業、生徒が発言しやすい環境作りなどが見ら

れた。このため教職員の感想から、どの教科にも「分かる授業」、「全員参加の授業」のための工夫は共通

するなどの気づきがあり、授業改善の進め方について考える機会になった。 

③ＰＴＡとの連携～家庭から地域との連携へ 

「ＰＴＡ活動」育成事業の指定を受けたこともあり、正副会長を中心にＰＴＡとの連携事業も積極的に

進められた。ＰＴＡ生徒育成委員会の「生徒と保護者の懇談会」では、生徒の社会性を育成する目的で保

護者と生徒だけで進められるが、平成２６・２７年度は「ふるさと益田を考える」をテーマに郷土愛につ

いて話し合われた。この時の自己紹介で、高校で成績が上がった生徒が少なからずいたことは、一人ひと

りの特性に合った学習指導による教育的効果の表れではないか、「やればできる」という自信を本校で得

て、自尊感情を高めている成果ではないかと思われる。 

またＰＴＡとの連携事業として、平成２６年度は人権・同和教育講演会「地球のステージ」を実施し、震

災や戦争の被災者の気持ちを自分に引きつけて考えるよい機会となった。しかし保護者の参加が難しい平日開

催であったため、平成２７年度はＰＴＡ行事のために、最も多くの保護者が来校する翔陽祭第１日めに開

催した。そのため、「新ちゃんのお笑い人権高座」には一般の方も含め約６０名の参観者があり、校内だ

けの人権・同和問題学習が地域と連携したものとなった。また人権・同和教育の研究授業を公開して、保

護者が学校に来やすい環境を整備するとともに、近隣の小・中学校や高校等にも公開したところ、平成２

７年度には、中学校や高校からの参観者があった。 

（２）成果を踏まえての課題 

①教職員の人権意識向上 

人権・同和教育研究授業については、授業の知識が生徒の実践力につながっているか不安が残る。授業

者には教科の特性や経験年数などの違いがあるが、生徒の心に深く浸透させるためには、授業者の知識や

人権感覚を生かし、「自身が伝えたい授業」が大切である。＜資料３＞では人権・同和教育講演会が教職

員にとって最も役に立ったものとなっているが、校外研修でも差別の現実を知る機会が多く、参加者の感

想から人権感覚向上の効果は大きい。しかし平成２６年度の参加者は４割程度であった。100％の参加を
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目標にした平成２７年度は、地域の学習会など参加しやすい機会を捉え、積極的に参加する教職員が増え

たが、７割に留まった。校外研修も大きな学びの機会であることをさらにアピールし、今後も継続的に参

加を呼びかけていきたい。 

授業の具体的な改善点としては、授業法の改善から生徒の実態を反映したものや、身近な問題から本質

へとせまる授業の内容を深める必要がある。とくに同和問題学習では「歴史で教える」観点から内容を精

選し、話し合いによる班別活動などの斬新な工夫が必要である。そして学習後も日常的な生徒の言動を観

察し、学校生活全般における指導が大切である。 

＜資料３＞ 

 

②学びの保障 

 人権・同和教育の視点を授業から全教育活動に浸透させるためには、継続的に学校評価や自己評価目標

の課題を含めて次年度の目標を設定することで、この取り組みが定着すると思われる。 

ⅰ生徒との関わり濃淡 

本校は全校生徒４００名足らずの中規模校であるが、生徒との関わりにおいて複合型専門高校であるが

ゆえの難しさがある。専門教科の教職員は同じ科の生徒中心に関わりが濃いものになる傾向があるいっぽ

う、普通科教員は学年全体や４学科すべてに広く関わっている。また本校の特色として、総合学科を中心

に外部講師が２割を占め、中には開校以来講師を務める者もおり、部活動や学校行事、資格試験なども指

導している。＜資料４＞のように、本校の教育は、専門教科、普通科、外部講師と多彩な教職員による手

厚い指導がなされるが、生徒との関わりに濃淡があると日常的な生徒指導も異なってくる。 

＜資料５＞によると生徒との関わりが深い実習や、長期的な関わりでは一人ひとりの生徒に目が行き届

き、指導もし易いことが分かる。また授業で関わらない生徒であっても、部活動や寮日直での関わりがあ

ると声をかけやすいが、何の関わりもない生徒に対しては、「互いを知らないがゆえに声をかけにくい」

が半数を超えており、全教職員での支援体制が機能しにくくなっていることが判明した。 

ⅱ基礎学力と学習支援 

進路実現は各科の目標として、教育活動において進路保障に基づく取り組みがなされているが、そのた

めには、授業を大切にする習慣づけや、正しいふるまい・規範意識向上の継続的な指導が大切である。し

1 学年検討会

2 授業の実施

3 授業の参観

4 校内教職員研修

5 校外研修

6 人権・同和教育講演会

7 人権・同和教育だより

8 その他（地域の学習会、レポート発表、校外研修案内）

9 すべて0
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２年間で人権意識の向上に役立った研修
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かしその土台には、教職員と生徒の良好な信頼関係が必要であるため、生徒との関わりにおける濃淡を解

消し、本校の長所である全教職員による支援体制を十分機能させなければならない。個々の生徒について

の情報交換と、日々の声かけなど生徒との接点を増やす工夫が必要である。 

また、ＡＤＨＤやＬＤなど特別な支援を要する生徒には、特別支援教育コーディネーターを中心に、校

内研修会で特別支援教育の理解を図り、職員会議において個々の生徒についての情報共有と、必要に応じ

た授業改善も試みられている。具体的には、ＩＣＴを活用した視覚による教材提示や、定期試験における

解答欄の工夫など、専門家の助言を得ながら、一人ひとりに応じた取り組みを行っている。今後は個別の

指導計画を作成するなど、より効果的な指導法を探究し、このような取り組みが、すべての生徒の授業理

解につながるユニバーサル授業をめざしていきたい。 

さらに経済的な支援が必要な家庭に対して、いかに保護者とつながるかという問題もある。今年度は正

副担任や事務職員、管理職との情報交換や関係機関との連携ができるようになったが、今後は専門の社会

福祉行政との連携も必要である。保護者への支援を模索し、生徒が安心して学べる環境を整えていきたい。 

 

＜資料４＞生徒を取りまく教育環境 

 

非常勤講師 

普通科 

専門教科 

☺ 

実習や進路指導を通じての関わり 

全科への関わり 

 

長期的で客観的な視点からの関わり 

 

 

＜資料５＞生徒との関わりアンケートより 
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・以前は各クラスにリーダーシップを

とる生徒がいた。 

・授業に集中できない生徒が増えた。 

・学習や資格取得にもっと意欲を出し

たらいいのに… 
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43 

30 

71 

46 
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部活動 

掃除 

委員会 

寮直 

学校行事 

資格指導 

その他 

% 

授業で関わらない生徒（他科の生徒） 

と接する機会 

72% 

21% 

7% 

何らかの関わりのある

生徒への声かけ 

 

まったく気に

ならない 

声をかけにく

い 

その他 

36% 

54% 

10% 

全く関わりのない生徒

への声かけ 

まったく気に

ならない 

声をかけにく

い 

その他 

理由 

＊全く気にならない 

・共通の目的があり、毎日接しているから 

・科は違っても、同じ翔陽の生徒だから 

＊声をかけにくい 

・生徒の状況をつかめていないから 

・科が違って普段接していない 

理由 

＊全く気にならない 

・教員であり、生徒であるから 

＊声をかけにくい 

・その生徒をよく知らないし、生徒も教員をよく知ら 

ない 

・科が違う 

・人間関係ができていない 

＊その他の関わり 

…保健室利用者や一斉服装指導など 

 


