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１．主題設定の理由 

 （１）人権・同和教育の動向から 

   「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成２８年１２月に施行された。この法律は、全ての

国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落

差別のない社会を実現することを目的としている。学校教育においてもこの法律の趣旨を踏まえ、

人権教育・推進を図っていこうとしている。 

   また、「福岡県人権教育推進プラン・人権教育指導者用手引き」（平成２１年３月）には、人権の

理念の理解について次のように述べられている。 

    

 

 

 

   また、「人権教育の指導方法等の在り方について(第３次とりまとめ)」（平成２０年３月）では、

学校における人権教育の目標が次のように述べられている。 

 

 

 

 

 

   このように児童生徒の人権感覚を健全に育んでいくための「学習活動づくり」や「人間関係づく

り」と「環境づくり」とが一体となった、学校全体としての取組が望まれている。 

   これらをふまえ、本市では平成２１年３月に「久留米市人権教育・啓発基本方針」に基づく実施

計画が作成され、人権が尊重される社会の実現を目指して取り組みがなされている。 

   さらに、これらをふまえ諏訪中校区人権・同和教育プランでは諏訪中校区の３小学校（金丸小、

西国分小、日吉小）と中学校では、「すべての子どもが安心して楽しく学べる学校区をつくろう～子

どもの実態をもとにして、小小・小中の連携を深めよう～」をテーマにして授業実践交流やレポー

ト交流、学習会を全員学習に位置づけ、４校が共に学習する場を広げ子ども達に確かな人権感覚を

身につけた人づくりをめざそうとしている。 

   このことから、本校においても児童の実態をふまえ、確かな人権感覚を身につけた児童を育成す

ることが必要である。 

 （２）学校教育目標から 

H28 年度より久留米市新総合計画「市民一人ひとりが輝く都市久留米」をもとに『一人ひとりを

大切にした未来を担う人づくり』への取り組みとして「学力の向上、特色ある教育」が設定された。

子どもが生き生きと参加する授業づくり 

～自分の考えをもち、共に学び、高め合う学習過程の工夫を通して～ 

 自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任

を自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、「『人権共存』の考え方」として、

理解する 

 一人ひとりの児童生徒が、その発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理

解し、「自分の大切さと共に他の人の大切さを認めること」ができるようになり、それが

様々な場面や状況での具体的な態度や行動に表れるとともに、人権が尊重される社会づく

りに向けた行動につながるようにすること。 



 

学年 とても 少し あまり まったく

３年 45.2 33.0 13.1 8.7

４年 32.2 37.4 19.3 11.1

５年 21.6 37.1 26.5 14.8

６年 14.5 35.8 31.4 18.3

平均 28.4 35.8 22.6 13.2

35.8%64.2%

自分のことが好きである

これを受け、本校の教育目標「豊かな心を持ち、自ら考え、自ら判断し、自ら行動する子どもの育

成」を目指す。さらに本年度の重点として「子どもの主体的で深い学びを育む安心・安全な教育活

動の展開」をめざし、基礎・基本と思考力・判断力・表現力の育成や自他の生命や他者を尊重する

意志や実践力の育成を課題としている。このことから、本研究を進めることは、自ら考えを持ち、

友だちとの関わりを通してさらに考えを深め共に学び合うことにつながり、本校の教育目標を達成

していく上でも意義があると考える。 

 （３）本校児童の実態から 

     本校児童は、明るく素直で、友だちと仲良く学習活動や学校行事などで大変積極的に取り組んで

いる。 

本校で実施した平成２８年度久留米市学力・生活実態調査によると、「学校に行くのは楽しいで

すか」の問いに対し、「学校へ行くのはとても楽しいはまたは少し楽しい」と選択した子どもは全

体の約８５％と大変高く、学校生活に満足し、充実した日々を送っていることがわかる。しかし、

「自分のことが好きですか」という問いに対しては、「あまり好きではない・まったく好きではな

い」と答えた子どもが約３５．８％おり、学校生活を楽しく過ごしているにもかかわらず自尊感情

が低い子どもが多いことが分かる。このように、自分に自信を持てず積極的に自分の気持ちや思い

を表現できていない子どもも多いことが推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成 28 年度の全国学力調査によると、全体的な国語の学力は全国平均を大きく上回って 

おり、基礎・基本的な学力は身についている子どもが多い。学習塾や習い事に通う子どもの率も高

く学習習慣が身についている子どもが多いことが挙げられる。しかし、一方では学習理解が十分で

ない子どももおり、その差が大きいことが課題となっている。このことから、本研究を進めること

は、子どもたち同士が自分の考えや思いを互いに認め合いながら共に学ぶことで自尊感情を高めて

いくことができると考え、それは、子どもたちの主体的で深い学びを育んでいくにもつながってい

くと考える。 

（４）保護者の願いから 

   学校評価アンケートから、「どんな子に育ってほしいですか」の問いに対し、「明るく、友だち 

と仲良くする子ども」という願いが大変多い。これらを踏まえて、小学校、家庭、地域との連携

をより一層深めながら、自尊感情を高め友だちとの関わりを深める授業作りを取り組んでいく必

要がある。 

学年 とても 少し あまり まったく

３年 56.4 33.0 8.0 2.6

４年 49.2 36.0 11.3 3.5

５年 44.3 41.0 11.1 3.6

６年 45.5 37.8 12.1 4.6

平均 48.9 37.0 10.6 3.6

学校へ行くのは楽しい

85.9% 14.2%



 

 

２ 主題の意味 

（１）「子どもが生き生きする」とは 

   子どもが生き生きするとは、「私はこれでいいんだ」「私は大切な存在だ」と感じる自尊感情が 

高まっていることである。 

子どもが生き生きするためには、自分に自信を持つことと他者に認められることが大切である。

そのためには、課題に対し「私はこう考える」と自分の考えを持てる必要がある。自分の考えが持

てると自信につながる。子ども達が「～できるようになろう」という目的を持ちことで、自ら進ん

で課題を解決しようとすることができると考える。また、自分の考えが持てたとき、「君はそう考え

たんだね」「私もそう思うよ」「いい考えだね」など、他者に受け入れてもらえるとさらに自己有用

感が高まり、自尊感情が高まっていくと考える。 

（２）「生き生きと参加する授業」とは 

    

 

 

子どもが生き生きと参加するとは、

目的意識や課題解決の視点をもって考

えをつくり、積極的に表現することで

あるが、その過程において友だちと交

流することを通してそれぞれの考えの

ズレに対して吟味し内容に対して深く

考え整理していく。その結果、一人ひ

とりの考えが初めの考えより深まって

いく。このように考えが深まっていく

過程で、互いの考えを認め合い、共に

高まっていこうという気持ちも深まる。

このような過程を繰り返すことにより、

学ぶ意欲や学び方、学ぶ力が育まれ、子どもは生き生きと学ぶことができ自尊感情を高めていくと

考える。 

本研究では、このように他者とのつながりの中で次のような「学ぶ意欲」「学び方」「表現力」を

身につけ生き生きと授業に参加する子どもを育てることをめざし、自尊感情を高めていくことをね

らいとする。 

生き生きと参加する授業とは、目的意識や課題解決の視点をもって考え、その課題解決の過程 

で友だちと考えの同じ点や違う点等を認め合いながら課題に対するよりよい考えをつくり、自信 

を持って表現することができる授業である。 

 



 

 

３ 副主題の意味    

（１）「自分の考えをもつ」とは、 

 

    

 

  自分の考えを持つためには、課題に対し「～を考えればいいんだな」や「～こんな方法で考えよ

う」などの考える視点を明確に持つことが大切である。目的意識や視点を明確になったとき、子ど

も達は考えを持つために言葉の意味や働き、思いや願いなどに着目しながら必要な情報を取り出す

ことができる。また、取り出した情報を比較したり付加修正したりする適切な思考方法により自分

の考えを深め、表現することができると考える。 

（２）「共に学び、高め合う学習過程」とは 

   

 

 

 

共に学び、高め合うためには、まず、自分の考えを持つことが大切である。しかし、一人ひとり

だけの考えでは、不十分であったり時には独りよがりなものであったりすることがある。そこで、

友だちの多種多様な考えに触れることで、「自分と同じ考えだな」「○○が自分とは違うな」「もっと

いい考えがある」など、互いの見方や考え方をつないでいき、自分の考えをより高めていくことが

できるようになる。そのために本研究で

は、まず、明確な視点や見通しをもって

考えることを『自己活動』と位置づけ、

それぞれが考えを持つようにする。そし

て、そこで作った見方や考え方を他者（小

集団）と交流する『比較検討活動』を行

い、それぞれの考えを比較したり付加修

正したりして考えの共有を図る。さらに、

それを全体で共有することでさらに考え

を高め、表現していく『再構成活動』を

行う。この一連の活動を取り入れた授業を「互いの見方や考え方をつなぎ、深める授業」と捉える。 

自分の考えを持つとは、課題に対しこれまでの経験や知恵を働かせ、見通しを持って思考し、 

取り入れた情報から課題に対する自分の考えを構築することである。 

 

共に学び、高め合うとは、自分の考えを友だちと共有し、考えの同じ点や違う点等を認め合い

ながら課題に対するよりよい考えをつくり、自信を持って言葉などで表現していく学習過程のこ

とである。 



 

 

４ 研究の目標 

 

 

 

 

５ 研究の仮説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 研究の具体的構想 

（１）交流活動の工夫 

   子どもたちが主体的に考えを持つためにはその視点を明確にし、他者と考えを共有し同じ点や違

う点を比べて考えを再構成して高めていくことが大切である。そのために工夫する 3 つの点を挙げ

る。 

  ①考えの見通しを持たせる発問の工夫 

    とらえさせたい内容の中心に迫るためには、考えの視点や思考方法に目を向けさせる発問が重

要である。一単位時間の中心となる発問には、導入時に考えの視点や思考方法を見出させる発問

と展開時に再度視点や思考方法に目を向けて考えを再構成させる発問があると考える。 

   ○導入時に考えの視点や思考方法を見出させる発問 

     一単位時間が一つの考えの視点と思考方法で貫かれるためには、初めの子どもの考えの見通 

 しの意識付けが大切になる。そこで、考えの視点や思考方法を子ども達に考えさせていくため 

の発問として、以下のような観点で発問を工夫する。 

 

 

 

 

 

   ○展開時に再度視点に目を向けて考えを再構成させる発問 

     また、一単位時間に内容の中心に迫るためには、子どもが再度視点に目を向けて考えを再構 

成する必要がある場合がある。そこで、以下のような観点で発問を工夫する。 

 

 

 

視点や思考方法に目を向ける発問の例 

○何に着目すれば課題を解決できるかを問う。 

○どんな方法で考えれば課題を解決できるかを問う。 

○比較対象やその根拠をもとに答えられる問い。 

国語、人権・部落問題学習の学習において、以下の２点の視点をもって学習過程の工夫を行えば、子

どもが生き生きと授業に参加することができるであろう。 

(1)交流活動の工夫 

○考えの視点を持たせる発問の工夫 

○可視化ツールの工夫 

○グループ構成 

 (2)自尊感情を高め、自己理解・他者理解につなげる日常的な取り組み 

子どもが生き生きと参加する授業を展開するために、自分の考えをもち、共に学び、高め合う学習過程

の工夫を究明する。 



 

 

 

 

 

 

②可視化ツールの工夫 

      可視化ツールは、考えの見通しを持つ手がかりになる働きと、考えを分かりやすく表現し 

たりまとめたりする働きの 2 通りがあると考える。可視化することにより言葉や思いがより 

確かなものになる。 

     ○考えの見通しを持つ手がかりにするための可視化ツール 

       主に導入時に提示する可視化ツールである。 物語文では心の変容を心情曲線で可視化 

し、その変化に様子を読みの視点にしたり、比較検討する絵や図を提示して違いに気づか 

せ、それをもとに読みの視点や思考方法をみつけたりする。説明文では、段落カードを操 

作して順序の入れ替えや事例の段落を外すなど、段落相互の関係に目を向けさせて読みの 

視点や思考方法を見付けさせることが考えられる。 

      

 

 

 

 

 

 

 

○視点に目を向け、考えをまとめる可視化ツール 

       主に展開、終末時に活用する可視化ツールである。物語文では、一人読みで登場人物の 

気持ちを心の物差しやハート図、マトリクス図で表したり音読の仕方をマトリクス図であ 

らわしたりする。また、説明文では既習経験と読み取ったことをイメージ図で関係づけた 

り分類表にまとめたりする。また、比較検討活動や再構成活動に於いても出された考えを 

まとめて心情曲線に表したり、段落カードを操作したり分類表にまとめたりしながら読み 

取った内容を可視化することが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再度視点に目を向けて考えを再構成させる発問 

○複数出された考えを吟味するために、着目する視点を問う。 

○複数出された考えをもとに結論を出したり、まとめたりす

る考えを問う。 



 

    ③グループ構成の工夫 

      交流活動の活性化を図るため、学年の発達段階や学習内容に応じて交流のグループ構成を 

ペア交流、小グループ交流、全体交流と工夫する必要がある。そのような交流活動を次のよ 

うな学習過程に位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自尊感情を高め、自己理解・他者理解につなげる日常的な取り組み 

     自分に自信を持つことと他者に認められていることを感じ、自尊感情を高めるために、日常 

的に自己理解や他者理解につなげる次のような取り組みを行う。 

○ 子ども理解のための実態調査 

○ 学級の子どもたちがつながるための学級活動 

○ 家庭・地域との連携 

     

段階 学習活動 支援の工夫（◎発問の工夫、☆可視化ツールの工夫）

つ １．学習のめあて

く 　をつかむ。 　◎　学習のめあてのつなげる発問

る 　☆視点を見つける手掛かりにする。

さ ２．自分の考えを

ぐ 　もつ。 　◎　視点、思考方法を明確にする発問

る 自己活動 　☆　考えるを明確にする。

　 ３．交流し、考えを

　 　共有する。 　◎　交流の視点を明確にする発問

ふ 比較検討活動 　☆　視点に目を向け、考えをまとめる　

か

め

る

再構成活動 　◎　再度視点に目を向ける発問

　☆　再度視点に目を向ける

　☆　考えをまとめる

い ４．高まった読み

か 　表現する。 　☆　高まった自分の考えをまとめる

す

全体交流

ペア交流 グループ交流

全体交流

ペア交流 グループ交流全体交流



 

７ 研究構想 

８ 研究推進組織 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

◎ 確認事項 

H29 学園コミュニティ代表授業・レポート等   人権・同和教育実践研究事業 

 ○第３回学園コミュニティ授業公開       ○1 年次報告会授業（2 本） 

  （人権・部落問題学習部会）          ・学力保障 

 ○第５回学園コミュニティ代表レポート      ・人権部落問題学習 

 ○教育課題の取り組み実践レポート 

校 内 研 修 

研究・調査・環境・部会 

 
○渕上 

○豊田（低学年） 

○出田（中学年） 

○入部（高学年） 

○西村（高学年） 

 

研究推進委員会 

○日高 

○香月 

○末安（低学年） 

○武井（中学年） 

○髙倉（高学年） 

 


