
平成２７・２８年度 東京都教育委員会人権尊重教育推進校 １年次まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分を大切にし、人を思いやることのできる児童の育成 

～自己肯定感を高める活動を通して～ 

福生市立福生第六小学校 
〒197-0012 東京都福生市加美平１-９-１       

ＴＥＬ ０４２－５５１－０７５３  ＦＡＸ ０４２－５３０－７４４５            

ホームページ http://plala.or.jp/fussa-6e/ 

はじめに                        

ま                                校長 猿田 恵一    ま                                             

ま本校はこれまで人権教育を重要な課題として捉え、学校教育全体の中で、様々な創意工夫をしながら実践を行って

きました。その中で児童の実態を踏まえた人権教育が必ずしも十分ではないという課題意識をもちました。    ま

ま人権尊重教育推進校の指定を受けるに当たり、本校の人権教育について改めて検討しました。人権教育の基盤とし

て「自己肯定感」に関する調査を行い、人権教育における本校の３本の柱として「意欲の向上」「互いの認め合い」「人権

や人権課題の理解」の分科会を設定し、さらに各分科会において授業実践を基に研究を進めました。理科など、これま

で人権教育としての取組が本校では十分とは言えなかった教科についても取り組みました。今年度の実践から人権教

育の視点を明確に設定した指導は、児童の関心・意欲・態度に良い影響をもたらし学習効果を高めるなど、人権教育の

視点の達成に資することがうかがえました。また保護者や地域の方々と子供の人権について協議する場として人権懇

談会を実施しました。                                              

ま研究・実践はまだ初年度を終えるところです。さらに研究を進めると同時に、研究のとりまとめが大きな課題となりま

す。皆様の御助言、御支援をお願いいたします。                             ま

ま結びになりますが、本年度本校の研究のために御多用の中、親身になった御指導をいただきました、玉川大学客員教

授 後藤 忠 先生に心から感謝申し上げます。さらにこのような研究の機会を与え、支えてくださいました東京都教育

委員会、福生市教育委員会の皆様に感謝申し上げます。 



研究実践の概要  

 福生六小の児童の実態  

○児童は明るく、素直で、分け隔てなく接することができる。                             

○地域柄、日常的に外国人と接する機会が多い。                         

○困難な状況への対応に課題があり、苦手なことに対してあきらめてしまうことがある。               

○他の児童の言動を許容できず、トラブルにつながることがある。 

人権教育を推進していく上で、他の人の言動を許容できる児童を育成していく必要があると感じ

ました。そこで児童の自己肯定感に注目して「児童の自己肯定感を向上させることで、自分を大切に

することができる。そうすることで周囲の人とも余裕をもって接することができるようになり、自分

と同様に他の人に対しても大切にしていくことができるのではないか。」と考えました。 

研究の進め方  

研究を進めていくにあたり、児童  

の自己肯定感を高め、人権意識を高

めていくために          

 
が基盤となると考えました。 

 

目指す児童像「自分や人の良さ

に気付き、互いに認め合うことがで

きる子」を達成するためには 

  

  

が必要です。 
 

さらに自己肯定感を向上させ、 

人権意識を育むために、人権教育

を通じて育てたい資質・能力の３つ

の側面（知識的側面、価値的・態度

的側面、技能的側面）を基にして 

 
 

の 3点を「３本の柱」として設定  

し、この視点で分科会を設け、研究

を進めました。 

 

◎児童の実態把握        

◎教員の人権意識の向上    

◎授業の充実             

◎日常的な取組の充実              

◎校内環境の整備 

   

○人権や人権課題の理解          

○意欲の向上            

○互いの認め合い 

   



児童の実態の把握  

自尊感情測定尺度（東京都版）の活用  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員の人権意識の向上  

人権意識向上のための研修会  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

教員自身が人権尊重の理念を十分に理解するために、計画的に研修を行いました。下記以外にも

各分科会でのグループワーク等を行い、教員の人権意識や人権感覚の向上を目指しました。 

○人権啓発センターの講師による

研修会     （８月２４日） 

東京都人権啓発センターから講

師を派遣していただきました。   

ま東京都における人権課題（子供、

同和問題、外国人、路上生活者な

ど）について、映像を交えながら詳

しく説明をしていただきました。 

○通級指導学級による研修会 
（１１月４日） 

本校通級指導学級の担任を講師

として児童との向き合い方につい

て研修をしました。       

まソーシャルスキルトレーニングや

セルフコントロールといった具体的

な指導や児童に接する際の留意点

等、模擬授業を通して学びました。 

○年間講師による研修会     
（５月３０日、７月１６日、１２月２４日） 

玉川大学客員教授の後藤 忠 先

生に年間講師をお願いしています。

人権教育のあり方や道徳の学習につ

いて、御教授いただき、「児童に寄り

添って考えていくことが、大切であ

る」と御指導いただきました。 

 

児童の自尊感情や自己肯定感の傾向を把握す

るために、自尊感情測定尺度（東京都版）の自己

評価シートを活用しています。アンケートに答える

ことでレーダーチャートによる 3 観点の傾向で把

握することができます。 

 

本校では学期に一度行い、児童の自尊感情や自己肯

定感の傾向を把握して指導に活用していきます。   

ま本校の傾向として、全体的に見ると 3観点は安定して

います。個人一人一人で見てみると、三角形の偏りや小

さいものもありました。シートを参考にしながら日々の児

童の変容を注意深く捉え、指導に生かしていきます。 

平成 27 年 9 月末実施 

全校児童平均値を算出 



授業の充実 

人権理解分科会  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意欲向上分科会  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５学年 理科「振り子の動き」（ 普遍的な視点からの取組 ） 

《単元の目標》 おもりを使い、おもりの重さや振り子の長さなどを変えて振り子の動く様子を調べ、振り子の運

動の規則性について考えをもつことができるようにする。 

《人権教育の視点》 自分で問題を発見する力や見つけた問題につ
いて筋道を立て解決しようとする態度、より客観的に物事を捉えよ
うとする態度を育み、科学的な見方や考え方を養う。 

《児童の変容》 問題解決の過程を丁寧に示し、そして何度も繰り返
し行うことによって、筋道を立てて考えようとする児童が増えてき
ました。また自分で行った実験結果だけではなく、他の班の実験結
果も踏まえて考えさせることによって、より客観的に物事を判断し
ようとする態度も多くの児童から見られるようになってきました。 

【分科会について】                                        

ま「自分ができること、自分の良さ」に気付かせ、学校生活への意欲を向上させていきます。         

「意欲をもって取り組む→できた！を実感→達成感を味わう→さらなる意欲をもって取り組む」といった「意欲

のスパイラル」を育んでいき、児童の自己肯定感を向上させていきます。そのことによって児童一人一人、心に

ゆとりが生まれ、他の人を思いやり、自他共に大切にする児童を育成することができると考えました。 

第６学年 総合的な学習の時間「共に生きるまちをめざして」                             
（個別的な視点からの取組 人権課題「外国人」 ） 

《単元の目標》 日本に住む外国人との交流や外国人が住みやすくなるために福生市の取組を知る活動などを

通して、共に生きていこうとする態度を育む。 

《人権教育の視点》 外国人との交流から、日本で困っていることを

知り、福生市の施策を調べたり、提言をしたりすることにより、偏見や

差別意識をもつことなく、共に生きていこうとする態度を育てる。 

《児童の変容》                       

ま一般財団法人 青少年国際交流推進センターの国際理解教育支援プロ

グラムを通じて、ブラジルのヒカルド・マチャさんとエジプトのアハメド・ヒ

ガブさんをお招きしました。祖国の文化を紹介していただく中で、日本で

暮らしていてよかったこと、うれしかったことの他に、不満に思っている

こと、困っていることも教えていただきました。子供たちは二人の話を真

剣に聞き、「外国人への偏見や差別は絶対にいけないこと」「どんな人に

対しても同様に接することが大切である」等、共に生きていこうと考え

る児童が増えました。 

【分科会について】                                           

真児童が人権の意義・内容や重要性について理解して、自分と同様に他の人の人権の大切さを知り、守っていこうと

する心情を育んでいきます。更に高学年では、人権課題についての正しい知識をもち、理解を深めながら「偏見や差

別は絶対してはいけない」という心情や態度を育んでいきます。児童の発達の段階に応じた人権教育を通じて資質・

能力を各学年で計画的に育んでいきます。 



 

互いの認め合い分科会  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体験学習の充実 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２学年 学級活動「あたたかい言葉かけ」（普遍的な視点からの取組） 

《本時の目標》 友達と仲良く楽しく過ごす心地よさを知り、あたたかい言葉かけができるようにする。 

《人権教育の視点》 あたたかい言葉かけを考え、その言葉をやりとり

する活動を通して、自他を大切にしようとする意欲や態度を育成する。 

《児童の変容》                         

ま「仲間に入りたいけど言えない子に、どう言葉かけをするか」を考え

ました。活動を通して、あたたかい言葉かけをする大切さを学びました。

友達の言動に関心をもつようになりました。また、自分の言動が友達に

聞かれていること、見られていることを意識できるようになりました。

相手の気持ちをくもうとしたり、相手の意見を聞こうとしたりする態度

が見られるようになってきました。 

【分科会について】                                        

ま互いのよさを認め合うことで、自他の価値に気付き、大切にしていこうとする心情を育んでいきます。     

まよりよい人間関係のもと、一人一人の思いや願いが尊重され、互いに心の結びつきを強くする集団を育むこ

とによって、自分の考えや行動に価値を見出し、自己肯定感を向上させていきます。そのことによって他の人へ

の「許容する心」が育まれ、さらに自らよりよい関係を築いていこうとするのではないかと考えました。 

授業研究を進めると共に、ゲストティーチャーによる体験授業を充実させ、児童が人権や人権課

題について考えることで、児童の人権意識・人権感覚を向上させていきます。 

○盲導犬ふれあい講演会 （対象 全学年） 

東京都人権啓発センターの人権問題体験学習

会より、盲導犬ユーザ－の方をお招きして、実体験

から様々なお話を伺いました。障害の有無にかか

わらず、お互いに尊重し合って共に生きる大切さ

を学習しました。 

○人権擁護委員による出前授業          
「どちらかというと・・・？」 （対象 第 3 学年）   

「いーれて」       （対象 第 2 学年） 

人権擁護委員の方と教材研究を何度も重ね、児童

の実態に応じた人権に関するテーマでワークショップ

形式の学習を行いました。保護者や地域の方々にも

知っていただくために、土曜日の学校公開日に行いま

した。 



日常的な取組の充実・校内環境の整備  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題  

◎人権教育の視点を取り入れて授業を行ったことで、よりよい関係を築くために自分の言動を改善し

ていこうと考える児童が増えました。それを日常で実践できるように、継続して指導していきます。 

◎人権教育プログラムを参考に、人権教育の全体計画や年間指導計画を改善することができました。

次年度実践していく中で、児童の実態に合わせて更に改善し、実践していきます。 

◎今年度の授業研究では、普段の授業で人権教育を行っていくことの大切さを教員間で確認できまし

た。次年度は人権課題に関する指導を更に充実させ、各学年で発達の段階に応じた指導ができるよ

うに研究を進めていきます。 

◎様々な講師の先生の御指導により、教員の人権意識が向上してきました。次年度も計画的に研修を

行い、教員一人一人が人権尊重の理念を常に意識できるようにしていきます。 

◎人権擁護委員や地域の方々に御協力いただき、日常的な取組を更に充実させていき、児童の人権

意識を向上させていきます。 

 

人権意識の向上、意欲向上を促すために日常的な取組の充実、校内環境の整備に取り組みました。 

○知識の階段（九九、世界の挨拶等）  

  児童の意欲の向上

や関心を引き出せる

ように、階段に掲示を

しています。「九九の

階段」「世界の挨拶の

階段」など行いまし

た。 

 

○いじめ防止標語の取組            ま

ま「いじめは、相手の

人権を傷付ける絶対

にしてはいけないこ

と」という思いを標語

にしました。全校で取

り組み、掲示しました。 

 

○たてわり班活動                

ま集会の時間に異学年

交流を行っています。

ゲーム等を通してどの

学年の友達ともお互い

を思いやって活動でき

るようにすることをね

らいとして、行っていま

す。 

○挨拶運動 

 言葉を交わすこと

の心地よさを実感で

きるように登校時間

に六年生を中心にし

て、挨拶運動を行っ

ています。 

校長 猿田　恵一 3年2組 清原　光世 音楽 丸山　美奈子 通級担任 松田　花菜

副校長 松下　正代 4年1組 ○曽我石　美佳子 図工 篠原　真帆 産休代替 眞壁　百合

1年1組 ○山岸　俊恵 4年2組 丸尾　啓子 算数少人数 ○西本　充利 育休代替 小池　秋緒

1年2組 古山　優志 5年1組 中島　惠大 養護 木村　円 非常勤講師 志村　栄一

1年3組 宮下　真紀子 5年2組 ○小島　章宏 通級担任 ◎井龍　啓 非常勤講師 武井　明子

2年1組 関　奈巳 6年1組 ○古井　進 通級担任 内野　豊 都事務 木村　浩二

2年2組 農上　智美 6年2組 山上　雅子 通級担任 北村　美子 市事務 野島　美智子

2年3組 ○本間　翠 6年3組 小林　俊介 通級担任 ○野村　雄一郎 用務 長谷部　稔

3年1組 ○渡部　幹夫 （◎は研究主任、○は研究推進委員）

研究に携わった本校職員

御指導いただいた講師の先生                                    

玉川大学教師教育リサーチセンター客員教授 後藤 忠 先生 


