様式１

実 践報告 資料
研究テーマ『人とのかかわりを大切にしながら、人権感覚を高め、未来を切り拓く子の育成』
研 究 内 容【 (1)、(2)、(3)、(4) 】

学校名（

たつの市立小宅小学校 ）

ア 人権教育としてのねらい
○学ぶ意欲や活用力を育て、自己についての肯定的な認識を形成するように支援する。
○人権問題を正しく認識し、認め合い、支え合い、高め合う集団作りを通して積極的に解決しようと
する意欲を高める。
○児童虐待やスマホのメールにおけるトラブル等、児童にかかわる課題解決に向けて、関係機関との
連携を図り、取組を推進する。
○人とのかかわりを大切にしながら、自立向上の精神と思いやりの心を育てる。
○家庭・地域社会との連携を深め、課題を明らかにし、一人一人を大切にした教育指導を進める。

イ 研究の概要
○人権感覚を磨き、課題解決への実践化につながる授業の創造
○個別の支援が必要な児童についての共通理解と手立ての工夫
○豊かな人間関係を構築するための特別活動の充実
○対人関係スキルを高める教育活動の充実
○児童虐待を受けた児童や問題行動を起こす児童等への支援や心のケア
○インターネット上のトラブルに対する指導と未然防止のための方策

領域

教 科

道 徳

特別活動

総合的な学習の時間

指導者

２年生担任

５年生担任

３年生担任

４年生担任
社会福祉協議会 他

実施日

10 月 23 日

11/８～12/７

12/3～12/13

９月 27 日

取組名

赤ちゃん先生プロジ
ェクト「いのち」って
すばらしい

安全なネットの使い方

福祉体験

目 標

自分のいのちは家族
や周りの人々の世話や
愛情によって大切に育
てられてきたことに気
づき、自他のいのちを
大切にしようとする意
欲を高める。

インターネットは、
大人と一緒に利用する
ことが安全につながる
ことや、約束を守るこ
との大切さに気付く。

誰もが楽しく幸せに
暮らせる町を創るため
に、体験活動を通し介
助する側・される側の
立場に立って、それぞ
れの思いを共感的にと
らえる。

資料名

指導内容
や指導方
法の工夫
等

赤ちゃんとふれ合
い、手足の大きさを比
べたり、生まれた時の
ことを聞いたりする。
ママ講師から、命が
誕生したという奇跡や
どういう思いで育てら
れているかを聞き、自
分たちの成長と照らし
合わせて、自己肯定感
を高める。

ハンセン病に対する
偏見の誤りに気づき、
誰もが安心してくらせ
る社会をめざそう
元ハンセン病患者の
人々の思いや願いを知
り、偏見の目で接する
ことの誤りに気づき、
すべての人々が住みや
すい社会にしようとす
る意欲をもつ。
「真実を知る大切さ」
（自作）
ハンセン病の症状や
当時の世間の見方、家
族のあり方などの時代
背景をおさえる。
人間回復の橋が架け
られたことや、らい予
防法が廃止されたこ
と、廃止されても差別
事象が無くならなかっ
たことなどから元患者
やその家族の思いに迫
らせる。
さらに、正しい知識
をもち、正しく判断で
きる人も増えてきてい
ることにも気づかせ、
偏見の誤りや正しい知
識をもつことの大切さ
をおさえる。

「やくそくをまもって
いれば…」
事前にインターネッ
トの利用状況について
アンケートを実施し児
童の実態を把握した。
（69％→74％）さらに
家庭学習でインターネ
ットの利便性や危険性
について保護者に聞い
たことをまとめさせ
た。
授業では、映像資料
を用い、視覚的にとら
えやすくさせる。さら
に家庭学習で調べたこ
とを発表し、交流させ
る。

６講座を開設し、そ
の中から２講座を選択
し体験する。
「親子ふれあい」の
行事と兼ねることによ
り、保護者が子どもと
一緒に福祉体験を行う
ことで、家庭でも福祉
のことを話すきっかけ
作りとなるとよいと考
えている。
体験後には感想や今
後に生かしたいことを
書き、発表させる。

ア 人権教育としてのねらい
○学ぶ意欲や活用力を育て、自己についての肯定的な認識を形成するように支援する。
○人権問題を正しく認識し、認め合い、支え合い、高め合う集団作りを通して積極的に解決しようと
する意欲を高める。
○児童虐待やスマホのメールにおけるトラブル等、児童にかかわる課題解決に向けて、関係機関との
連携を図り、取組を推進する。
○人とのかかわりを大切にしながら、自立向上の精神と思いやりの心を育てる。
○家庭・地域社会との連携を深め、課題を明らかにし、一人一人を大切にした教育指導を進める。

イ 研究の概要
○人権感覚を磨き、課題解決への実践化につながる授業の創造
○個別の支援が必要な児童についての共通理解と手立ての工夫
○豊かな人間関係を構築するための特別活動の充実
○対人関係スキルを高める教育活動の充実
○児童虐待を受けた児童や問題行動を起こす児童等への支援や心のケア
○インターネット上のトラブルに対する指導と未然防止のための方策

領域

特別活動

特別活動

道徳

指導者

ＫＤＤＩ認定講師

６年生担任
推進教員

５年生担任

実施日

７月 10 日

12 月 17,18,19 日

２月６,７,８日

取組名

スマホ・ケータイ
人権教室

写真の投稿

スマホ等にかか
わるトラブルや事
件の事例を知り人
権意識を高めると
ともに自らの判断
でリスクを回避す
る能力を身につけ
させる。

スマホで撮った写真
には個人情報に結びつ
く情報がたくさん含ま
れており、ネットに写
真を投稿する時には、
内容をよく考えて投稿
する必要があることを
理解する。

目標

資料名

指導内容や
指導方法の
工夫等

５・６年生、283
人を対象に行った。
小・中学生に起こ
りやすいトラブル
事例を、児童が実感
できるように動画
や実際の「LINE」の
画面を使って紹介
する。
視聴後、問題につ
いて児童同士が話
し合う時間をとり、
自分事として捉え
られるようにする。
ス マホ等の 管理
や相手の人権を意
識した正しい使い
方、トラブルに巻き
込まれないための
方策について、具体
的な説明をする。

食肉センターで働く
方の思いや願いから学
ぶ
食肉センターで働く
方の思いや願いを知
り，食肉に関わる仕事
が命をつなぐ大切な仕
事であることに気づか
せるとともに，食肉産
業の正しい理解を図
る。

「私の写真、誰が見て
いるの」（事例で学ぶ
Net モラル）

「いのちをいただく
みいちゃんがお肉にな
る日」

SNS について知って
いることなどを確認し
てから映像資料を視聴
する。
視聴後、安易な気持
ちでアップロードした
ことで起こりうる危険
性について話し合う。
そこからどのような事
柄に気をつけなければ
いけないかについて考
えさせる。
さらに、安易な気持
ちで SNS をアップした
実際の事例から一時の
行為が自分の将来まで
左右する事もあること
をおさえる。

前時に食肉センター
の方に来て頂き、お仕
事について教えてもら
った。
本時では、絵本『い
のちをいただく』を使
って授業を行った。主
人公の仕事に対する姿
勢や、牛の命を解くこ
とへの想いにせまらせ
る。食肉に関わる方々
の仕事への責任感や使
命感と命の尊さを認識
させることで，食肉産
業への正しい理解を図
り，将来に向けて偏見
や差別をはねのける判
断力と実践力の素地を
養わさせる。

