
 

 

研究指定校名 ： 鳥取市立久松小学校 

１． 学校の概要 

学校名 鳥取市立久松小学校 

学級数 １４学級（うち特別支援学級：３学級） 

児童生徒数 全児童数：２５４人（平成３１年１月３１日現在） 

ＵＲＬ http://www.torikyo.ed.jp/kyusyo-e/ 

２．調査研究のテーマ 

（１）調査研究のテーマ 

「進んで他者と関わり問い続けることで自己実現を図る子どもの育成」 

   ～協働的問題解決力の育成と自分らしさの追求に視点をあてた特別活動と道徳の授業づくり～ 

（２）調査研究のテーマを設定した背景 

本校は、県庁、市役所、裁判所、法務局などが立ち並ぶ鳥取市の中心部に位置しており、現在の児童数は

２６７名（平成３０年１月４日現在）である。夏休みには、保護者、地域、公民館等が協力して、本校児童

を対象にした「久松わくわく体験講座」を１３講座開催するなど、地域の教育力は高い。半面、本校児童の

特徴として、一人一人の能力、意欲は高いものの、「つながる力」が希薄な面がある。したがって、児童同

士がトラブルになった場合、自分たちで解決することができず、教師に頼ることが多い。 

   本校は、こうした課題に対し、学校教育目標を平成２８年度「つながる力の育成」、平成２９年度「挑み 

関わり 究める 久松の子の育成」とし、「学びづくり部」「仲間づくり部」「こころと体づくり部」の３

つの部で人権教育の視点を含めた具体目標を設定し取組を行ってきた。 

   「学びづくり部」では、研究推進として協働的問題解決力の育成に向け、友達との関わりと自己変容を意

識した授業改善に取り組んできた。また、「仲間づくり部」では、学級、学年、全校でのイベントを児童の

話合いにより実現させる活動を通して、課題を主体的に解決しようとする児童を育てるように取り組んでき

た。さらに、良好な人間関係づくりのために、「アセス」（児童の抱えている問題を客観的に情報収集する

調査）による実態把握や「アドジャン」(好ましい人間関係づくりのために行うエクササイズ)を実施してき

た。また、「こころと体づくり部」では、月1回の学校生活アンケート・面談を実施し、児童の不安の解消

や「自己肯定感」の高揚、いじめの未然防止、早期発見に努めてきた。 

   平成２９年１２月末に行った児童アンケートでは、「いじめはどんなことがあってもいけないことだと思

う」「授業の中で、自分の考えを進んで発表している」「人の役に立つ人間になりたい」「みんなで何かを

やり遂げてうれしかったことがある」という問いに対する肯定的な回答の割合は９０％以上であった。 

しかし、「自分にはよいところがある（84.8％）」「友達の考えのよさに気づいたりすることができる(87.1

％)」「話合い活動で、自分と違う意見や少ない意見のよさも取り入れながら、話合いに参加している（75.3

％）」「学校生活での問題に気づき、直すための意見を言う（74.9％）」という問いに対する肯定的な回答

の割合は低く、「自己肯定感」「他者との関わり」「コミュニケーション能力」「協働的問題解決力」等に

課題があると言える。これは、「人権教育の指導方法等の在り方について[三次とりまとめ]」において、人

権教育の理念を「自分の大切さと共に他の人の大切さを認めること」とし、人権教育を通じて育てたい資質

･能力として示している内容と重なるところが多い。 

また、本校のいじめの認知件数は平成２８年度０件である。これは、いじめを生まない、見逃さない学級

づくりや児童の実態把握、早期対応などの取組があってのことであるが、上記の実態から本校でもいじめは

起こりうるという認識を持っている。 

 これらの課題と昨年度の研究の成果を踏まえ、今年度の研究のテーマを設定し、取組を進めたい。    

（３）取り組む人権課題（該当するものに○印。複数選択可） 

①女性  

②子供 ○ 

③高齢者  

④障害者  

⑤同和問題  

⑥アイヌの人  々  



 

 

⑦外国人  

⑧HIV感染者・ハンセン病患者等  

⑨刑を終えて出所した人  

⑩犯罪被害者等  

⑪インターネットによる人権侵害  

⑫北朝鮮当局による拉致問題等  

⑬いじめ 〇 

⑭性的指向、性自認  

⑮その他（    ）  

３．調査研究の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関係協力機関＞ 〇鳥取県教育委員会 〇鳥取市教育委員会 

 

４．調査研究の内容等 

（１）調査研究の内容等 

 （現状の分析と課題） 

  平成２９年１２月実施の学校評価児童アンケート結果は、以下のとおりである。 

  ・いじめはどんなことがあってもいけないことだと思う（97.8%） 

・話合い活動で、自分と違う意見や少ない意見のよさも取り入れながら、話合いに参加している（75.3％） 

・友達の考えのよさに気づいたりすることができる(87.1％) 

・学校生活での問題に気づき、直すための意見を言う（74.9％） 

・自分にはよいところがある（84.8％） 

・家の人と将来の夢について話すことがある(71.9%) 

これらの結果から、本校の課題として、いじめへの正しい認識は高いものの、「他者との関わりやコミュニ

ケーション能力」「協働的問題解決力」の育成、「自己肯定感」の高揚や「キャリア形成支援」を図る必要が

ある。 

 （調査研究の内容） 

〇道徳科の学習を重点とした、「協働的問題解決力」を育成する授業づくり 

    学びのスタイル「きゅうしょう学び」（きゅっとつかむ、うーんと考える、しょうめいする、うんとう

なずく「協働的問題解決学習」）による自己の考えと他者の考えの「比較」「関係づけ」を意識した学

習を展開することで、一人一人が「他者との関わりによる自己の変容」を自覚できる授業づくりを行う。 

   〇特別活動の充実による「協働的問題解決力」を備えた集団づくり 

 児童の主体的な学級会・児童会等での話合い活動を充実し、児童の集団への所属感と他者理解を深める

ことで、学校や学級の課題を見つけ主体的に問題解決しようとする「協働的問題解決力」を備えた集団

づくりを行う。 

 〇主体的に「自分らしさ」を追求し続ける実践力の育成 

  児童が教師や保護者と将来の夢について話し合うことやキャリア教育の充実（「キャリア形成支援」）

を通して、児童自身の長所を把握させるとともに、「自己肯定感」の高揚を図る。 

校長 

教頭 

研究推進委員会 

授業づくり部 

・道徳科の授業づくり 

仲間づくり部 

・特別活動の充実 

こころと体づくり部 

・キャリア教育の充実 



 

 

これら３つの研究の柱を追求することにより、児童一人一人に「他者の感情を共感的に受容できるため

の想像力や感受性」「適切な自己表現等を可能とするコミュニケーション能力」「建設的な手法で他の人と

の関係を調整する能力」「自己についての肯定的態度」等を育成する。さらに、主体的に問題解決をしよう

とする「協働的問題解決力」を育てることで、いじめに向かわない、いじめを主体的に解決できる児童を育

てる。 

（実施方法・検証・評価） 

前述した調査研究内容をふまえて、本校において人権教育で児童に育てたい資質・能力を以下の三点に集約

した。 

①他者との関わりやコミュニケーション能力 

②協働的問題解決力 

③主体的に「自分らしさ」を追求し続ける実践力の育成 

《具体的取組》 

 以下、「人権教育で児童に育てたい資質・能力」３点の育成に係る具体的取組を示す。 

①「他者との関わりやコミュニケーション能力」の育成について 

ア）アセスによる実態把握   

アセスとは、児童を理解するためのアンケートである。本校では、児童の実態把握のために、Ｈ３０年

度からアセスの実施を６月と１月の年２回行っている。 

アセス実施後は直ぐに個別のチャートと学級のチャートの２種類の分析シートを用いて、学年団で個々

と学年集団への対応を協議するようにしている。また、担任は個別のチャートを見ながら、個別にきめ細

やかな面談を行うようにしてきている。 

アセスを実施したことで、担任が見取ることができなかった子どもの悩みに気づいたり、いじめの早期

発見につなげたり、学級のルールづくり等学級集団の育成に活用したりした。 

イ）アドジャンの導入 

アドジャンとは友達のことをよく知ることができるエクササイズである。このエクササイズでは、自分

の意見が否定されることなく受け入れてもらえることでよりよい人間関係が構築でき、温かい学級集団づ

くりへとつながる。また、話し上手、聞き上手になる効果もある。 

本校ではアドジャンをする時間を「ハッピータイム」として第1・第3火曜日のスキルタイム(10分間)

の時間に実施している。 

ウ）「きゅうしょう学び」の「しょ」におけるＡｏｒＢ発問の導入 

「きゅうしょう学び」（「課題をつかむ（きゅ）→自力解決する（う）→証明する（しょ）→振り返る

・次時の課題を確認する（う）」）の学習スタイルの確立とともに、「しょ」の学習場面において、自分

の立場を明確にし、他者との関わりをもたせるために「ＡｏｒＢの発問」を意図的に仕組むようにした。

その際、「既習事項と関連付ける」「友達の考えを比べる」といった思考の術を活用することで、課題解

決のための視点が明確になり、「友達の意見を聞いて、考えが変わりました。」「両方の意見を聞いてみ

て、新しい考えが思い浮かびました。」というように他者との関わりを通して思考の深まりに展開する事

例も生じてくるようになった。 

②「協働的な問題解決力」の育成について 

ア）日々の授業（単元構想図） 

教師から与えられた課題でなく、児童が問題意識を持ち他者と関わって課題解決できるような単元構想

図を児童と共有し作成した。この単元構想図を教室に掲示する意図は、教師も児童も見通しが持てるよう

にし、新たな発見や疑問等についてつけ加えたり、学習の方向性を修正したりするなど、単元全体の学習

を教師と児童が協働して創りあげる意識を高めることにある。 

 イ）話合いを取り入れた行事（遠足・学習発表会・全校代表委員会） 

これまで学校行事の企画運営の多くは、教師中心で進められてきていた。それを、可能な限り児童の考

えを取り入れ、教師と児童の、児童と児童の協働的な関わりを深めるような体制に変えてきた。また、集

団への所属感と他者理解を深め、あいさつや掃除・いじめなど学校生活上の問題等を主体的協働的に解決

する集団づくりにつながることを意図して、全校児童が一堂に会する全校代表委員会を行った。 



 

 

③ 主体的に「自分らしさ」を追究し続ける実践力の育成 

主体的に「自分らしさ」を追究し続ける実践力を育成するためには、まず学級経営における「キャリア

形成のための支援構想」と「自己肯定感を高めるための手だて」が必要である。 

ア） 学級経営案への位置付け 

下表は、個々のキャリア形成に向けた、学級経営行事・活動構想図である。学級経営上、何時、どの様

な活動を通して、どの様な姿にしたいのかという一覧表（設計図）は、とりわけ個々の「自分らしさ」を

自覚し、追究させるためのポイントとなる行事や活動が位置付けてあるため、個々のキャリア形成のため

に必要不可欠なものという共通認識で構想案を作成している。また下表は、育てたい資質・能力をどの様

な具体的な声かけや合言葉によって児童に示していくのかについてまとめた表である。個々の自己肯定感

を高めるためには、個別に声かけをしていくことはもちろんのこと、学年全体として課題となる資質能力

を伸ばすための共通した声かけを一斉に行うことが効果的だとの認識からこうした表を作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ） 授業における具体例 

まず、各学年において、各教科・領域・学校行事等の年間指導計画を見直し、キャリア教育でつけたい資

質・能力＝人権教育でつけたい資質・能力について確認した。そして、道徳科はもとより、生活科や総合的

な学習及び学級活動を核としてカリキュラムマネジメントを行い、

各教科等との関連を示した単元構想図を作成して授業を進めた。 

ウ）キャリアパスポート（ポートフォリオ）を「自分らしさ」につなげる 

キャリアパスポートの内容には、「行事・活動の前と後の気持ち」

「授業で学んだこと」「活動の振り返り」「これからの目標・取組」

などがある。それをファイルして一つにまとめたものをキャリアパ

スポートとして扱ってきている。 

何回かキャリアパスポートを書

くうちに、自分を客観視して書け

るようになってくる。この客観視

する力、いわゆるメタ認知能力が

獲得できると、相手の立場に立っ

て考 えたり、自分自身の得手不

得手を自覚したり、自分の言動を

振り返って修正したりするなど、

「もう一人の自分」が自分の思考

を指導・コントロールするように

なる。こうした力は、いじめに向

かう思考をコントロールする力にもなると考えている。また、他者からの評価（学習時のＡｏｒＢの発問

・協働的な問題解決場面・いいとこみつけ等）と照らし合わせて、自分を振り返って考えることを継続して

行うことで、「自分らしさ」というものを再構築することができ、これは自分らしさをより深く追究する力

へとつながっていくととらえている。さらに今年度は、こうした「自分らしさ」の蓄積の集大成として、「通

キャリアパスポート 通知票 

キャリアパスポート 通知票 



 

 

知票」に落とし込んでいくことに取り組んだ。  

 

《検証・評価》 

①  いじめの認知件数の増加 

前年度に比べいじめの認知件数が大幅に増加した。これは、いじめ

の定義の共通理解を、再度職員間で図り、いじめの未然防止のために

は、積極的ないじめの認知の必要性を確認した結果だととらえてい

る。また併せて、アセスによる児童の実態把握、気になる個々の児童

との面談を行う等、児童理解を最重要視してきた結果、児童の困り感

に寄り添い、本音を吐露しても受け入れてくれる安心感のある学級集

団の育成ができつつあるものととらえている。 

② 欠席率の減少  

大きな成果として、欠席率の減少が挙げられる。欠席率とは、在校児童数に占める欠席者の割合で、児童の

学校に対する期待感・所属感を客観的に示す数値ととらえている。子どもたちが、生き生きと学校に来るとい

うことは、いじめが起きにくく、また、起きたとしても集団育成ができているため、早期発見・早期対応がし

やすい状況ができているものととらえている。 

③ アンケート分析 

鳥取市が年２回（7 月、12 月）に全市の小学校５・６年生と中学生を対象に実施

している「６項目アンケート」の結果から②では、他者との関わりやコミュニケーシ

ョン能力の育成をめざして取り組んだ結果、肯定的回答が増えていると考えられる。 

また、毎月の学校生活アンケート（いじめに関するもの）実施後の面談や、アセス（２回実施）をした後個

々の児童との面談時間をとり、１日 20 分間ずつ 1 週間続けた結果、⑤の結果も肯定的回答が増えているので

はないかと考える。学校アンケートをみても、①と②について上昇傾向にあるが、③と④において、変化があ

まりみられなかったり下降傾向にもあったりする。 

そこで、今一度、研究

主題「進んで他者と関わ

り問い続けることで自

己実現を図る子どもの

育成」に立ち止まって考

えたとき、やはり、自己

実現ということがキーワードになってくるのではと考える。今後もこれまでの実践を継続して行いながら、振

り返りをくり返し行い、年度末には、今までの取組で見えてきた成果と課題を職員間で共通理解し、さらに、

久松の子どもたちが生き生きと学校生活をおくることができるように、研究を深めていきたい。 

（２）実施報告 

時 期 内容 備考 

4月2日 

4月11日 

4月16日 

4月20日 

・校内研修会①( 学校経営、実態と課題 昨年度の振り返り) 

・校内研修会②（キャリア教育とは） 

・第1回「人権教育研究推進事業」連絡協議会 

・校内いじめ防止対策委員会①（学校生活いじめ防止アンケート作成等） 

全教職員 

全教職員 

参加者１人 

参加者１２人 

 欠席率 

Ｈ２６ 2.0％ 

Ｈ２７ 2.0％ 

Ｈ２８ 1.8％ 

Ｈ２９ 1.5％ 

Ｈ３０ 1.2％ 
鳥取市６項目アンケート 

第1回結果 第2回結果 

肯定的回答 否定的回答 肯定的回答 否定的回答 

① 学校が楽しい ９３．５％ ６．５％ ９０．４％ ９．６％ 

② みんなで何かをするのは楽しい。 ９４．７％ ５．３％ ９５．１％ ４．９％ 

③ 授業にすすんで取り組んでいる。 ８９．８％ １０．２％ ９３．８％ ６．２％ 

④ 授業がよくわかる。 ９３．１％ ６．９％ ９５．５％ ４．５％ 

⑤ 学校の先生はわたしのことをわかってくれる。 ９１．８％  ８．２％ ９６．７％ ３．３％ 

⑥ 家族はわたしのことをわかってくれる。 ９４．７％  ５．３％ ９５．４％ ４．６％ 

学校アンケート ２９年度前期末 ３０年度前期末 

①わたしは、みんなで何かをするのは楽しい。 ７２．１ ７６．１ 

②わたしは、自分にはよいところがあると思う。 ５６．４ ６６．２ 

③わたしは、人の役に立つ人間になりたいと思う。 ７８．６ ７６．８ 

④わたしは、困っている友達に声をかけている。 ５７．３ ５２．０ 



 

 

5月10日 

5月25日 

5月30日 

・研究推進委員会①（研究の方向性について） 

・校内いじめ防止対策委員会②・学校生活アンケート実施（毎月１回） 

・校内研修会③（人権教育全体計画見直し いじめに対する自己点検アンケート） 

参加者７人 

参加者１２人 

全教職員 

6月27日 

 

6月28日 

・校内授業研究会① 

・校内研修会④（新学習指導要領におけるキャリア教育） 

・校内いじめ防止対策委員会③ 

全教職員 

全教職員 

参加者１２人 

7月18日 

7月20日 

7月23日 

7月23日 

7月27日 

・校内研修会⑤（特別支援教育について）LD等専門員 山根薫先生 

・校内授業研究会② 

・研究推進委員会②（これまでの振り返り、夏季研修について） 

・学校評価①（児童、教師、保護者用） 

・校内いじめ防止対策委員会④ 

全教職員 

全教職員 

参加者７人 

児童教師保護者 

参加者１２人 

8月6日 

8月7日 

8月22日 

8月27日 

・夏季校内研修会⑥（道徳科 総合的な学習全体計画 評価） 

・夏季校内研修会⑦（キャリア教育全体計画作成） 

・校内研修会⑧（単元構想表について） 

・校内いじめ防止対策委員会⑤ 

全教職員 

全教職員 

全教職員 

参加者１２人 

9月19日 

9月25日 

・校内研修会⑨（キャリアパスポート 学級活動年間計画作成） 

・校内いじめ防止対策委員会⑥ 

全教職員 

参加者１２人 

10月12日 

10月17日 

10月19日 

10月25日 

・研究推進委員会③（当日の日程、研究会の持ち方） 

・校内授業研究会③（指導助言 庄原市立美古登小学校教頭川原陽子先生） 

・校内授業研究会④ 

・校内いじめ防止対策委員会⑦ 

参加者７人 

全教職員 

全教職員 

参加者１２人 

11月22日 ・校内いじめ防止対策委員会⑧ 参加者１２人 

12月8日 

 

 

12月15日 

12月17日 

12月18日 

・自主公開研究会（外部講師招聘） 

 講師 國學院大學人間開発学部 杉田 洋教授 

 県教育委員会人権教育課 山本裕児指導主事 

・校内研修会⑩（本年度のまとめ） 

・校内いじめ防止対策委員会⑨ 

・学校評価②（児童、教師、保護者） 

全教職員 

 

 

全教職員 

参加者１２人 

児童教師保護者 

1月13日 

1月29日 

・研究会参加（山口県セミナーパーク） 

・校内いじめ防止対策委員会⑩ 

参加者１人 

参加者１２人 

2月8日 

 

 

 

2月14日 

・先進校視察①（大阪教育大学附属平野小学校） 

・研究推進委員会④ 

・学校評価④（児童、教師、保護者） 

・校内いじめ防止対策委員会⑪ 

・人権教育研究推進事業報告会 

・第２回「人権教育研究推進事業」連絡協議会 

参加者１人 

全教職員 

児童教師保護者 

参加者１人 

参加者１人 

参加者１人 

3月4日 

3月13日 

・研究推進委員会⑤ 

・校内研修会⑪（本年度のまとめと次年度の取組②） 

・校内いじめ防止対策委員会⑫ 

全教職員 

全教職員 

参加者１２人 

 

 


