
豊かにかかわり合う子どもの育成Ⅱ
－いじめ防止に向けた人権教育からの取組－

人権教育に関する研究

研究・調査チーム 研究員 城 敬

１ 中学生の現状

１ 豊かにかかわり合う子どもの育成プログ

ラム作成の視点

◇いじめ防止に向けたプログラム作成のため、

中学生の心理的特徴といじめの原因を分析

し、下の図のように視点を整理した。

研 究 に あ た っ て

研 究 の 内 容

◇友だちとのかかわりの中で、自分を肯定的

にとらえ直し、自分と友だちを大切にしよ

うとする気持ちをはぐくめば、豊かにかか

わり合う人間関係を築くことができ、いじ

め防止につながるであろう。

２ 意識アンケートによる実態調査

◇効果のあるプログラムを作成するための意

識アンケートを実施し、生徒の実態をふまえ

た上で、必要な学習段階を設定しプログラム

を作成した。
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生徒の意識の的確な把握

◇「自己肯定感が低い」、「人間関係の広がりを

強く望む」生徒が多い。

◇生徒の自己肯定感を高め、エンパワメントを

進めた上で、人間関係をつなぐ取組が必要。

◇人間関係をつなぐツールが必要

→ ワークシートの効果的活用

◇安心体験の場が必要

→ シェアリング（共有）の視点

★効果的なプログラム作成を可能に

する 「意識アンケート」

★ 重要な視点は

「自己肯定感」と「他者理解」

実践を効果的に進めるためのポイント
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研究の仮説
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３ 実態に基づくプログラムの作成



４ プログラムの実践

① すごろくトーク

○遊びの要素を含み、和やかな雰囲気の中

で、自分のことを語る活動。

② 気になるところもいいところ

○否定的にとらえている自分の一面を、

互いに共有し合うこと(シェアリング)を

通して、肯定的にとらえ直す活動。

③ 自分発見シート

○ありのままの自分を認め、シェアリング

を通して個々がもつよさを考える活動。

④ みんなの持ち味つなげよう

○自分にできることを考え、友だちとのか

かわりを豊かにする活動。

一人ひとりを大切にする心をつなぐ日常活動

◇人権が大切にされる雰囲気づくりや、グルー
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みんなが助けて
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〈授業後の生徒の感想〉(一部抜粋)

・返ってきた言葉をうれしく思いがんばろうと思った。そ

の分みんなのしようとしていることも手伝おうと思った。

・少しの行動をだれかが必要としていると考えたら、一人

の存在って大きいと思った。

本当の自分を受けいれてもらえた

自分のよさに気づくことができた

自分に自信をもっていいんだ

友だちのよさにも気付いていこう

友だちが応援してくれている

自分を出してみんなとつながろう

この生徒の感想

プノートなど、日常生活における取組を授業

と合わせて行い、各学習活動での気づきをよ

り高め、豊かな人間関係づくりを目指した。

５ プログラム実践後の生徒の感想

１ 成 果

◇「自己肯定感」と「他者理解」を視点とし

たプログラムによる活動を通して、自己肯

定感と豊かな人間関係がはぐくまれ、いじ

め防止への意識につながった。

◇「シェアリング」の視点を活動に盛り込む

ことや、「日常活動」を行うことがプログ

ラムの効果を高めた。

２ 課 題

■他の視点からのプログラム作成。

■身近な生活の中にある課題を解決していく

ための学習内容の検討。

成 果 と 課 題

・時々人をバカにした笑いがあります。みんな一緒になっ

て笑っているけど、いい笑いではありません。

だから合唱コンの歌で、心の繋がりができて、いつも

明るい笑顔でいっぱいにしたいです。

テーマは、
行事などに
応じて教師
が設定

グループノート

◇自己肯定感が育まれることで、行動面にも

変化が生じ、友だちとの豊かなかかわりを

生み出すことにつながった。生徒たちは、

プログラムの効果を実感していた。
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★友だち関係を深めるワークシート
自分を肯定することから広がる

豊かなかかわり

まわりの友だちがどんどん離れて

いる気がしていました。でも、友だち

づきあいの授業があったときにすごく

変わった感じがして気持ちよかった。

それからは毎日が楽しいです。

豊かなかかわり
の構築

友だちが少なかったけど、少し自信

がもてるようになって、いろんな人に

あいさつをするようになりました。

つき合い方
の変化

自信がつき、だんだん自分が

好きになれました。

自己肯定感
の高まり
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