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平成２２年度 江波中学校区教育全体計画 
江波中学校区教育推進会議（保・幼・小・中連絡会議） 平成22年2月19日 

 
１．江波中学校区がめざす児童生徒像 

「社会参加ができる人間の育成」 
[設定理由] 
児童生徒を取り巻く社会の状況が大きく変化する中、「人間関係の希薄化」や「規範意識の低下」、「コミュニケ 
ーション能力の低下」などの課題が指摘されている。 
 江波中学校区の児童生徒においても、実態として「規範意識が低く学力格差が大きい」、「授業や家庭学習に対す

る意欲があまりみられない」、「仲良くしたいと思いながら自分の思いを伝える力や仲間の話を聴く力が弱いため関

わりがつくれない」、「表面的な争いを避ける反面、相手を悪くとらえ教師が仲裁に入る場面が増えた」、「“先生は

友だち”といった内と外の違いを区別できない」などの課題がある。 
 こうした中、次代を生きる人間には、生涯学習社会における知識や技能の習得や活用、思考力・判断力・表現力

といった確かな学力を身につけるとともに、他者とのつながりの中で自尊感情や自己表現力、共感的理解、コミュ

ニケーション能力、誰とでも協力（共同）できる態度など、人間関係形成能力が求められている。 
言い換えれば、このことは、自立して生きていく人間の育成、すなわち民主的な国家及び社会の形成者として社

会生活に参加できる人間を育てることである。 
 そこで、江波中学校区としては、保・幼・小・中学校の一貫した教育のもと、地域と連携しながら、地域ぐるみ

で子どもたちの教育に当たり、「社会参加ができる人間」の育成を目指すこととした。 
 
２．研究仮説 
社会参加ができる人間の育成をめざして、以下のような活動内容を研究の仮説とした。 

（１） 「協同的な学び」を取り入れた授業を行えば学力向上につながるであろう。 
＊ 一斉指導の授業では一人の教師が全ての児童生徒の学びを支えることはできない。望ましい人間関係をつ

くり、学ぶ意欲や活用力、思考力・表現力といった確かな学力の向上を図るために、小グループを活用し、 
協同的な学びを取り入れた授業を行う。そのために、教師も協同して授業デザインづくりや授業後の研究会

を丁寧に行う。 
（２） 「異年齢集団の交流」を取り入れることで自尊感情が育つであろう。 
＊ 自尊感情は「自分の居場所がある」「自分は役に立っている」「自分に信頼がおけ自信がもてる」という感

情で、他者からの肯定的な評価を受けて育つ。そこで、異年齢集団の交流を行い、上級生が下級生のよさを

発見する場であるとともに、上級生は手本（目標）になろうとする心を育てる。そこで教師は一人一人を育

てるという視点を大切にし、その過程で見せる児童生徒の存在と成長を評価する。 
（３） 「基本的生活習慣」の内容を共有し、保幼小中で一貫した指導をすれば社会参加の必要条件が身につくで

あろう。 
＊ 社会参加の必要条件として「話をよく聞く」「自分の思いを伝える」「あいさつをする」「時間を大切にす

る」「学習や生活の場をきれいにする」の５つの合言葉を設定し、学校・園が一貫して指導する。あわせて、

生活リズムとバランスの良い食事は学力と関係することやじっくりとした対話が自尊感情を育てるといっ

た点を保護者にも具体的に説明し、家庭と連携しながら取り組む。 
（４） 学校園・家庭・地域・関係機関が連携して５つの合言葉を定着させれば、地域で子どもを支える共通の基

盤ができるであろう。 
＊ 子どもは大人と一緒にやることを通してコミュニケーションのとり方を覚え、大人も子どもの表情のちょ

っとした変化もみえるようになってくる。子どもは頭ごなしに叱るのではなく「どうしたの？」と聴いてや

り、共感することが大切である。そのために人間関係をつくる基盤である５つの合言葉について、ポスター
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や標語等を通して地域に広く啓発活動を行い、地域ぐるみで子どもたちを見守り、育てる。 
 

３．課題を解決するための方略 
問題行動や不登校といった課題、学力や学習状況の改善は、児童生徒が本来もっている力を引き出し、その力

が「つながる」ことでかなりの部分が解決できると考える。 
従って、社会生活で必要となる「基本的生活習慣」を身につけさせ、「協同的な学び」「異年齢集団の交流」な

ど、子どもと子どもをつなげる活動を取り入れるとともに、保・幼・小・中学校の一貫した教育のもと、地域ぐ

るみで子どもを育てる。 
 

 
 
 

異異年年齢齢集集団団のの交交流流  協協同同的的なな学学びび  

ででききるる  
わわかかるる  

１．挑戦や疑問、 
振り返りの場を設定する 

２．目標に向かって 
誰とでも協力できる 

３．一人一人が 
存在感や達成感を持つ 

基基本本的的生生活活習習慣慣のの共共有有  

地域からの支え 
関係諸機関との連

家庭の協力 
学校・園の連携 
一貫した教育 

５５つつのの合合言言葉葉  
「話をよく聞く」「自分の思いを伝える」 

「あいさつをする」「時間を大切にする」「学習や生活の場をきれいにする」 

江波中学校区 めざす児童生徒像 
「つながる」をキーワードとした「社会参加ができる人間」の概念

 

社会参加ができる人 
（人間関係形成能力を持った人） 
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４．組織と実践内容  〔  〕内はメンバー、＊は内容 
 

 
 
研究主題  基本的生活習慣の確立と基礎・基本の定着を図るために、保・幼・小・中連携の下、 

学校・家庭・地域が一体となった「まちぐるみ」の人権教育を推進する。 
 

（１）教育総合推進会議（保・幼・小・中連絡会議）  〔園長・校長〕 
＊ 教育推進委員会が検討した内容を協議決定する。 

 
（２）教育推進委員会  〔 教務主任・研究主任・生徒指導主事・江波中教頭 〕 

＊ 各部会、事務局会で作成した原案を協議し、取り組み内容を推進する。 
 
（３）事務局  〔 各校教頭＋各校研究主任 〕 

＊ 原案の作成に携わる。小中連携・小小連携・保幼小連携や授業づくり部会としての活動（協同的な

学び、異年齢集団の交流）内容を検討する。新指導要領の改訂や「ひろしま型カリキュラム」を機

会に、教科別の研究として小中の学習内容が重複しないようカリキュラムの編成等を協議する。 
 

 

 
授業づくり部会 

（小・中連携教育研究会） 

 
生活習慣向上部会 
（生徒指導小・中連絡会） 

地域連携部会 
（江波中学校区サポート会議） 
（各学校安全ガードボランティア） 
（ふれあい活動推進協議会） 
（各ＰＴＡ・学校協力者会議） 

教育総合推進会議 
（保・幼・小・中連絡会議） 

事務局 

各 保・幼・小・中学校 

教育推進委員会 
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（４）部会 

小・中学校、園間の連携 家庭との連携 地域との連携 

授業づくり部会 

（小・中連携教育研究会） 
〔校長、教務主任、研究主任〕 

生活習慣向上部会 

（生徒指導小中連絡会） 
〔生徒指導主事〕 

 

地域連携部会 

（江波中学校区サポート会議） 
〔青少協、老人会、保護司会、 
子供会、主任児童委員、 

PTA、園長・校長〕 

＊ 授業改善に向けた取り組みを推進 
 
 
 
① 共通の視点として小グループを取

り入れた授業づくり（協同的な学び）

をめざす。 
・一斉授業からの脱却をめざし、一人

一人の学びが成立しているかどうか

を見取ることによって授業改善に生

かし、授業力の向上をめざす。 
・関わり合いを通して子供同士の望ま

しい人間関係を創る。 
・小グループを活用することにより表

現力や思考力等を養う。 

② 教職員の研修内容 
・各学校で共通の視点にたった授業研

究を実施する。 
・年間１回程度、公開授業研究会を実

施する。 
・夏休みに合同の研修会を持つ。 
・学習規律や家庭学習の習慣化を図る

（宿題の出し方、発達段階に応じた

学習規律の徹底に取り組む） 

③ 異年齢集団の交流会 
・小中部活動交流会 
・職場体験学習、福祉体験学習 
・幼保小交流会 
・校内縦割り交流会 

＊ 基本的生活習慣等の定着に

向けた取り組みを推進する 

 

① 生徒指導に関する情報交換

を行い、共有化を図る。 

② 江波中学校区生徒指導基本

方針に基づいて共通理解を図る。 

③ 定期的に生徒指導研修会を

開き、予防的生徒指導の在り方を

共有する。 

④ 「早寝・早起き・元気な挨拶・

朝ごはん」のキャッチフレーズ

の下に、望ましい生活習慣の確

立をめざして家庭と協力する。 
 

＊ 園・学校の生徒指導等に関する    

助言・援助、地域での生徒の状況

についての情報交換や行動連携

を行う 
 
（各学校安全ガードボランティア） 
（ふれあい活動推進協議会） 
（各PTA・学校協力者会議） 
 
① 地域と学校園との関係づくり 
・校内安全ガードボランティア 
・授業参観 
・学習活動への参画（地域の人材活

用等） 
・清掃活動（ボランティア） 
 
② 子どもとの効果的な接し方の研

修 

保・幼・小・中が一貫して指導する５つの合言葉 

「話をよく聞く」 
「自分の思いを伝える」 
「あいさつをする」 
「時間を大切にする」 
「学習や生活の場をきれいにする」 
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５．年間計画（案） 
月 日 曜 小中連携 主な行事 ＊ 
４ １９ 月 事務局会 江波中宿泊研修（17土、18日） 
５ １８ 火 第１回研究推進委員会 江波中修学旅行（30日～6／1火） 

６ 
１６ 
１７ 

水 
木 

事務局会 
中学校授業公開、生徒理解研修会 

職場体験学習（1火～3木） 
ふれあい大集会（19土） 

７ 
６ 
７ 
２９ 

火 
水 
 

第２回研究推進委員会 
小中部活交流会（予備日１５日） 
第１回小・中合同研究会 

 

８   事務局会  
９ ２８ 火 事務局会 江波中体育祭（18土） 

１０ 
１９ 

 
火 
 
第３回研究推進委員会 
江波中学校区生活アンケート実施 

 
江波中合唱祭（30土） 

１１ 
９ 
１２ 

火 
金 
 

事務局会 
江波小公開研究会（算数教育中四国大会） 

小学校陸上競技会（13土） 

１２ 
１ 

 
水 
 
事務局会  

１ 
１３ 

 
木 

第２回小・中合同研究会（江波中公開研究会）  

２ ８ 火 第４回研究推進委員会  

３ 
 

 
小中連絡会 
事務局会 

 

＊ 野外活動、修学旅行、体育祭、学校独自の行事 
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江波中学校区教育全体計画の作成に際して参考とした考え方 
 
１．『人権教育の指導方法等の在り方について 第三次とりまとめ』より 

人権教育の指導方法等に関する調査研究会議  文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

人権教育の具体的な目標 
(a) 人権と基本的自由の尊重の強化 
(b) 人格及び人格の尊厳を感受する感覚の十分な発達 
(c) 全ての国家、先住民、全ての国民、先住民並びに人種的、種族的、宗教的及び言語的な諸集団の間に 
おける理解、寛容、男女平等並びに友好の促進 

(d) 全ての人が自由な社会に効果的に参加できるようにすること 
キーワード 「学習活動づくり」「人間関係づくり」「環境づくり」 

「確かな学力」「基本的な生活習慣」 

「自尊感情を培う」「自己表現力」「共感能力や想像力」「人間関係調整力」 

 
２．教育基本法 

「一人一人の生徒を一人立ちできる人間として育てましょう。そういう意識を我々は持ちましょう。」 
第２回 広島大学附属学校園合同全国フォーラム（2008．8/20広島県民文化センターふくやま） 
基調講演 「新しい教育課程に向けて心したいこと －教育基本法等の改正も踏まえて－」 

田中孝一（文部科学省初等中等教育局主任視学官）より 

教育基本法（昭和二十二年法律第二十五号）の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いて

きた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うもの

である。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊か

な人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進す

る。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を
図るため、この法律を制定する。 
（教育の目的）  
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と
もに健康な国民の育成を期して行われなければならない。  
（教育の目標） 新設 
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われる

ものとする。  
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身
体を養うこと。（知徳体）  

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び
生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。（キャリア教育）  

三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形
成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。（社会の形成者）  

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。（環境教育）  
五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の
平和と発展に寄与する態度を養うこと。（一校一文化芸術） 
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３．『人権教育指導資料 －実践編－』 平成20年3月 広島市教育委員会 

＊ 下線部を全体計画の参考にしています。 
 
Ⅰ 現状 
これまでの学校教育では、児童生徒の人権尊重の意識を高める取組を推進するため、研究推進校における先進的

な研究・実践を全市的に普及させるよう努めるとともに、加えて教職員の指導力向上のための校内研修の充実を図

るなどの取組を行ってきました。 
しかし、学校教育の取組について、ともすれば知的理解にとどまり、児童生徒に人権感覚が十分に身についてい

ないなど指導方法の問題、あるいは人権尊重の理念が教職員に十分に行きわたらないままに指導が行われている等

の問題が指摘されています。また、社会教育の取組については、学習の形式・方法が知識伝達型に偏っていること

及び指導者や参加者が固定しがちであることなどの課題が指摘されています。 
 
Ⅱ 取組の基本的な考え方 
広島市においては、人間として生きていくために必要な資質を、学校・家庭・地域社会が一体となって育んでい

く新しい教育を推進します。 
こうした教育の推進の中で、「広島市人権教育・啓発推進指針」に基づき、人権という普遍的文化の構築をめざ

す総合的な取組を進めます。 
学校教育においては、児童生徒の発達段階に応じながら、それぞれの学校教育活動全体を通じて人権尊重の意識

を高め、一人ひとりを大切にした教育を進めます。その際、人権尊重の精神の育成、学力の向上をめざした基礎・

基本の習得、自尊感情の育成の三点を重視し、指導内容や方法の改善及び研修や相談体制の充実を図るとともに、

ボランティア活動や自然とふれあう活動、高齢者や障害者等との交流活動などの多様な体験活動の機会を充実する

ことに留意します。 
 
（注） 
○「人権という普遍的文化」 
人権という普遍的文化は、「人権教育のための国連10年行動計画」の原文にある「a universal culture of human 

rights」の訳語です。この中で、人権教育とは「人権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及及び広報
活動」と定義されています。 
人権教育の推進によって、すべての個人が、相互に人権の意義及びその尊重と共存の重要性について、理性及び

感性の両面から理解を深めるとともに、自分の人権と同様に他人の人権をも尊重するという行動様式が社会の隅々

まで浸透している状況を築き上げることをめざしています。 
 
○「自尊感情」 
自尊感情とは、「self-esteem（セルフエスティーム）」の訳語とも言われ、「自分をかけがえのない存在と考える
感情」「自分を価値ある存在と肯定的にとらえる気持ち」（自己有用感、自己肯定感）であり、人間が外界や他者と

力強く関わる主体となるための心理的土台、と説明されています。 
政府の青少年問題審議会答申の中では、「他人を尊重し思いやる気持ちは、自分がかけがえのない存在であるこ

との自覚に根ざす」と述べられています。 
また、中央教育審議会答申（平成19年1月17日）の中では、「自分への信頼や自信などの自尊感情」を養うこ
ととし、「子どもたちに、他者、社会、自然・環境とのかかわりの中で、これらと共に生きる自分への自信を持た

せる必要がある」としています。また、「自分に自信を持たせることは、決して自分への過信や自分勝手を許容す

るものではない。現実から逃避したり、今の自分さえよければ良いといった『閉じた個』ではなく、自己との対話

を重ね自分自身を深めつつ、他者、社会、自然・環境とのかかわりの中で生きるという自制を伴った『開かれた個』

が重要である」としています。 
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４．小学校・中学校・高等学校 キャリア教育推進の手引－児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育てるために－ 
平成１８年１１月 文部科学省（p.21から一部抜粋） 

 

人間関係形成能力（「つながる」ために教師が意識する内容） 

他者の個性を尊重し、自己の個性を発揮しながら、様々な人々とコミュニケーションを図り、協力・

共同してものごとに取り組む。 

自他の理解能力 
〔教師が指導する内容〕 

コミュニケーション能力 
〔幼児・児童・生徒が獲得する内容〕 

 

自己理解を深め、他者の多様な個性を理解し、互

いに認め合うことを大切にして行動していく能

力 

多様な集団・組織の中で、コミュニケーションや

豊かな人間関係を築きながら、自己の成長を果た

していく能力 

幼児 
小学校 
低学年 

・自分の好きなことや嫌いなことをはっきり言

う。 
・友達と仲良く遊び、助け合う。 
・お世話になった人などに感謝し親切にする。 

・あいさつや返事をする。 
・「ありがとう」や「ごめんなさい」を言う。 
・自分の考えをみんなの前で話す。 

小学校 
中学年 

・自分のよいところを見つける。 
・友達のよいところを認め、励まし合う。 
・自分の生活を支えている人に感謝する。 

・自分の意見や気持ちをわかりやすく表現する。 
・友達の気持ちや考えを理解しようとする。 
・友達と協力して、学習や活動に取り組む。 

小学校 
高学年 

・自分の長所や欠点に気付き、自分らしさを発揮

する。 
・話し合いなどに積極的に参加し、自分と異なる

意見も理解しようとする。 

・思いやりの気持ちを持ち、相手の立場に立って

考え行動しようとする。 
・異年齢集団の活動に進んで参加し、役割と責任

を果たそうとする。 

中学校 

・自分の良さや個性が分かり、他者の良さや感情

を理解し、尊重する。 
・自分の言動が相手や他者に及ぼす影響が分か

る。 
・自分の悩みを話せる人を持つ。 

・他者に配慮しながら、積極的に人間関係を築こ

うとする。 
・人間関係の大切さを理解し、コミュニケーショ

ンスキルの基礎を習得する。 
・リーダーとフォロアーの立場を理解し、チーム

を組んで互いに支え合いながら仕事をする。 

高等学校 

 
・自己の職業的な能力・適性を理解し、それを受

け入れて伸ばそうとする。 
・他者の価値観や個性のユニークさを理解し、そ

れを受け入れる。 
・互いに支え合い分かり合える友人を得る。 

〔社会参加ができる状態〕 
・自己の思いや意見を適切に伝え、他者の意志等

を的確に理解する。 
・異年齢の人や異性等、多様な他者と、場に応じ

た適切なコミュニケーションを図る。 
・リーダー・フォロアーシップを発揮して、相手

の能力を引き出し、チームワークを高める。 
・新しい環境や人間関係を生かす。 

 
＊ キャリア発達に関わる諸能力には「人間関係形成能力（自他の理解能力、コミュニケーション能力）」以外に、「情報活用能

力（情報収集・探索能力、職業理解能力）」「将来設計能力（役割把握・認識能力、計画実行能力）」「意思決定能力（選択能力、

課題解決能力）」がある。江波中学校区の人権教育総合推進事業においては、つながりを強調し、習慣づくりと人格の完成をめざ

して「人間関係形成能力」を参考にした。  


