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自他の人権を考え権利を大切にし，ありのままの自分や他者との違いを受け止め合うには，人

権意識をはぐくむ基礎となる，「セルフエスティーム，共感的理解，コミュニケーション能力」の

育成が大切である。本研究会議はその中のセルフエスティームに着目していくことにした。 

 そして，セルフエスティームを高めることをねらいとして，体験・参加型の学習を取り入れた

子どもの権利学習を行った。その中で，子どもの実態を知り，自他の関係を認識し，自分のよさ

に気付く活動の工夫をした。  

 検証授業から，子どもたちは，他者との考え方や感じ方の違いを知ることができ，他者を受け

入れることにより，自分を振り返って，見つめ直すことができるようにもなってきた。その結果，

子どもたちは，自分を好きになり，自分に自信をもち，自分を大切にしようとする気持ちをもつ

ようになって，セルフエスティームが高まっていくことが分かった。 

要   約 

目   次 



 －22－ 
 

 

Ⅰ 主題設定の理由 

１．子どもを取り巻く現状から 

 1995 年より始まった「国連人権 10 年」は，人権教育をキーワードに「人権についての知識やスキ 

ルを伝え，態度をはぐくむこと」｢人権教育を具体的な生活に結びつけながら学ぶこと｣を提起してい 

る。川崎市でも，「子どもの権利を尊重する社会づくり」を目指して，子どもを一人の人間(権利の主 

体)として尊重し，権利侵害から守り，自分らしく生きていくことを支えるという思いで，『川崎市子 

どもの権利に関する条例』がつくられ，2001 年 4 月から施行されている。 

 2002 年 5 月より活動が開始された「川崎市人権オンブズパーソン」の調べによると，今年２月初旬 

までに，350 件近くの相談があった。そのうち，子どもからの直接の相談は 100 件を超え，そのほと 

んどが｢子どもの権利侵害｣に関するものである。その主な内容は，「クラスメイトからの暴力」「いじ 

め」｢衝動的に暴力をふるう親｣についてのものであり，子どもの権利救済は緊急の課題である。しか 

し，自分が権利を侵害されていることに気付かない子どもや権利を侵害されても我慢してしまう子ど 

もがおり，まだまだ子ども自身の「人権意識」に対する関心が薄いという指摘もある。 

 子どもの人権意識の希薄化については，「①人権や権利を主張できるほど自分に自信がない。②友達

の人権を尊重できるほど，友達を受け止めきれない。③人間として当たり前の要求，意思に共感でき

るような世代交流が少ない。」１）ことが挙げられる。 

そのような子どもたちの現状や背景を踏まえると，｢自他の人権を考え権利を大切にする学習｣｢あり 

のままの自分や他者との違いを受け止め合う学習｣が，今，大切ではないかと考える。 

自他の人権を考え権利を大切にし，ありのままの自分や他者との違いを受け止め合うためには人権

を意識する気持ちを高めることが大切である。人権意識とは，「自分のことをよく知り，自分を大切に

しながら他者も大切に受け入れ，共によりよく生きようとする意識」である。また，川崎市人権尊重

教育推進会議では「人権意識をはぐくむ基礎は，セルフエスティームの育成，共感的理解の育成，コ

ミュニケーション能力の育成が必要である。」２）としている。 

川崎市総合教育センター児童生徒指導研究会議の平成 12 年度の研究『セルフエスティームを高める

支援の在り方』では，セルフエスティームを高めるプログラムを実施し，その効果として，「自分が好

きである生徒は，学業においても肯定的なとらえをする」という報告がされている。また，平成 13

年度の研究『子どもの権利意識を高める指導の在り方』では，「参加型学習を取り入れた権利学習を行

うと，人権意識が高まる」という報告がされている。 

そこで，昨年一昨年の研究を踏まえ，本研究会議では，自他の人権を考え権利を大切にし，ありの

ままの自分や他者との違いを受け止め合える子どもをはぐくむために，子どもの権利学習を行いセル

フエスティームを高めたいと考えた。セルフエスティームを高めることにより，自分自身を尊ぶ心を

もつことができるようになり，他者をも尊ぶことができ，共に生きようとする人権意識の高まりへと

つながっていくと考えられる。 

以上のことから，研究主題を「子どもの権利学習を通し，セルフエスティームを高める研究」とし

た。 
 

１）喜多明人『人権教育をつくる』大月書店 1997年 p .p.9－13  
２）「みんな輝いてるかい」子どもとともに学ぶ「子どもの権利学習指導資料」 

           川崎市人権尊重教育推進会議  2002 年 p.2  
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子どものセルフエスティームを高めるために，自他の関係を重視し，自分のよさに気付く 

 活動を工夫した体験・参加型の子どもの権利学習を通して，その有効性を検証する。 

２．セルフエスティームのとらえ方 
 セルフエスティームとは，日本語で｢自尊心｣あるいは「自尊感情」と訳される。自己に対する感情，

感覚を意味している。臨床心理学の立場から，人の『心』をとらえる一つの重要な概念として考えら

れている。 

 遠藤辰雄は，セルフエスティームとは，「人がもっている自尊心，自己受容などを含め，自分自身に

ついての感じ方をさしている。自己概念と結びつけている自己の価値と能力の感覚，感情である。」３）

としている。 

 心理学者のナサニエル・ブライデンは，セルフエスティームを，「①自分は，人生に起こる様々なこ

とがらを考え，それに対処できる能力があるという自信。②自分は，幸せになるだけの価値があり，

自分の価値を感じ，自分の欲求を主張し，それを手に入れ，自分の努力の成果を享受してよいという

自信。」４）としている。 

 ERIC 国際理解教育センターでは，セルフエスティームを，「わたしの価値を認めること」｢わたしが

好きだと感じられること｣「わたしを大切にすること」ととらえ，「自分自身を知り，あるがままに受

け入れ，自分を大切にできることである。」５）としている。 

セルフエスティームは，他の人が自分をどう見るかに基準を置くのではなく，自分が自分自身をど

う思い，何を感じているかを大切にしていくことである。そこで，これらの先行研究や定義を参考に，

本研究会議では，セルフエスティームを『自分を好きになり，自分に自信をもち，自分を大切にする

こと』と，とらえることにした。 

３．子どもの権利学習の進め方 
子どもの権利学習は，人権尊重教育の一環として位置付けられるものである。川崎市子どもの権利

に関する条例第 7 条に権利学習の必要性がうたわれているように，権利を学ぶことは，権利を理解し，

権利を正しく行使することにつながる。自分の権利を守るということは，他の人の権利も守らなくて

はいけないことを理解し，自覚することが大切である。そうすることが，自分の存在を肯定し，自信

をもって生き，他者を尊重して生きることにつながっていく。限られた人間関係の中，自己受容する

ことが困難になってきている今こそ，子どもの権利学習が必要であると考える。 

本研究会議では，自他の関係を認識し，自分のよさに気付かせるために，「相手に自分の思いを伝え

ること」「人とのかかわりから自分のよさを見つけること」を重視して，体験・参加型の学習を取り入

れながら子どもの権利学習を進めていくことにした。 

体験・参加型の学習とは，自他の関係を重視し，子どもが学ぶ主体として参加する活動を多く取り

入れた学習方法である。それは身体を動かしながらいろいろな状況を体験して，自分の気持ちをクラ

ス全体に表現する活動で，学習過程を大切にするという考え方である。具体的な活動として，アイス

ブレーキング，ランキング，ロールプレイ，コミュニケーション活動等がある。 

Ⅱ 研究の内容 

１．研究のねらい 

３）遠藤辰雄他『セルフエスティームの心理学』ナカニシヤ出版 1992 年 ｐ.19 
４）ナサニエル・ブライデン『自信は人生のカギ』春秋社 1997 年 ｐ.39 
５）ＥＲＩＣ国際理解教育センター『わたし，あなた，そして みんな』 1994 年 
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２．研究の構想図 
研究のねらいを実現に向けるため，基本的な考え方を次のように構想した。 

 子どもの実態を把握し，クラスに合った学習計画を立てる。次に，アイスブレーキング(雰囲気を和

らげるためのゲーム)，ロールプレイ(役割演技)，ランキング(例示されたものから重要性・必要性に

従い順位付けをする)，コミュニケーション活動等を取り入れた体験・参加型の学習を展開していく。

活動から自他の関係を認識したり，自分のよさに気付いたりして「自分を好きになり，自分に自信を

もち，自分を大切にする」気持ちをもち，セルフエスティームが高まっていく。これらすべての高ま

りが，人権を意識することにつながっていくものであると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図１  研究の構想図 

３．研究の方法                         

（１）子どもの権利学習の事前・事後の調査から，子どもの実態を知る 

①調査内容 

   京都市立永松記念教育センターの外川正明氏らが実施した「セルフエスティームについての考

え方」「人権侵害に対する態度・行動」についての調査項目と，川崎市市民局が 2002 年３月に

実施した「権利に関する実態・意識調査」についての調査項目を参考にした。                      

②調査対象     市内Ａ小学校 6 年生 39 名 

            市内Ｂ中学校 2 年生 40 名 

            市内Ｃ中学校 2 年生 35 名 

③調査実施日 事前調査 7 月   事後調査 10 月 

他者理解 他者受容 

 

ロールプレイ 

アイスブレーキング 

ランキング 

コミュニケーション活動 

体験・参加型の学習 

自分に自信をもつ 

自分の能力や可能性に自

信をもつ 

自他の関係を認識する  

自分のよさに気付く 

 

      

自分を好きになる 

あるがままの自分を受け入

れ好きになる 

自分を大切にする 

自分の価値を肯定的に評

価する 

セ ル フ エ ス テ ィ ー ム の 高 ま り 

人  権  を  意  識  す  る 

子どもの実態把握  
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（２）セルフエスティームを高めるための活動を工夫する   （３）授業実践を通して，セルフエスティームの高まりを探る 

                                 ①高まりを探る視点  

 

 

＜活動の工夫をするための視点＞            ・話を聞いたり，聞いてもらったりし，相手のことを認めること 

・自分の思いを聞いてもらい，受け入れられている        ができたか。 

という受容感を味わえるようにする。             ・自分の話を受け入れてもらえることを実感したか。  

・認めてもらうことで安心感をもてるようにする。      ・認めてもらえることで安心感がもてたか。 

・満足感や成就感を味わい，自分もやればできると      ・活動を通して，自分自身を見つめ直そうとしたか。 

いう思いをもてるようにする。              ・自分の感じ方と違うものに対し受け入れようとしたか。 

・自信をもって発言や発表ができるようにする。       ・活動後，満足感や成就感がもてたか。 

・自分の役割を考え，進んで行動をおこすことの大切     ・自分の考えを自信もって発表できたか。 

さを分かるようにする。                 ・自分から行動することの大切さに気付いたか。 

・まちがいや失敗を恐れないで挑戦する意欲をもてる     ・やりたいことを自分で決めることができたか。 

ようにする。                       ・自分のよさに気付き，さらによくなろう，成長しようという 

・自分のよさに気付き，さらによくなろう，成長しよ      気持ちがもてたか。 

うという気持ちをもてるようにする。 

 

②高まりを探る方法 

○授業の観察から  子どものつぶやき・発言・子どもの様子 

○担任の見取りから 日常の生活の様子・休み時間やその他の授業の様子・他の教科の教師からの話 

○振り返りから   子どもの授業の振り返り・授業後の感想 

市内のＡ小学校・Ｂ中学校・Ｃ中学校の，クラスの実態に合わせた活動の工夫をし，子どもの権利学習を行う。 

以上の3 項目をもとに検証授業や振り返り等から子どもたちの変容を見取り，セルフエスティームの高まりを探っていく。 

 

４．検証授業の実際 

Ａ小学校の実践(第 6 学年)     

（１）単元名「１２才のわたし」    総合的な学習の時間 ９５時間扱い  

小単元「人として大切にしたいこと」（12 時間） 

（２）子どもの実態             

 素直で明るく前向きに活動できる子どもが多い。しかし，一人一人に焦点をあてて，じっくり目を

向けて見ると自分に自信がもてず，思いを素直に伝えられずにいる子どもの姿が見られた。また，事

前アンケートでは，自分の性格を｢気に入らない｣「あまり気に入らない」と自分を受け入れられない

子どもが 6 割近くいることも分かった。 

（３）セルフエスティームを高めるための手だてと活動の工夫 

実態を踏まえ，自分の思いや考えを表現できる場をつくり，グループ活動を行った。また，自分の

思いを受け入れてくれる仲間づくりを通して，自分自身に自信がもてるような手だてを考えた。 

☆グループ活動を多く取り入れ，自分の思いや考えを発表しやすいように配慮する。  

☆毎回，短時間のゲームでグループづくりをし，クラスの誰とでも話ができ，自分の思いを受け入

れてもらえる仲間づくりができるようにする。 

☆一人一人の振り返りに，担任がコメントを入れ，理解されていることや受け入れられていること

が分かるようにする。 

☆「いいとこ見つけ，がんばり見つけ」を紹介したり，作品や研究のメッセージ交換をしたり，互

いのがんばりや工夫，努力，よさを認め合い，互いに気持ちよさを感じることができるようにす

る。 

自分を好きになる，自分に自信をもつ，自分を大切にする気持ちの高まり 自他の関係を認識し，自分のよさに気付く活動 
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（４）指導計画 

 学 習 内 容 学 習 活 動  

第1 時 

 

 

第2 時  

第3 時 

第4 時 

  

 

☆人権移動教室の学習から「人権」という言葉の概念について知る。 

 

 

☆子どもの権利条例に関する学びから，いじめなどの問題にふれ，

権利を身近なものとしてとらえる。 

 

・「国境なき医師団」のＶＴＲを視聴し，世界の現実を知るとともに，ボランティアとして活

躍する人の存在を知る。                 人権について考える  

 

・「人権」という言葉を聞いて，思っていることや知っていることを話し合う。 

・「川崎市子どもの権利条例」の権利カード 34 枚を７つのグループに分ける。 

・自分の生活の中で守られていない権利について考える。 

子どもの権利条例を知る     自分の生活と権利条例との関係を考える   

＜アイスブレーキング・コミュニケーション活動＞ 

第5 時 

 

第6 時   

   

 

☆自分が大切にしたいと考えている権利について気付く。 

・権利カードを使い，各自が自分にとって一番大切な権利を考えていく。 

    例示された「権利」の中から選ぶ ＜アイスブレーキング・ランキング＞ 

・なぜその権利を一番大切な権利として選んだのかグループで発表し話し合う。 

第7 時 

 

第8 時     

 

 

☆自分の生き方で，大切にしていることを自覚し，また，自分とは

違った生き方があることを知る。 

・各自 10 枚のカードを大切だと思う順番にシートに貼る。（カードの内容は自分の生き方や

考え方に関するもの）             例示された「生き方」の中から選ぶ  

・グループで 1番目のカードを選んだ理由，1枚残したカードの理由を話し合う。 

・他のグループとの情報交換を行う。＜アイスブレーキング・ダイヤモンドランキング＞ 

 

第9 時 

 

 

 

☆話し合うことで他者の考えを受容し，さらに自己の気持ちを開示

し受容されることで，自分の生き方により自信をもつ。 

・自分が，したいな・なりたいなと考えていることを５つ書き出し，書き出したことをやり

たい順に並べ替える。         例示でなく，自分自身で「生き方」を考える  

・グループごとに円形に座り，互いの発表を聞き合い，なぜそのような希望をもつのか自分

で考えながら，感じたこと・思ったことを話し合う。 

               ＜アイスブレーキング・コミュニケーション活動＞ 

第 10 時 

 

第 11 時         

第 12 時   

 

 

☆自分らしさが肯定的にとらえられることを知り，自分が生かされ

るためには,一番身近なクラスの存在が大切であることを意識す

る。 

・「自分らしさ」カードにクラスの仲間がメッセージを書く。  

自分らしさが尊重されていることを知る  

・自分らしさが生かされるクラスとは，どんなクラスか考える。 

 自分らしさを生かそうとするクラスを考える  

・実践方法を確認し，自分ができることを考えて実行する。 

（５）検証授業 第５時「大切な権利はどれ？」  川崎市子どもに関する権利条例を使って 

        学 習 活 動 子どもの発言・つぶやき        

○グループづくりを行う。 

「Ｍｔ．ＫＫ6－2」へ登ろう 

○リュックに入っている権利を一つずつ置いていかなくて 

はならない状況で，何を置き何を残すか考える。 

○1合目から順にもっている権利を置いていき，大切だと思う

ものを頂上までもっていく。 

○それぞれ，選択した理由をグループの人に話す。 

○頂上までもっていった権利について話し合う。 

○互いの発表を聞き，感想を伝え合う。 

○感じたこと，思ったこと，言えなかったことを振り返りカー

ドに書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人権について学ぶ」 

「大切な権利はどれ？」 

「大切な生き方とは？」 

「こんな自分になりたいな」 

「自分らしさが生かされるクラスに！」 

「人権って何？」 

頂上までもっていった権利もみんな違

う。最後まで大切にしたい理由もそれぞ

れ違うね。  

いろんな考えがあるんだなと思っ

た。やっぱり，みんなよく考えて

るんだな。  

迷う！これ迷う！自分

を信じてやるしかない。

私は××さんと同じ権利を1合

目に置いた。でも，理由は違う。

よ。 

とってもむずかしかった。3 合目くらいになったら全部捨てがたくなっ

た。山頂には「ゆっくり自由に遊ぶ時間をもつことができる権利」にし

た。理由は，子どもはいっぱい遊んだほうがいいからです。 
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いじめについて話し合った。「いじめられる方が悪い？」許せない。

やるほうが悪い。僕はそう思います。いじめられていたら絶対声

をかけます。いじめられる人には絶対責任はない。（第2時） 

権利にはたくさんいいことがあることに，また，気が付いた。友

だちの意見を聞いて「ああ，こんなことがあったんだな」「そんな

ことは絶対しちゃいけないな」と思いました。（第 5 時）Ａさん  

（６）セルフエスティームの高まりを探る 

①授業の観察から見えること 

○山登りのランキング活動では，1 合目から順に持っている権利を置いていった。「どの権利も大切で，

順番なんかつけられない。」「置いていくのもったいない。いらない権利なんてない。」と悩み，迷い

ながら活動に入った。グループの話し合いでは，山頂まで持っていった権利がそれぞれ違うことに

気付き，自分の選んだ権利は「これでいいんだ。」「間違っていなかった。」という安心感がもてた。 

○自分の気持ちを伝える活動では，グループの人が受容的な態度で，話をしっかりと受け止めてくれ

満足していた。 

○「そういう考えもいいね。」「自分じゃ考え付かなかったことがいっぱいある。」など，人それぞれ考

え方が違うことを理解し，相手を認める姿が見られた。 

○授業後，「こういう授業またやりたい。」「みんなの考えていることがわかって楽しい。」と話す子ど

もも多く，満足感を感じている様子が見られた。 

②担任の見取りから見えること 

○ 着目児を決めていたわけではないが，授業を通してクローズアップされてきた子どもを例として

取り上げた。事前のアンケートで，すべての項目に対し，否定的な答えを出したＡさん。普段，

積極的に協力し，運動会でも，応援団を引き受け大活躍した。何事にも積極的なＡさんで，表面

的には，明るく担任としては問題を感じていなかった。しかし，「仲間はずれにされている子がい

たらどうするか」については「放っておく。助けると自分もやられるから。」と書いてあった。「相

手を傷つける言葉を言ってしまった」について，「もっと，相手を傷つけてやる。」など，日頃の

Ａさんからは予想もしない答えが返ってきた。Ａさんの今までの生活を振り返ってみると，活発

でやる気のあるＡさんだが，クラスの中で力のあるＢさんに暴力で抑えられることもある。気持

ちの中の不満がアンケートの記述に表れたと考える。しかし，子どもの権利学習を重ねていくた

びに，自分の思いを進んで発言し，振り返りにも深まりが見られた。また，この学習をいつも楽

しみにしていて，ＡさんとＢさんから「次の権利の学習はいつ？」「またやりたい。」と前向きな

発言が何度も聞かれた。また，Ｂさんに対し，一歩引いてしまうＡさんが，Ｂさんの意見に対し，

「僕はＢさんの意見に反対です。」と堂々として発言する姿を見た。自分に対し自信をもってきた

現れだと感じた。 

Ａさんの調査結果から 

   調 査 項 目 事  前 事  後 
あなたは，学校の勉強に自信がありますか。 ない わりとある 

あなたは，運動やスポーツ，音楽や絵など何か自信をもっているものがありますか。 ない わりとある 

あなたは，やると決めたことは最後までやり通そうとしますか。 しない する 
あなたは，友だちに信頼されていると思いますか。 思わない わりと思わない 

仲間はずれにされている子がいたらどうしますか。 ほうっておく 助けたいが・・・ 

相手を傷つける言葉を言ってしまいました。どうしますか。 もっと言う ほうっておく 

③振り返りから見えること 

   

 

 

 

 

Ａさんの変容は，学校生活の様々な場面で見られ

た。自分の考えを堂々と述べるようになった。委

員会やクラブ活動も意欲的に行うようになった

等，セルフエスティームの高まりが，行動に現れ

ている。ありのままの自分を表現してもよいのだ

という自信や，自分と他者との違いを受け止めて

くれる仲間の存在も大きい。（担任） 
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④考察 

○毎回，短時間のゲームでグループづくりをすることは，誰とでも話ができる関係づくりに適切な活

動だった。関係ができたことで，自分の意見や考えを伝えやすい雰囲気をつくることができた。自

分に自信がなく，自分の思いを表現することが消極的な子どもにとって，第 5・6 時の例示された

「権利」の中から選ぶランキング活動は，同じものを選んでいる人もいてほっとしたり，違うもの

を選んでも間違いではないことに気付くことができたり，安心感がもてる活動であったと言える。

さらに，第 8・9 時「自分の生き方」の自分の言葉で生き方を伝える活動は，伝えたことが理解さ

れているという受容感がもてた。さらに「これでいいんだ。」「がんばろう。」という，気持ちの高

まりが感じられる活動になっていった。 

○「自分とは違っている。」「いろんな考え方がある。」といったつぶやきが多く，他者がどんなことを

思い，自分とどう違っているのかというところに視点をおいていることが分かった。人の感じ方や

考え方と違っていてもいいんだという安心感をもった子どもが多く，自分の気持ちを大切にしたい

という思いが振り返りカードに書かれており，セルフエスティームが高まっていると感じられた。 

○振り返りカードに，発表できなかったことや自分の思いを書くことは，自分の心に残っていること

を出す場として効果的であった。毎回，一人一人の振り返りに担任が理解を示し，「いい気付きをし

たね。」「その考え方に賛成だよ。」「前向きなあなたの考え方がすてきです。」と常に受容しているこ

とをカードにコメントして子どもに返したことは，認めてもらったという満足感につながった。 

 

Ｂ中学校の実践(第 2 学年) 

（１）単元名  「生き方の学習」   総合的な学習の時間  25 時間扱い    

                       権利の学習「あなたも私も輝いて」（5 時間） 

（２）子どもの実態 

中学 2 年生の段階は，学校生活にも慣れ，自分なりの生活パターンやリズムが確立し，比較的自分

の考えや意思が表現しやすい時期であると考えられる。しかしその反面では，入学時の緊張感が薄れ，

進路のことを考えるのもまだ先ということから，自己中心的な言動や他人への配慮に欠けることで起

きるトラブル，あるいは学習意欲の喪失，クラス内の力関係に起因した無力感，他人や学校そして大

人への不信感などが現れやすい時期でもある。アンケートでは，「自分の性格を気に入っているか」の

質問に対し，「気に入っている」「わりと気に入っている」と，自分を受け入れている子どもが 7 割近

くいることが分かった。また，「自分はやればできる力をもっているか」の質問に対しては，「思う」

「わりと思う」と，自分の可能性に自信をもっている子どもが 8 割近くいることも分かった。 

（３）セルフエスティームを高めるための手だてと活動の工夫 

授業実践を進めていく上で，「気になる子」を以下の２つの観点から着目し，その変容を探っていく

ことにした。 

タイプ○ア 自分の思いを表現することに自信がもてない子ども，自己決定ができない子どもが，自

分を好きになり，自分に自信をもち，自分を大切にしようとする気持ちがもてるように

なり，セルフエスティームが高まっていくのかを探っていく。           

タイプ○イ 自己中心的な言動や他人への配慮が欠ける子どもが，他の人の考え方にはいろいろなも

のがあることに気付き，それを肯定的にとらえ尊重する姿勢をもてるようになるのかを

探っていく。 

子どもの日常生活の問題に関連付けながら，子どもの権利学習を進めていく。自分の思いを伝えや 

すいようにグループ活動を多く取り入れ，自他の関係を意識化し，よりよい人間関係づくりの実践化
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を図りたい。その手だてとして，自分自身で意思決定し，表現する場面を以下 2，3，4 のように「自

分で選択する」「自分で解決する」「自分で表現する」という段階を追った学習活動を設定した。 

１ 人権，いじめの問題を身近なものとして取り上げる。 

２ 例示された「権利」から選択し，グループ内で見せ合う。 
   ３ 例示された「生き方」から選択し，クラス内で意見交換をする。 
   ４ 例示でなく，自分自身で「生き方」を考え，グループ内で自分の言葉で伝え合う。  
  ５ 人権，いじめの問題を再びクローズアップし，クラス全体の中でいじめに対する思いを 

自分の言葉で表現し合う。 
また，毎回の振り返りを積み上げていくことで「自分と他者との考えの違いに気付く」  「その 
気付きを伝え合う」  「他者の立場を互いに認め合う」  「他者から認められることにより自 
分を肯定する」  「自分が好きになっていく」ことが期待できると考え，継続して実践していく。 

 

 

（４）指導計画 

 学 習 内 容 学 習 活 動  

第1時   

 

☆権利条約や権利条例に関する学びから，いじめの問題にふれ，

権利を身近なものとしてとらえる。 

・「人権週間」や「子どもの権利条約」「川崎市子どもの権利に関する条例」「かわさき子どもの権

利の日」などに関する学習をクイズ形式で行う。 

・「川崎市子どもの権利に関する条例」のＶＴＲを視聴する。         ＜ゲーム＞ 

                              人権の歴史や権利条例を知る  

第2時    

 

☆自分の気持ちに素直になり，それを伝えようとしていく中で，

自分らしさを発見していくことを知る。 

・市で作成した「川崎市子どもの権利に関する条例」のカードを使い，各自が自分にとって一番大

切な権利を考えていく。                例示された「権利」の中から選ぶ  

・なぜその権利を一番大切な権利として選んだのか，グループ内で発表し話し合う。 

                                    ＜ランキング＞ 

第3時  

 

☆自分の生き方で，大切にしていることを自覚し，また，自分と

は違った生き方があることを知る。 

・各自 10 枚のカードを大切だと思う順番にシートに貼る。（カードの内容は自分の生き方や考え方

に関するもの）                   例示された「生き方」の中から選ぶ  

・グループで 1番目のカードを選んだ理由，1枚残したカードの理由を話し合う。 

・他のグループとの情報交換を行う。              ＜ダイヤモンドランキング＞ 

第4時  

 

☆話し合うことで他者の考えを受容し，さらに自己の気持ちを開

示し受容されることで，自分の生き方により自信をもつ。 

・自分が，したいな・なりたいなと考えていることを５つ書き出し，書き出したことをやりたい順

に並べ替える。               例示でなく，自分自身で「生き方」を考える  

・グループごとに円形に座り，互いの発表を聞き合い，なぜそのような希望をもつのか自分で考え

ながら，感じたこと・思ったことを話し合う。         ＜コミュニケーション活動＞ 

第5時  

 

☆共有できる身近な問題の解決に向け，様々な意見や発想を一人

一人が引き出し，実際の生活場面に生かす。 

・いじめの問題を通し，人権尊重と差別について考える。 

・法務省の人権啓発文や「川崎子ども集会アピール」前文を読み合わせ，その後各自で人権標語を

つくり，発表し合う。            人権尊重の共通認識の中で，自他を認め合う  

         

 

 

 

 

 

 

「大切な権利はどれ？」 

「人権について考えよう」 

「大切な生き方とは？」 

「こんな自分になりたいな」 

「クラスの人権標語をつくろう」 
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今日，この「したいこと・なりたいこと発表会」をやって，

この夢は現実になりそうな気がしてきた。どの夢もがんば

って，現実にしたいと思った。今日はとてもいい経験をし

た。   Ｅさん 

 

いろいろな意見があり，中には「えっ？！」という意見もあ

ったが，人それぞれの意見ですごいなぁと思ったところもあ

った。2 番目の「世界の国々をまわりたい」，3 番の「宇宙旅

行をしたい」，4 番の「飛行機で自由に空を飛びたい」は，1

番の「気象予報士になりたい」に関係しているので，ぜひ実

現してみたいと思います。  Ｄさん 

（５）検証授業 第４時「こんな自分になりたいな」 

       学 習 活 動 子どもの発言・つぶやき          

○「自分のしたいこと，なりたいこと」を５つ考え書き出す。 

○書いた５つをやってみたい順に並び替え，ワークシートに貼っ

ていく。 

 

○グループ毎に円形になって座り，『したいこと,なりたいこと』を

順番に発表し，互いに感想を述べ合う。 

○発表して感じたこと思ったことを話し合う。 

○感じたこと，思ったこと，言えなかったことを振り返りカード

に書く。 

 

 

（６）セルフエスティームの高まりを探る 

① 授業の観察から見えること 

タイプ○ア 自分の課題や思いを表現することに自信がもてない子ども（Ｃさん・Ｄさん） 

自分から率先して話すことがなかったＣさんだが「自分の夢・やりたいこと」を話しているうちに，

グループの話し合いの進行役として積極的に他の友達に発言を求めていくなど，自分自身を周りの

人にアピールしていた。 

タイプ○イ 自己中心的な言動や他人への配慮が苦手な子ども（Ｅさん・Ｆさん） 

権利学習の時間になると「またかよ」とつぶやくＥさんだった。検証授業の時も，なかなか授業に

参加できずにいたが，周りが真剣に活動していることを感じ取り，真面目に取り組み始めた。話し

合い活動では，進んで話の中心となり，自己を表現していた。 

タイプ○イのＥさんが自分のしたいこと，なりたいことを話し

たところ，友だちに「夢があっていいね」と言われ「夢じゃ

ない！」と返した。合気道で黒帯をとることや外国へ行くこ

とを実現させることを改めて自分の目標にしたようだった。 

             （検証授業の見取り） 

               

                                      

 

 

 

 

②担任の見取りから見えること                                                  

 この学習を通した一番の成果としては，「気になる子」として着目したタイプ○アとタイプ○イ の子ども

が，互いに「考えを認め合う」ことから「存在を認め合い行動する」レベルまで高まってきたことで

ある。具体的には，タイプ○アの孤立しがちな子どもたちが，昼休みにみんなと一緒にバレーボールを

して楽しむようになっていった。弱い立場の子どもにとって，自分自身で意思決定し，表現する場を

設定することはセルフエスティームを高めることに有効であったと考えられる。 

 タイプ○イの自己中心的な子どもについても，文化活動発表会の準備をみんなと協力して行う姿が見

「世界をバイクで旅したい。」「えー

っ一人で？」「ベルサイユ宮殿にも住

んでみたい。」「ベルサイユ宮殿って

どこにあるの？」「フランスだよ。」

「へぇー，よく知ってるね。」（１班）

「気象予報士になりたいんだ。」  

「へぇー，キャスターになりたいの？」

「うーん。まぁ，陰じゃなく表に出た

いんだ。」「へぇー」（5班）Ｄさん 

「○○さんは夢があっていいね。」「夢じゃ

ないよ！実現させるんだ！」  

「発表していたら，どの夢もかなうような

気がしてきた。」（ 4班）Ｅさん  

「大会で優勝したい。」

「スポーツやってるも

のとしてよく分かる。」

（3 班）  

タイプ○アのＤさんが，気象予報士になりたい理由をグ

ループの人に話した。グループの人から「Ｄさんって

そんな夢があったんだ」「キャスターになるの？」と

話を受け入れられていることを感じ，2 番目になりた

いことについても熱心に話を続けた。   

  （検証授業の見取り） 
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「大切な生き方とは？」から 

自分が最後にした「コミュニケーションは確実に」が 1 番

になっている人がいてビックリした。自分が 1 番にしたも

のは迷わず，すぐ決めることができたけど・・・ 

最後の方を決めるときは悩んだ。  Ｆさん 

 

られた。授業の振り返りでは，自分と他者との考え方の違いに気付いたことや，他者の立場を認める

ことの大切さを知ったことが書かれていた。タイプ○イの子どもほど，みんなが予想以上に自分と違う

ことを考えていることに気付き，驚いていたようだった。気になる子どもが，以前にはなかった他の

子どもとの交流場面が多く見られるようになり，担任としてはうれしい状況が実現した。 

③振り返りから見えること   

            

                          

                           

                             

                                     

                     

 

 

 

 

④考察 

○ 段階を追った学習計画を立てたので，自己選択，自己決定する活動が無理なくできた。｢みんな一

人一人違っているけれど，言いたいことはよく分かった。今できることから将来できることなど，

幅広く考えられた。人の意見も知ることができた。将来のことをあきらめずに進みたい。｣といっ

た前向きな振り返りが多く，自分を大切にしたいという気持ちが高まっていることが分かった。 

○一部「権利学習をしてもあまり意味がない。」と記述した子ども（担任としてはしっかりしていると

思っている子ども）がいた。後日，この子どもに話を聞いて見ると，「自分のための権利がたくさん

あることは分かったが，学校全体や大人社会を考えると，それが実際に守られていないことが多い。」

とのことであった。子どもの権利学習をすることで，権利について知り，人権を意識し，現実をし

っかり受け止めようとしているからこそ出た言葉ではないかと考える。この言葉を重く受け止め，

権利についての学習をどのように実践していったらよいか，今後，考える必要がある。 

○振り返り活動では，「○○さんのなりたいことは意外でした。でも，それもいいなと思った。自分の

やりたいことが分かってよかった。」という他者の考えを知り，認めることができ，自分のよさに気

付くという深まりが出てきた子どもが増えた。 

○タイプ○イのＦさんは，自分から周囲にかかわりをもつようになり，女子から「優しくなった」と言

われることが多くなった。放課後，大勢の友だちと遊びに行ったり，担任に話しかけてくることが

多くなったり，周りとの人間関係がよくなってきている。Ｆさんは，自他の関係を認識し，自分の

価値を肯定的に評価するようになり，セルフエスティームが高まっていることが認められた。また，

Ｆさんの変容は，クラス全体に与える影響が大きく，クラスが落ち着いた雰囲気になってきた。 

    

Ｃ中学校の実践(第 2 学年) 

（１）道徳と特別活動を関連づけた学習活動  

  主題名 「自分も大切 相手も大切」 

  活動名 「自分らしさを知ろう。互いに認め合おう。」 

（２）子どもの実態 

このクラスは，比較的ものをはっきり言う子どもが多い。また，自分をみてもらいたい，自分が認

考えた標語「いじめはこの世にいらないもの」 なぜ，人は

弱い人などをいじめるのかがわからない。ムカついたり，調

子にのっていたりしても，がまんしたり，注意したりすれば

いい。絶対いじめはこの世の中から消えてほしい。 Ｄさん

他者との考え方の違いに驚いていたＦさんだった

が，その考えを受け入れるようになってきた。人の

話を聞くようになり，生活にも落ち着きが見られる

ようになった。（担任）                              

 

第 5 時「クラス人権標語をつくろう」では，堂々と自

分のつくったいじめに関する標語を発表し，クラス全

体から拍手が起こった。この授業後，全員の標語をＦ

さんが率先して教室に掲示していた。（担任）             
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められたいという意識が強いため，自己中心的な言動をする子どももいる。 

 アンケートの結果では，「自分の性格を気に入っているか」の質問に対し，「気に入らない」「あまり

気に入らない」と答えた子どもが 7 割近くもいた。また，「勉強に自信があるか」に対しては，「ない」

「あまりない」と答えた子どもが 8 割以上いて，自分に対して自信をもてずにいる子どもが多いこと

が分かった。また，人権侵害に対する態度・行動の調査では，「仲間はずれにされている人やからかわ

れている人がクラスにいたらどうするか」の質問に，「何もしない，気にしない，どうすることもでき

ない」と答えた子どもが 3 割以上いた。 

（１） セルフエスティームを高めるための手だてと活動の工夫 

これらの実態を踏まえ，自分自身に自信がもてるような工夫や身近な権利について他者の考えを理

解していくことができる手だてを考えた。 

☆様々な立場の人の意見や考えを，視点を変えて見たり感じたりできるような工夫をし，ロールプ

レイを取り入れる。 

☆他者が自分をどのように見ているか感じ取ったり，他者の立場を考えて話したりできるようグル

ープ活動を取り入れる。 

☆毎回の振り返りをし，継続的に積み上げていく。 

    

（４）指導計画 

 学 習 内 容 学 習 活 動  

第 1 時 

特別活動 

  

 

☆自分の生活を振り返り，生活の中で起きていることに対して問題

意識をもつ。 

・保護者，先生，友だちからいわれて嫌だったことをグループの中で互い

に話し合う。 

・自分が相手を傷つけたり，相手が嫌がることをしたりしたことはないか

考える。 

・話し合いの中で，人によって受け止め方が違うことに気付く。 

第２時 

特別活動 

   

 

☆ロールプレイを通し，仲間の考えを理解し，また，自分たちのロ

ールプレイが受け入れられていることでセルフエスティームが

高められていることを感じ，今後の生活に生かそうとする。 

・第 1 時で話し合った，保護者・先生・友だちからいわれて嫌だったこと

の中から，グループで１つロールプレイにする。 

・ロールプレイを見合う。 

・他のグループのロールプレイを見て，何が問題だったのか，自分だった

らどうするか考え，話し合う。 

・これから自分がどうしたいと思ったか，学習カードに書く。 

第３時 

特別活動 

 

 

 

 

☆川崎市子どもの権利条例第2 章から権利について考え，話し合う。 

・こうしてできた「川崎市子どもの権利に関する条例」（記録編）を視聴 

する。 

・自分が守られている権利，相手のために守りたいと思う権利を考える。 

・これから自分や友達の権利を大切にしていくために，どんなことをめあ

てにしたらよいか考える。 

第４時 

特別活動 

   

 

 

 

☆自分の人生の中で，大切にしていることを話し合い，いろいろな

考え方があることを知り，自分の生き方について考える。 

・自分の将来について話し合う。 

・各自10 枚のカードを大切だと思う順番にシートに貼る。（カードの内容

は自分の生き方や考え方に関するもの） 

・グループで 1 番目のカードを選んだ理由，1 枚残したカードの理由を話

し合う。 

・他のグループとの情報交換を「特派員方式」で行う。 

・自分の生き方について考える。 

「あなたならどうする？」 

「本当の気持ちは」 

「子どもの権利条例をもとに私たちの 

生活を考えよう」

「自分の人生に大切なものは？」 
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第５時 

道徳 

 

 

個性を尊重する心       内容項目１－（５） 

☆自分のしたいことを話し合い，他者の考えを受容し，さらに自分

の目標や気持ちが受容されることで，将来に夢をもとうとする気

持ちを育てる。 

・自分のしたいこと・なりたいことを５つ書き出し，書き出したものをや

りたい順に並び替える。 

・グループの中で「したいこと・なりたいこと」を順に発表し，話し合う。 

・グループの発表を聞いてどう思ったか感想を述べ合う。 

・今日の学習の感想を振り返りカードに書く。 

（５）検証授業 第２時「あなたならどうする？」 

        学 習 活 動 子どもの発言・つぶやき        

○第１時に発表し合った，保護者・先生・友だちから言われて嫌だっ

たことを振り返り，グループで１つロールプレイにするものを決め

る。 

○ロールプレイをする。 

その時こう言われていればよかったと思うことも考えてつくる。 

○各グループのロールプレイを発表する。 

 

○他のグループのロールプレイを見て，何が問題だったのか，自分だ

ったらどうするか考え，話し合う。 

○これから自分がどうしたいと思ったか，学習カードに書く。 

 

 

（６）セルフエスティームの高まりを探る 

① 授業の観察から見えること 

○友だちの発表を見たり聞いたりすることで，自分との違いを知り，相手の考えを受け入れることに

つながっていったことが振り返りから分かった。 

○ロールプレイは，小学校の時に何度か経験したことがある子どもはいたが，中学校ではやったこと

がなかった。実態にもあるように，見てもらいたい，認めてもらいたいという意識の強い子どもた

ちが多いので，発表の場面を多く取り入れるよう考えた。やりたいことを自分で決め，その場での

セリフや動作を考え，個々の能力に応じ役割分担を行っていた。表現の苦手な子どもも自分に与え

られた役割をこなそうとする態度が見られた。自分から行動することの大切さを感じながら取り組

み，自信をもって発表でき，ロールプレイをやり遂げたという気持ちの高まりが感じられ，活動後

は満足感を感じている振り返りが多く見られた。  

② 担任の見取りから見えること 

ロールプレイの準備の段階で，４班が自分たちのロールプレイの内容が，他の班に比べ，簡単すぎ

ることをしきりに気にしていた。「情けない，恥ずかしい。」を連発していたが，発表の翌日，他の人

たちから「短いが，気持ちがよく伝わってきた。」「その気持ちよく分かる。」と感想を聞いて，とても

うれしそうにしていた。個々の受容感が高まっただけでなく，グループの絆が深まり，この授業後，

このグループの５人は仲良く話をすることが多くなった。 

 また，事前に家でシナリオをつくり，当日も中心となって劇の練習をしていた女子は，グループの

人たちにほめられ自信をつけたようだった。その後，様々な場面でも意欲的に活動を行うようになっ

た。子どもの権利学習後，男女の会話が増えた。このことで，クラス全体の雰囲気が以前より和やか

になり，笑顔が多くなった。 

「ものを隠されたときの事をやろう。」｢どんな役割があ

る？｣｢こんな感じでどう？｣｢いじめっ子役やる？｣  

｢６班の劇わかりやすかったね。｣

「あれって，実話？」  

｢当たり前のように思っていること

も，こんなふうに表現すると感じる

こと多いよね。｣  

｢いじめる役はどうやってすると

いいかな。けっこうむずかしい。｣

「いじめられてる人は実際どんな

気持ちだったのかな。」  

「どの人にも，人を傷つけることはできない。一人一人の個性をしっかり分か

り，互いに協力し合って過ごしていくことが大切。」  

「こんな自分になりたいな」 
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③振り返りから見えること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④考察 

○「やってはいけないこと，相手を傷つけてしまうことは軽い気持ちでできてしまうが，それを『い

けない』と思うことが大切なんだと考えさせられた。」「ロールプレイをしてみて，被害者もすごく

つらいけど，いじめる役もつらかった。実際，その人たちはどんな気持ちだったんだろうと思った。」

など，ロールプレイの活動を通して，他者の立場を様々な視点から見たり感じたりすることで，他

者の気持ちを理解していた。そのことが，自分を見つめ直すことにつながっていった。 

○人権侵害に対する態度・行動の事後調査では，「仲間はずれにされている人がクラスにいたらどうし

ますか」の質問に対し，「何もしない，気にしない，どうすることもできない」と答えた子どもの数

値はわずかであるが減少した。一方，「話し合う，やめるように話す，やめさせる」と前向きに答え

た子どもが増えた。「今まで，知ることも興味をもつこともなかった権利について知り，あまり気が

合わないと思っていた人とも話すようになった。」と振り返りを書いた子どももおり，人権を意識す

るようになったともとらえられる。 

○今回，特別活動と道徳の時間を関連づけて展開したが，時間配当や指導計画上の位置付け等につい

ては，今後検討していく必要があると考える。 

Ⅲ 研究のまとめ  

１．研究の成果 
（１） 段階を追った学習活動 

人権，いじめの問題を身近なものとして取り上げ，子ども一人一人がその問題に気付き，解決し

ていく過程で「自分で選択する」「自分で解決する」「自分で表現する」という段階を追った学習活

動を行った。そのことは，自分の思いを表現することが苦手な子どもには，徐々に自分を開示した

り，表現したりでき，安心して参加できる活動であった。また，クラスのよさを生かす活動として，

Ａ小学校では「自分らしさが生かされるクラスを考える」，Ｂ中学校では「クラスの人権標語づくり」，

Ｃ中学校では「あなたならどうする？」に発展した。 

（２）自他の関係を重視し自分のよさに気付く活動 

①安心して参加できる 

  表現しやすい場の雰囲気や発言の機会を保障するためのグループ活動は，誰もが安心して意見や 

まぁー，いろいろな人の気持ちというものは大切なもの

だ。人と人の心を学んだ。いじめというのは，自分より

弱いものをねらっている。 

自分が嫌だと思ったことは，人には絶対してはいけな

い。                Ｈさん 

今日は，何気ない生活のひとコマひとコマを見た気がし

ます。自分が言った一言が，相手を傷つけているかもし

れないし，自分も，相手に言われた何気ない一言で傷つ

くかもしれない。自分が生きている１秒ずつを，相手の

心を考えて生活していきたいです。人がされていやな気

持ちになることをしていたら注意したいと思います。 

                    Ｇさん 

いつも明るく，楽しそうに振舞っているが，実は繊細で周

囲に対する心配りを常に忘れない子どもである。周りを気

にしてからか，自分に自信がもてず，自分から進んで行動

を起こすことはなかったが，部活の新人戦選手決めでは，

技術以上に人柄を推され選手になった。試合では，持ち味

を十分に発揮し，みんなにも認められ，自信をもつことが

できた。        （部活動の顧問） 

自分の考えを，多くの人に聞いてもらいたいという子ども

の一人である。以前，熱心さのあまりに転入生に対し，き

つい練習メニューをさせたことがあった。この学習以後，

その転入生の能力に応じた練習を一緒に取り組む姿が見ら

れた。          （部活動の顧問） 
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考えを伝えることができた。また，話し合い活動から，自分と他者との考えや感じ方の違いを知り， 

「違っていても間違いではない。」「自分はこれでいいんだ。」という安心感をもった子どもが多くい

た。 

 ②受容されることで自分のよさに気付く 

  たくさんの他者の意見や考えを聞く活動は，自分の考え付かなかった新しい考えを知り，幅広い 

ものの見方ができるようになっていくことが分かった。また，自分の意見や考えを聞いてもらう活

動は「自分はグループの人に認められている。」「先生が受け止めてくれている。」「理解されている。」

という受容感が高まり，自分の存在や自分のよさに気付くことができるようになっていった。 

③自分のよさに気付くことで自信がもてる 

自分のよさに気付き，自分自身の生き方を言葉で伝えることは「自分の生き方を大切にしたい。」

という気持ちの高まりになり，自分に自信をもつことにつながっていった。 

（３）振り返りの積み上げ 

振り返りの話し合い活動や振り返りを文章として残す活動を積み上げていった。「活動が楽しかっ

た。」「面白かった。」という思い起こす振り返りから，「活動を通して自分はどんなことを考えたか。」

「自分はこれからどうしたいか。」という自分の考えを見つめ，見直す振り返りへと深まっていった。 

 

アンケートの結果，「自分を好きか」に関する事後調査では，「自分の性格を気に入っているか」の

質問項目で「気に入らない」と答えた中学生が増える結果となった。「気に入らない」と答えた中学生

は，自他の感じ方や考え方を知ることで，自分を見つめ直し，自らを知り始めた結果ではないかと考

えられる。中学生になると，生活環境の変化や第二次性徴における体の変化等の影響も考えられる。

さらにこの時期は，論理的思考力がつき，様々なことに対し否定的な見方をする面も出てくる。また，

自分自身に対しても素直に受け入れにくい時期でもあると考えられる。そのため，セルフエスティー

ムの高まりが結果として出にくいものであることが分かった。しかし，授業後の生活の様子や行動か

らは，高まりを感じていることが担任の見取りなどからも認められた。  

 

２．今後の課題 

今後の課題として，次の三つのことが挙げられる。 

第一に，「権利学習をしてもあまり意味がない。」「権利はあっても守られていないから，なくても同

じ。」と権利を素直に受け止められない子どもたちに，どのような働きかけをしていくのかということ

である。 

第二に，セルフエスティームの高まりには個人差があり，その個人差を実際の指導における目標の

定め方や学習展開にどう生かしていくかということである。 

第三に，すぐには形として現れにくく，しかも数量的に表しにくいセルフエスティームの変容をど

う見取っていくかということである。 

今回，授業実践をして見えてきたこととして，セルフエスティームを高めることは早い時期から行

うことが大切であるということがある。小学校で行った授業を継続して中学校で行っていくと，高い

効果が期待されると考える。長期的に子どもを見取り，継続して子どもの権利学習を行うことや，セ

ルフエスティームを高める活動を工夫することの必要性を感じた。今後，小・中学校の連携を深め，

共通認識の上で実践していくことが重要であると考える。また，子どもの権利学習を，道徳や特別活

動，総合的な学習の時間と関連させ，年間の指導計画に位置付ける学校の体制も必要である。さらに，

授業を進める上で，クラスの実態をアンケートや担任の見取り等でよくつかみ，子どもの特性，子ど
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も同士の関係性をよく理解することが大切である。 

 

自他の関係を重視し，自分のよさに気付く活動を工夫した体験・参加型の学習を取り入れた子ども

の権利学習を行うと，子どもたちは，自分を好きになり，自分に自信をもち，自分を大切にする気持

ちがもて，セルフエスティームが高まっていくことが分かってきた。さらに，授業を展開していく中

で，授業者自身のセルフエスティームも少しずつ高まっていくことが分かり，教師も子どもと共に，

子どもの権利学習の必要性を感じる実践授業となった。 

また，子どもの権利学習を行うことで，人とのかかわりの中から自分の価値や相手の喜びを共有で

き，人権を意識しようとする気持ちが高まっていることが感じられた。これからも，子ども一人一人

をしっかり見取り，子どもの人権を大切にし，人とかかわっていこうとする子どもを育てていきたい。 

 

 最後に，研究を進めるにあたり適切なご助言をいただきました先生方，研究にご協力，ご支援いた

だきました学校の校長先生をはじめ，教職員の皆様に心より感謝し厚く御礼申し上げます。 
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