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 豊後大野市学校人権教育基本方針 

【豊後大野市教育委員会】 

平成２６年 ３月 

 

１ 策定の趣旨 

   豊後大野市教育委員会では、日本国憲法、教育基本法の精神に則り、人権教育及び

人権啓発の推進に関する法律の基本理念、大分県人権教育基本方針並びに豊後大野市

人権教育・啓発基本計画の趣旨を踏まえながら、学校における人権教育の充実に努め

てまいりました。 

   しかしながら、近年、いじめや児童虐待の増加、インターネット上の個人に対する

誹謗や中傷等が社会問題となっている。特にいじめの問題については、いじめを苦に

児童生徒が自ら命を絶つ、といった、あってはならない問題が全国的に発生していま

す。豊後大野市教育委員会では、平成２５年８月に豊後大野市いじめ防止等基本方針

を策定するとともに、いじめの未然防止に係る取組方針の中で、人権教育の重要性を

明確化しています。 

   このような状況の中、人権教育のこれまでの取組を基盤に据えて更なる充実を図る

ため、豊後大野市学校人権教育推進計画を策定します。 

 

 

２ 学校人権教育の基本的な方向性 

   すべての人々の人権が尊重される社会の実現は市民共通の願いです。豊後大野市人

権教育・啓発基本計画においても、「市民一人ひとりがお互いを尊重し合い、心と心の

つながりを大切にしている住みよい社会の実現」が基本目標となっています。 

   豊後大野市教育委員会では、豊後大野市人権・同和教育研究協議会と連携し、以下

の研究テーマの下、このような社会の実現に主体的に参画していく児童生徒の育成を

目指します。 

 

   ＜豊後大野市人権・同和教育研究協議会：研究テーマ＞ 

   被差別の子どもを中心にすえた仲間づくりや、進路・学力保障の取組をど

うすすめるか 

 

上記研究テーマの具現化に向けては、人権や人権擁護に関する基本的知識を身につ

け（知的理解）、人権がもつ意義や内容を直感的に感受し、それらを共感的に受け止め

ようとする人権感覚を育成していく必要があります。さらに知的理解と人権感覚を基

盤として自分と他者との人権擁護を実践しようと意欲や態度を向上させ、これら意欲

や態度を実際の行動に結び付ける実践力・行動力の育成を目指します。 



３ 重点目標 

（１） 人権や人権擁護に関する知的理解を深化する人権教育 

① 人権尊重の理念についての理解 

・自分の大切さとともに、他者の大切さも認めるという人権尊重の理念について 

の理解を深める。 

     ・すべての教育活動を通した人権教育の推進 

 

② 多様な学習機会の充実 

・地域や学校の実情に即した多様な学習機会の提供 

・地域人材や特色ある教材の工夫 

 

③ 効果的な手法の採用 

・自ら考え、主体的に判断できる実践力の育成に資する体験的参加型学習や効果

的な指導資料の取入れ等、手法の工夫 

 

（２） 豊かな人権感覚を育成する人権教育 

① 体験活動の充実 

・個人や社会の多様性を尊重し、幅広い知識や柔軟な思考力に基づいた他者と協 

 働や新たな価値への気づき。 

・人や自然等とのダイナミックな関わりを通した人としての「許容量」の増幅 

 

② 道徳の時間の充実 

・多様な価値観へ触れる場の保障 

 

③ 望ましい人間関係の構築 

・コミュニケーション能力の向上 

・異年齢集団や地域人材等との交流 

 

（３） 人権課題解決に向けた実践力の向上 

① 自他の人権を守ろうとする実践力の育成 

・知的理解と人権感覚を基盤にした問題状況を変えようとする人権意識と実践力 

の向上 

 

② 差別の現実から深く学び、指導者としての学びを大切にする教育実践の充実 

 

③ 豊後大野市人権・同和教育研究協議会の市統一カリキュラムとの連動や人権講師



団等と連携した部落問題研修の充実 

 

（４） いじめの未然防止に資する人権教育の日常化 

上記の取組を日常化することはいじめの未然防止に資することを全教職員で共通 

理解を図り、指導者が意図する、しないに関わらず児童生徒が感じ取り、学び取る

すべての要素に意を用いる。 

 

 

４ 学校における取組の基本方針 

（１） 人権教育の推進体制の構築 

① 人権教育目標の設定 

・学校の教育目標との関連による目指す子ども像の共有 

 

② 校内の推進体制の整備 

・児童生徒の発達段階に応じ、全教育活動を通じた人権意識の高揚と一人ひとり 

の思いや存在が認められる教育環境の提供 

     ・人権教育主任をはじめ、推進委員会、スクールセクハラ防止相談窓口、スク

ールセクハラ防止委員会等の設置 

 

（２） 人権教育の全体計画の作成 

① 人権教育全体構想の作成 

・児童生徒及び地域の実態等に応じ、様々な人権課題を解決するための人権教育 

目標、実施方針、重点課題等を設定し、人権教育の全体構想を作成 

     ・学校や地域の特色を生かした取組、ボランティア活動、社会奉仕体験活動等、

並びに教科、道徳、総合的な学習の時間等との関連を明記 

 

② 年間指導計画の作成 

・人権教育の視点を位置づけた年間を通じた組織的な推進 

・豊後大野市人権・同和教育研究協議会の市統一カリキュラム及び取組計画等を 

踏まえた９年間を見通した実践内容の充実 

 

（３） 指導内容、指導方法等の工夫・充実 

① 学級経営の充実 

 教育のあらゆる機会や場面において、教育に参加するすべての児童生徒の人権

が尊重される環境と雰囲気がつくられていることが必要です。換言すれば、すべ

ての児童生徒が排除や無視、いじめ等、人間関係が阻害されることなく、一人ひ



とりの多様な個性が丸ごと受け入れられる教育環境の整備を目指す「人権を通じ

た教育」を推進します。 

 そのためにも、定期的な実態交流や複眼的に見守る取組等、子どもの現実から

深く学ぶ取組等を通し、学級経営の充実を図ります。 

 

 

      ※「人権を通じた教育」☛☛☛ 「同和教育を実践してきた時代」から大切

に育んできた人権教育の４つの側面の１つ 

（別添資料参照） 

 

② 体験的参加型学習等を取り入れた効果的な指導の充実 

 人権感覚につながる異なる価値観や考え方を受容する心の広さや、規範意識、

他者と協働する喜び等は、言葉により教え込むものではなく、直接体験により感

受し、醸成されるものです。各校で実践されている体験的参加型学習の取入れ等

多様な学習機会の提供をすすめます。 

 

③ 道徳教育の充実 

豊かな心を育てる体験活動等との関連を図りながら、道徳教育の充実を図りま

す。特に、要となる道徳の時間において、「価値の押し付け」に陥ることなく、

多様な価値観が交流され、道徳的価値に対する一人ひとりの内面的自覚が促され

る場が構築できるよう、その充実を図ります。 

 

④ 総合的な学習の時間の充実 

 人権教育の実施に当たっては、探究的な活動に配慮しつつ、多様な学習形態を

工夫し、地域の人々の協力を得るなど、地域人材や関係機関、地域の学習環境を

積極的に活用します。 

 

⑤ 人権教育の指導方法等の在り方について（第３次とりまとめ）の趣旨に沿った実

践の推進 

 国の人権教育の指導方法等の在り方に関する調査研究会議により取りまとめ

られた「第３次とりまとめ（概要版）」を生かした効果的な手法等について、市

人権教育主任研修等で研修を深めてきました。その趣旨に沿った実践の充実に向

け取組を継続します。 

 

（４） 差別事象が発生した場合の対応確認 

差別事象が発生した場合には、速やかに事象内容及び経過の把握と今後の対応策 



について教育委員会へ報告するとともに、市長部局並びに関係機関と情報を共有し、

速やかに事後の取組に移すことが求められます。管理職のリーダーシップの下、人

権教育推進委員会等を機能させた組織的対応を、迅速かつ適切に展開します。 

 

 

５ 教育相談体制の整備 

（１） 研修を生かした教育相談体制の充実 

県教育委員会、市教育委員会で行われる人権教育、教育相談、スクールセクハラ 

防止相談窓口担当者研修へ参加するとともに、子どもの悩みや不安を解消するため

の組織的な相談体制の整備を図ります。 

 

（２） 連携を密にした教育相談の充実 

市教育支援センター「かじか」及び市スクールソーシャルワーカー、福祉事務所 

等との連携を密にし、子ども理解を深める教育相談を充実します。 

 

 （３）いじめの問題に対する対応強化 

いじめの問題は、いじめられた児童生徒の生命、身体又は財産に重大な危険を生 

じさせるおそれがあるものであることに鑑み、その防止等の対策を学校いじめ対策

委員会を核として、市いじめ防止等基本方針並びに学校いじめ防止等基本方針に則

って組織的にすすめます。 

 

 

６ 教職員研修の充実 

 （１）子どもの現実から深く学ぶ校内研修の充実 

    人権教育をすすめるに当たっては、人権教育に関わる教職員による計画的な研修

を推進することにより、そこでの指導者としての学びを明日からの教育実践で返し

ていく営みを大切にしてきました。 

    同和教育を実践してきた時代より大切に培ってきた「差別と自己との関わりを大

切にする」「指導者としての自己変革を大切にする」という揺るぎない原則に立ち返

った実践の振り返りを継続的に推進します。 

 

 

     ※「差別と自己との関わりを大切にする」「指導者としての自己変革を大切にす

る」☛☛☛「同和教育を実践してきた時代」から大切に育んできた５つの原

則の中にある原則（別添資料参照） 

 



（２） 同和問題に係る学習の推進 

    指導者として部落問題認識を深めるため、同和教育を実践してきた先輩教員から

学ぶとともに、外部講師や人権講師団等と連携し、部落差別の内実に迫る学習を推

進します。 

 

（３） 県、市、市人同研等が開催する研修への参加 

  ○市人権・同和教育研究協議会総会・学習会      （ ５月） 

  ○県教育委員会校長・人権教育主任研修        （ ５月） 

  ○県教育委員会スクールセクハラ防止相談窓口担当者研修（ ８月） 

  ○市フィールドワーク研修              （ ８月・１１月） 

○市教育委員会人権教育主任研修           （１０月） 

  ○市人権・同和教育研究大会             （１１月） 

  ○ヒューライツフォーラム              （１１月） 

 

 

７ 家庭・地域との連携 

    市内各校において、人権教育の授業参観や人権講演会、人権コンサート等につい

て PTAと連携した取組がすすめられています。児童生徒の変容や教育活動を通した

保護者啓発が求められています。地域や学校の実態に応じた家庭・地域との連携を

継続します。 

 

 

８ その他 

    この基本方針は、今後の情勢並びに取組状況等を勘案し、必要と認める時は検討

を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ 資料 ＞ 

＜※資料１：「同和教育を実践してきた時代」から大切にする人権教育の４つの側面、５つの原則＞ 

 

【第１の側面】  人権としての教育（education  as  human  rights  ） 

     ☞☞☞ 教育が受けられることが保障されていること。自分の力が発揮できる

条件や環境の保障もこれに含まれる。 

 ＜取組みの方向性＞ 

         日々の授業における基礎・基本の学力を保障。主体的に生きてはたら

く力を培う等、「学習の質」を創り出すこと。更には子どもたちの確か

な未来につながる進路保障がされること。 

 

【第２の側面】  人権についての教育（education  about  human  rights  ） 

     ☞☞☞ 人権についての基本的な考え方、実現されるための機構・方法、様々

な人権侵害の事実と課題克服の取組みについて学習すること。 

 ＜取組みの方向性＞ 

         様々な人権問題に対して科学的な認識を培うため必要な知識を伝える

教育、またあらゆる人権問題について、学習者自身が参加・発見し、

課題を共有できる主体的な「学び」を行い、差別を見抜き、許さず、

自ら差別を解消していこうとする意欲と実践力を培う。 

 

【第３の側面】  人権を通じての教育 

（education  in  or  through  human  rights  ） 

     ☞☞☞ 教育のあらゆる機会や場面において、教育に参加する全ての人たちの

人権が尊重される環境と雰囲気がつくられていること。 

 ＜取組みの方向性＞ 

         全ての人たちが、排除や無視、虐待等人間関係が阻害されることなく、

一人ひとりのもつ多様な個性が丸ごと受け容れられる場をつくる。 

 

【第４の側面】  人権のための（をめざす）教育 

（education  for  human  rights  ） 

     ☞☞☞ 上記３つを包括した上位概念であり、何のための人権教育か、という

目的が明確であること。 

 ＜取組みの方向性＞ 

         全ての教育活動において、「人権確立」「めざす子ども像」等、明確な

目的を持ち、実践すること。 



 

 

 

１ 部落差別の現実から深く学ぶ 

  部落問題の知識や差別のおかしさに対する観念的理解ではなく、教職員等が自ら現実

に触れる中で学んだことを教育活動に還元していくことです。部落問題学習等を通じて、

子どもたちの部落問題認識を確かなものにする等の取組みも、厳しい立場に立つ子ども

を中心とした教育活動も、現実からの出発でした。まさに同和教育は「結果に対する対

策から原因解消への取組み」に深化させてきたのです。 

 

２ 教職員・指導者の自己変革を大切にすること 

  教育の中にある差別性とそれを支えている自らを、繰り返し問い直していくことから

自己変革を図ってきました。そうした個々の取組みが学校総体の変革につながり、人権

文化が学校文化として根付くことにつながりました。 

 

３ 差別と自己とのかかわりを大切にすること 

  差別は、差別される側のみならず差別する側の生き方や暮らしをも縛っています。そ

して、一人の人間の中にも差別・被差別の両面を持ち合わせていることも現実です。こ

うした現実を踏まえ、差別問題と自分自身がどのようにかかわっているのかをとらえる

ことを大切にしてきました。 

 

４ 被差別の立場の子どもを中心とする仲間づくり 

  一人の子どもを見失わずに生活を綴り、語り合う事を通しての仲間づくりは、同和教

育をすすめる根本的原則として取組まれてきました。仲間づくりは目的ではなく、それ

を通じて教育内容の創造や進路・学力保障へつながっていきました。 

 

５ 教育条件の整備 

  教育の内容としてのソフト面とともに、ハード面とも言える教育に関わる諸条件整備

も、必要とされ行われてきました。教科書無償制度、奨学金制度、同和教育推進教員配

置等は、子どもたちの現実や親たちの願いから生まれたものです。「差別の悪循環を絶つ」

という視点での低学力克服の取組み等も、地域の子ども会活動と連動して行われてきま

した。 

   

 

 


