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小学校・中学校・高等学校社会科人権教育における

三つの側面からの重要性と課題

12K002　廣田　　淳

第１章　はじめに
　現在の日本の学生は平成18年のOECD(経済協力開発機構)のPISA調査により日本の学生は基

礎的な知識や技能が身に付いているということが分かった。ここでいう基礎的な知識・技能とい

うのは所謂「知識型問題」の事を指している。知識型問題というのは学校におけるテストにおい

て基盤となる公式や方法を習得していれば解くことが可能な問題の事を指す。例を出すならば単

純な掛け算の問題、図形の問題を指す。日本の生徒はこの知識型問題に対しての正答率が著しく

高いということがPISA調査において判明した。しかしその反面、PISA調査によりもう一つの事

実が判明された。それは知識を実生活の場面で活用する(所謂「活用型問題」を解く)ことに難が

あるということである。この実生活の場面で活用する問題というのは下記の図を参照して頂きた

い。下記の図は上記の例で出てきた台形の公式と幾つかの情報を理解していれば解く事が可能な

問題である。しかしこうした活用型問題に対しての日本の学生の正答率は低いという事が判明し

た。以上の様な結果と調査により日本の学生は記述問題や読解力が必要な問題に対して難がある

ということ、更に勉強に対する意欲や勉強時間に課題が存在しているということが分かる。更に

これからの社会は現在よりも更なる知識と技能が求められているため早急な対策と教育が必要で

ある。１	

　これからの現代社会は「知識基盤社会」が近付きつつあると考えられている。ここでいう知識

基盤社会とは一体何なのか。それは「変化に激しく、常に新しい道の課題に試行錯誤しながらも

対応することが求められる社会」である。新しい知識や情報、技術が社会のあらゆる場面で活動

の基盤として重要性を増すと言われている。その為今現在よりも生徒達には更なる幅広い知識と

柔軟な思考力が求められている。以上の事から文部科学省は「生きる力」の育みを理念とするよ

うに学習指導要領を改訂した。生きる力とは生徒達に「確かな学力」「豊かな人間性」「健やか

な体」の三つの要素をバランスよく育てる事を言う。詳しい内容は後の第２章で詳しく記す。更

に文部科学省はこれからの学力の要素として以下の三つを唱えた。まず生徒達に対し更なる基礎

的な知識と技能をしっかりと身につけさせること。次に調査によって判明した課題の一つ、知識

や技能を活用し、自ら考え・判断し、表現する力をはぐくむ力を養うことである。最後に生徒た

ち自身に学習に取り組む意欲を向上させること。以上の三つを文部科学省は新たな学力の要素と

して提唱した。２･３	

　現在、人権教育を行う上で生徒達に育てたい資質・能力が３つ存在する。まず人権問題を解決

する上で役立つ実践的知識を生徒達に習得・養わせる「知識的側面」。知識的側面とは主に「人



─ 20 ─

権」を勉強することを指す。勉強の内容は人権の概念を始め、人権の種類や歴史などを指す。次

に人権問題に対し生徒達が自分や他者に対し尊重・肯定的評価ができるようにする「価値的・態

度的側面」。これは主に自分や他者を尊重し、集団や社会と接し方等を勉強する。最後に人権問

題対し生徒達が合理的に分析し、偏見や差別を見極めるように養わせる「技能的側面」の３つで

ある。これは人権教育を行う上で育てたい資質と能力は先に説明した生きる力の三つの要素と重

複しており、生きる力の育みに大変効果的であると私は考える。人権教育は後の章で詳しく記す

が、主に担っているのは「社会科」と「道徳」と「特別活動」の３つである。上記のように「知

識的側面」を養うことができるのは社会科の人権教育であり、「価値的・態度的側面」を養うこ

とができるのは道徳・特別活動の人権教育である。今回私は社会科の人権教育における知識的側

面と価値的・態度的側面と技能的側面の三側面の両立が可能かどうかを本論文のテーマとし取り

組む。4

第２章　教育の方向性の変遷

２.１　戦後から現在までの教育方向性の変遷

　現在の日本での教育の方向性は『生きる力』を軸とした、『確かな学力』『豊かな人間性』『健や

かな体』をバランスよく生徒たちに教え、育てることが重要視されている。しかしこうした教育

の方向性は戦後の教育課程改革以降、大きく分けて三つの転換があった。この章ではその変遷を

記す。

　まず大体の流れを先に説明すると戦後の1950年代から経験主義的なカリキュラムから系統主

義的なカリキュラムへ大きく方向展開する。次に1970年代中頃『落ちこぼれ』『落ちこぼし』の

問題が多発、これを契機に当時行われていた系統主義的カリキュラムの典型とされていた『学問

中心カリキュラム』を修正し、ゆとり教育政策が推進されるようになった。最後に1990年代に

学力低下論争が起こり、その原因は『ゆとり教育』ではないかという論争が始まり、文部科学省

は『ゆとり教育』政策による『新しい学力』から『確かな学力』へと軸を変換し、学習指導要領

も改定した。

２.２　戦後から1950年代までの教育の方向性「経験主義的カリキュラム」

　1950年代、当時の教育は経験主義的なカリキュラムであった。経験主義的カリキュラムとは

「子供の生活や経験を中心に編成されるカリキュラム」の事を指す。子ども自身の中にある「能

力」「意欲」「体験」などに基づいて学習を行う方法である。学習方法も「問題解決的な学習」を

行い子供の社会性、問題解決能力などの育成を図っている。問題解決的な学習とは、生徒に対し

てひとつの疑問・問題を提示、生徒はその問題に「なぜだろう？」という疑問・興味を湧かせ

る。その後生徒は自分自身で仮説を唱え、自発的に勉強をしたり、実地に調査・研究をし、その

仮説の正当性を調べる。もし自身の仮説が間違っていれば、新たに仮説を組み立て調査・研究を
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する。生徒は苦悩しながらも、試行錯誤をし、社会性と問題を解決する力を養うという勉強方法

である。この勉強法は最終的に正しい回答に導いたかどうかではなく、勉強の中での過程を重要

視されている学習理論である。この学習方法では子供の全体的な成長度が重視されており、戦後

の最初の学習指導要領でも大きく反映されている。しかし問題解決的な学習を学習方法とした経

験主義的なカリキュラムも時間がたつにつれ、1950年代に行われた学力調査によって終わりに

近づきつつあった。1950年代に行われた学力調査の結果は思わしくなく、様々な場所から経験

主義的カリキュラムに対し批判と不安の声が大きくなった。そのため各教科に対し、経験主義に

偏りすぎていたと考えた。そのためこれからは系統性を重視し、基礎学力の向上を目指すように

「系統主義的カリキュラム」なった。それと同時に学習指導要領もそのように改訂された。5･6

２.３　1950年から1970年代中ごろの教育の方向性　経験中心主義からゆとり教育へ

　高度経済成長下の影響もあってか、当時の教育は知識重視の授業が行われていた。いわゆる

「詰め込み教育」である。詰め込み教育は学校で行われる定期テストの点数が通常の授業よりも

上がる反面、授業・テスト後には忘れてしまうことが多々あるという欠点がある。更に一般的な

知識は習得することができるが、それを応用した問題（その単語は○○にどのような影響があっ

たか、文章題など）に対応することができない、生徒たちが勉強に対する動機づけを身につける

ことができない、ストレスによるいじめが発生してしまうなどの重大な欠点も存在する。そのた

め1970年代中ごろに「落ちこぼれ」などの多数の問題が起こってしまった。その結果当時の文

部省は「学問中心カリキュラム」を修正、知識を中心とするだけでなくもう少しゆとりをもった

教育を行おうと「ゆとり教育」政策を始めた。このゆとり教育は当時の詰め込み教育に対する反

省から導入された教育方法だが、現在の学力低下論争のなかで低下を招いた原因ではないかと各

所から批判されている。7

２.４　1980年代から現在までの教育の方向性　学力観の変更

　平成へ移行する頃になると、「不登校」や校内暴力などによる「いじめ」などが続出する。更

に上記のように1999年には「学力低下論争」が始まり、現在の教育である「ゆとり教育」に対

する批判が日に日に増していった。上記の問題に対して文部省は激動する社会の中で生き抜くこ

とが出来るように基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現す

ることにより、様々な問題に積極的に対応し、解決する力である「確かな学力」。自ら律しつ

つ、他人と共に協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性をはぐくむ「豊かな

人間性」。たくましく生きる為の健康や体力を育てる「健やかな体」。以上の三つをバランスよ

く育て、子どもたちの「生きる力」をゆとり教育の中に導入し、一層育むことを目指すことに

なった。それに関連し学力観が「確かな学力観」へ転換された。そのため現在の生きる力という

のは過去に行われた「詰め込み教育」や「ゆとり教育」とは違う教育方針であるとされている。8･9
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第３章　社会科と道徳の教科書比較・分析

３.１　人権教育の実態

　現在の人権教育は全教科に対して行われるように計画されている。知識的側面では「社会」

「保険体育」「技術・家庭科」等が当てはまる。例を出すと社会科では「様々な人権課題に関する

知識、権利と義務、個人の責任、人間の尊厳と平等、法と規範、社会参加に関する知識等」の習

得などを目指している。価値的・態度的側面では「道徳」「特別活動」「理科」「技術」「保健体育」

「総合的な学習の時間」等が当てはまる。道徳と特別活動を例に出すと、道徳では「自由・責

任、思いやり・親切、信頼・友情、尊敬・感謝、生命尊重、公正・公平、家族愛、協力、国際理

解」を	特別活動では「よりよい生活や人間関係を築こうとする自主的・	実践的な態度」の習得

を目指している。技能的側面では「特別活動」「国語」「数学」「理科」「外国語」「総合的な学習の

時間」等が当てはまる。この様に人権教育は上記の様に全教科に対して行うように指示が来てい

る。しかし実際には「社会科」「道徳」「特別活動」の三教科が主に担っており、他の教科の人権

教育はあまり行われていない。上記の理由から３教科の小学校・中学校・高等学校で使用されて

いる教科書を対象に調査・分析を行う。10･11

３.２　参考教科書一覧

　調査対象の教科書は主に新潟県で使用されている教科書を中心に分析を行う。

　まず小学校教科書では社会科からは、教育出版から出版されている『小学社会６㊦』の平成22

年度版と平成26年度版を比較・分析する。次に道徳では『わたしたちの道徳　小学校　一・二年

生』、『わたしたちの道徳　小学校　三・四年生』、『わたしたちの道徳　小学校　五・六年生』の

３冊を比較・分析を行う。次に中学校教科書の社会科からは、教育出版の『中学社会―公民―と

もに生きる』と帝国書院『中学生の公民―よりよい社会を目指して』の２冊を対象に比較・分析

を行う。次に道徳からは廣済堂から出版されている。『私たちの道徳　中学校』の分析を行う。最

後に高等学校からは東京書籍から出版されている『政治・経済』の分析を行う。12･13･14･15･16･17･18･19･20

３.３　小学校教科書の調査・分析

　小学校では第６学年社会科下(上では歴史を主に学習する)において始めて学習をする。下記に

教科書内容を載せる。また教科書が４年後に教科書が改訂されたためここでは平成22年度に検

定された『教育出版小学社会６㊦』と平成26年度に検定された『教育出版小学社会６㊦』を下

記に載せる。平成22年度版と26年度版の教科書を比較すると幾つかの事がわかる。まず22年度

版と26年度版ではテーマの設け方が違う。22年度版はテーマを一つごとに設定して教科書を作

成している。それに対して26年度版は教科書全体でテーマが一貫して設定され作成されてい

る。更に26年度版は22年度版に比べ、日本の国の政治内容や組織に関してより詳しく説明され
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ており、最終章に記されている「世界の人々と共に生きる」の内容で多文化共生や交流などの記

述が増えている事がわかる。しかし両年度版の教科書を比較・調査した結果、中学校教科書と高

等学校教科書よりはましだが、知識的側面よりに作成されている

平成22年検定　教育出版小学社会６㊦

５暮らしの中の政治P２～36 まちの公共施設を調べよう プロローグ

身近な暮らしと政治

P４～13

安全で安心な放課後に BOPの解説

子供は未来の希望　 同上

だれもが住みよいまちを目ざして 互いに協力・障害者支援制度

みんなの願いを実現させるために 政治の仕組み

税金のはたらきとわたしたちの暮らし 税の動き

憲法とわたしたちの暮らし

P14～36

ニュースから政治を調べよう 日本国憲法と三大原則

国の主人公は国民　　 選挙権・祝日・国事行為

すべての人が幸せに生きる 基本的人権・アイヌ・外国人差別

平和を守る　 戦後の日本の対策(非核三原則など)

国の政治のしくみ 三権分立

政治のしくみと国民の参加 参政権・三権分立の詳細

６日本と世界のつながり

P32～63

世界の人々とわたしたち プロローグ

１日本とつながりの深い国々

P40～49

日本とつながりのある外国を探そう 各外国の把握

どうやって調べようかな 同上

おとなりの国　韓国 韓国の詳細

貿易で強く結ばれている国　アメリカ アメリカの詳細

歴史でつながりの深い国　中国 中国の詳細

サッカーがさかんな国　ブラジル ブラジルの詳細

２世界の人々と共に生きる

P52～63

世界で活躍する日本人　 ODA・紛争問題

ユニセフのはたらき　 子どもの権利条約・ユニセフ

国際連合のはたらき 国際連合の仕事・活動内容

地球の環境と共に生きる 環境問題

平成26年検定　教育出版　小学社会６㊦

２暮らしの中の政治２～36 いつの時代にも人々の暮らしがある プロローグ

１わたしたちの暮らしを支える

政治

P４～27

まちで暮らす人々の願い　 少子高齢化

子どもは未来への希望 子どもの育成援助について

「おでかけひろば」ができるまで 住民の願いの実現法

税金のはたらき 税の種類
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国会のはたらき 国会と政治の関連性

内閣のはたらき 内閣の解説

裁判所のはたらき 裁判所の解説・三権分立

災害からわたしたちを守る政治

P18～25

突然の大地震と津波 自然震災についての解説

緊急の支援 災害時の支援方法

安心して暮らすことのできるまちを目

ざして
災害に対しての税金と法律

前よりいいまちに 公助・共助・自助について

２憲法とわたしたちの暮らし

P26～37

だれもが使いやすい駅に バリアフリーの解説

国の在り方を示す日本国憲法　 日本国憲法の三原則

国の主人公は国民　 選挙権・国民主権・参政権

すべての人々が幸せに生きるため　 基本的人権・アイヌ問題

平和を守る　 戦後の日本の対策(戦争放棄)

３世界の中の日本　P38～78 日本と世界のつながり プロローグ

１日本とつながりの深い国々

P38～61

日本とつながりのある外国を調べよう 各外国の紹介

貿易で強く結ばれている国　アメリカ 韓国の詳細

歴史でつながりの深い国　中国 中国の詳細

豊かな石油資源をもつ国　サウジアラ

ビア
サウジアラビアの詳細

つながりの深い国々について話し合お

う
多文化共生社会の理解

地球の反対側にある国　ブラジル

２世界の人々と共に生きる

P62～78

世界で活躍する日本人　 環境問題

ユニセフのはたらき　 子どもの権利条約・ユニセフ

国際連合のはたらき 国際連合の仕事・活動内容

地球の環境と共に生きる 環境問題

交流の輪を広げる 世界の交流について

よりよい社会を共に開く ODAなどの援助機構の解説

３.４　中学校社会科教科書分析

　中学校では社会科公民的分野で人権の内容が他の学校種より取り上げられており、中学校から

本格的に人権の概念を勉強する。

　今回は新潟県で実際に使用されている教育出版の『中学社会―公民―ともに生きる』と帝国書

院の『社会科中学生の公民―よりよい社会を目指して』の二つを例に出し分析を行う内容は下記

のように取り上げられている。

　教育出版の『中学社会―公民―ともに生きる』ではP30～P51のP21で憲法や人権について学
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ぶ。他の単元では人権に関する記述はされていなかった。その一方帝国書院の教科書では教育出

版の教科書とは違い、様々な場面で人権について学習する機会が設けられている。まず我々個人

や家庭内での人権を学習後、自国の政治内容や構造の概要、人権の種類説明、その後視野を世界

に広げ、国際問題に着手するように作られており、中学校社会科の教科書では内容は違うが、日

本の法や政治の構造、人権の基礎を学び、そこから人権の概要や種類を学ぶようにできている。

『中学社会―公民―ともに生きる』教育出版

P30～31 ①法に基づく政治 政治の基礎・三権分立について

P32～33 ②日本国憲法の由来 大日本帝国～日本国憲法施行までの変
遷

P34～35 ③日本国憲法の三つの柱 日本国憲法の三原則の説明

P36～37 ④自由であること 自由権

P38～39 ⑤人間はみな平等 法の下の平等（男女雇用、障害者など）

P40～41 ⑥平等な社会を作る 「同和」、「アイヌ」の差別問題

P42～43 ⑦人間らしく生きる 社会権について

P44～45 ⑧人権を守る為の権利 請求権、参政権など

P46～47 ⑨自由と責任、権利と義務 公共の福祉、国民の義務

P48～49 ⑩広がる人権 プライバシー、環境権

P50～51 ⑪人権尊重の国際的広がり 国際人権問題、条約、規約

『社会科中学生の公民―よりよい社会を目指して』帝国書院

第１部

(P２～P28)

第１章・私達の現代社会の特色 ①福祉の義務・雇用・勤務の自由

②個人・高齢者の人権

③夫婦間の平等

第２章・私達の生活と文化

第３章・現代社会の見方・考え方

第２部

(P30～P103)

第１章・民主主義について考えよう ①民主主義・政治の概要と歴史

第２章・日本国憲法について考えよう ②日本国憲法の歴史と内容

第３章・住民として地方の政治を考え

よう
③平等権・自由権・社会権

第４章・国民としての国の政治を考え

よう
④新しい人権・参政権

第３部

(P106～P168)

第１章・私達の生活と経済を考えよう

①労働基準法

②育児・介護休業法

第２章・消費者として経済を考えよう

第３章・企業を通して経済を考えよう

第４章・納税者としての経済を考えよ

う

第４部

(P172～P202)

第１章・世界平和の実現を目指して ①国際問題

②国際人権問題

③国際条約・規約の概要第２章・私たちの地球を見つめて
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３.５　高等学校社会科教科書分析

　高等学校でも公民科、政治経済において人権教育がおこなわれている。以下に東京書籍の『政

治・経済』の内容を記す。高等学校では主に「憲法」と「基本的人権」に関する単元で人権教育

が取り上げられている。小学校や中学校で習得した内容を拡充して授業を行うことが可能である。

東京書籍『政治経済』

第１章　現代の政治P６～91

第１節

民主政治の基本原理

P６～22

(1)民主政治の特質　 p６～９

(2)法の支配と人権の確立　 P10～13

(3)民主政治の仕組み　 P14～16

(4)世界の主な政治体制 P17～22　

第２節

日本国憲法の基本原理

P23～38まで

(1)日本国憲法の制定と基本原理　 P23～29

(2)基本的人権の保障　 P29～37

(3)平和主義 P38～42

第３節

日本の政治機構

P43～56

(1)国会 P43～46

(2)内閣 P47～50

(3)裁判所 P51～53

(4)地方自治 P54～56

第４節

現代政治の特質と課題

P57～65

(1)世論とマスコミ P57～58

(2)選挙と政治意識 P59～61

(3)政党政治と政治参加 P62～65

第５節

現代の国際政治

P66～91

(1)国際政治の動向 P66～69

(2)国際関係と国際法 P70～71

(3)国際社会の組織化 P72～77

(4)国際政治の課題 P78～82

(5)地球環境問題と国際社会　 P83～86

(6)国際社会における日本の役割 P87～91

第２章　現代の経済　P92～167

第１節

経済社会の変容

P92	～100

(1)資本主義体制の成立と発展 P92～95

(2)社会主義経済の登場と変容 P96～97

(3)現代の資本主義経済 P98～100

第２節

現代経済の仕組み

P101～121

(1)経済主体と経済の循環 P101～104

(2)市場経済の機能と限界　 P105～108

(3)国民習得と経済成長 P109～111

(4)資金の循環と金融 P112～116

(5)租税と財政 P117～121
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第３節

日本経済の発展と福祉の向上

P122～150

(1)日本経済の発展 P122～128

(2)中小企業の問題 P129～130

(3)農業・食糧問題 P131～133

(4)公害防止と環境保全 P134～137

(5)消費者問題と消費者保護 P138～140

(6)労使関係と労働市場 P141～145

(7)社会保障と社会福祉 P146～150

第４節

国民経済と国際経済

P151～167

(8)貿易と国際収支 P151～154

(9)経済対立と国際協調 P155～163

(10)国際経済における日本の役割 P164～167

第３章　現代社会の諸課題　P168～203

第１節

日本社会の諸課題

P168～189

(1)情報化は市民生活をどう変えるの

か？
P168～171

(2)政府は何のためにあるか？ P172～173

(3)住民参加をどう実現するか？ P174～175

(4)町工場は日本経済の活力になる

か？
P176～177

(5)日本の農業は生き残れるか？ P178～179

(6)循環型社会は実現するか？ P180～181

(7)自己責任の社会がやってくる？ P182～183

(8)雇用の流動化は何をもたらすか？ P184～185

(9)少子・高齢化は社会をどう変える

のか？
P186～187

(10)資源・エネルギー問題は解決で

きるのか？
P188～189

第２節

国際社会の諸課題

P190～203

(1)この星をわたしたちは救えるの

か？
P190～191

(2)人種・民族問題をどう越えるの

か？
P192～193

(3)日本は「ODA大国」か？ P194～195

(4)貿易黒字は「もうけ」なのか？ P196～197

(５)核廃絶と軍縮じゃ可能か？ P198～199

(６)地球社会で日本がなすべきこと

は何か？
P200～203
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３.6　道徳教科書分析

　道徳や特別活動での人権教育は主に態度的・価値的側面と技能的側面を養うように製作されて

いる。道徳における人権教育は４つの領域によって小学校から中学校の９年間人権について望ま

れる態度を教育する。４つの教育とは「自分自身」、「他者との関わり」、「自然や崇高なもの」、

「集団や社会との関わり」の４つである。下記に『私たちの道徳』シリーズの三冊を例として載

せる。下記のデータをまとめると、以下のことがわかる。まず全教科書に共通的にいえることが

自分自身の尊重や育成についての項目が学年関係なく重点的に載ってあるということである。そ

して学年が上がるごとに他の分野の「集団と他者とのかかわり方」の項目が増えている。これは

まず自己の尊重を優先し、そこから他者、社会と視野と範囲を広げさせようとしているのだろ

う。そして本格的に他者を考えるようになるのは５・６学年、中学校からである。小学校１、２

年生の教科書では他者関係が約30頁だったものが中学校の教科書になると約50頁に増えてい

る。しかし道徳の教科書は社会科の教科書とは違い知識的側面を養う記述が一切されていない。

そのため道徳の方面からは知識的側面を養う事が一切できないことが考えられる。21

　以上の４つの領域で自他の尊重を始め、思いやり、公徳心、正義、差別や偏見の解消などの人

権に関係する内容を生徒達に対して学ばせる。更に特別活動でも自覚形成を芽生えさせるために

「人間関係作り」「集団作りの一員」「自覚形成」のなかで人権が関っている。

平成26年度発行　『わたしたちの道徳　小学校　一・二年生』　P４～P158

自分を見つめて

P８～P48

きそく　正しく　気持ちの　よい　毎

日を

「自分自身」自分で　やる　ことは　しっかりと

よいと　思う　ことは　すすんで

すなおに　のびのびと

人とともに

P52～82

気持ちの　よい　ふるまいを

「他者とのかかわり」
あたたかい　心で　親切に

ともだちと　なかよく

お世話に　なって　いる　ひとに

いのちにふれて

P88～110

いのちを　たいせつに

「自然や崇高なもの」生きて　いるって　すばらしい

すがすがしい　こころで

みんなとともにP116～P154

やくそくや　きまりを　まもって

「集団や社会とのかかわり」

はたらく　ことの　よさを　かんじて

家族の　やくに　立つ　ことを

学校の　生活を　楽しく

ふるさとに　親しみを　もって
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平成26年度発行　『わたしたちの道徳　小学校　三・四年生』　P４～P174

自分を高めて

P８～50

よく考えて節度ある生活を

「自分自身」

やろうと決めたことは最後まで

正しいことは勇気を持って

正直に明るい心で

自分の良い所を伸ばして

人と関わって

P54～82

だれに対しても真心をもって

「他者とのかかわり」
相手を思いやり親切に

友達とたがいに理解し合って

そんけいと感謝の気持ちをもって

命を感じて

P88～112

命あるものを大切に

「自然や崇高なもの」自然や動植物を大切に

美しいものを感じて

みんなと関わって

P116～P174

社会のきまりを守って

「集団や社会とのかかわり」

働くことの大切さを知って

家族みんなで協力し合って

協力し合って楽しい学校・学級を

きょう土を愛する心をもって

伝とうと文化を大切に

	

平成26年度発行　『わたしたちの道徳　小学校　五・六年生』

自分をみがいて

P８～50

節度、節制を心がけて

「自分自身」

希望と勇気をもってくじけずに

自立的で責任ある行動を

誠実に明るい心で

進んで新しいものを求めて

短所を改め、長所を伸ばして

人とつながって

P54～92

礼儀正しく真心を持って

「他者とのかかわり」

相手の立場に立って親切に

たがいに信頼し、学び合って

けんきょに、広い心をもって

支えあいや助け合いに感謝して

命をいとおしんで　P96～114

自他の生命を尊重して

「自然や崇高なもの」自然の偉大さを知って

大いなるものを感じて
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みんなとつながって

P118～180

法やきまりを守って

「集団や社会とのかかわり」

公正、公平な態度で

自分の役割を自覚して

公共のために役立つことを

家族の幸せを求めて

より良い校風を求めて

郷土や国を愛する心を

世界の人々とつながって

廣済堂　『私たちの道徳　中学校』　

今の私 学年毎の今の自分について記す

１自分を見つめ伸ばして

P８～45

調和のある生活を送る

「自分自身」

目標を目指しやり抜く強い意志を

自分で考え実行し責任をもつ

真理・真実・理想を求め人生を切り拓く

自分を見つめ個性を伸ばす

○自分を深く見つめて

２人と支え合って

P46～95

礼儀の意義を理解し適切な言動を

「他者と関わり」

温かい人間愛の精神と思いやりの心を

励まし合い高め合える生涯の友を

異性を理解し尊重して

認め合い学び合う心を

人々の善意や支えに応えたい

○支え合いにともに生きる

３生命を輝かせて

P96～131

○生命を考える

「自然や崇高なもの」

かけがえないのない自他の生命を尊重

して

美しいものへの感動と畏敬の念を

人間の強さや気高さを信じ生きる

法やきまりを守り社会で共に生きる

○一人一人が守るべきものがある

つながりをもち住みよい社会に

４社会に生きる一員として 正義を重んじ公正・公平な社会を
「集団や社会とのかかわり」

P132～240 役割と責任を自覚し集団生活の向上を

勤労や奉仕を通して社会に貢献する

社会に目を向け、社会に貢献する

家族の一員としての自覚
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学校や仲間に誇りをもつ

ふるさとの発展のために

４社会に生きる一員として 国を愛し、伝統の継承と文化の創造を

P132～240 ○日本人としての自覚をもって真の国

際人として世界に貢献したい
「集団や社会とのかかわり」

日本人の自覚をもち世界に貢献する

その他
○情報社会の光と影

○あなたの身近にいじめはありますか

３.7　調査結果

　教科書を軸に調査し社会科は小学校・中学校・高等学校問わず人権教育を行うことが可能であ

ることが判明した。しかし社会科教科書は記述内容の殆どが生徒達に対して知識的側面を養う方

面に製作がされている。

　学校種ごとの社会科教科書を分析した結果幾つかの事が判明した。まず小学校では自国の歴史

や政治、社会の基盤を勉強した後に人権の初歩的な内容を学ぶ。更に過去の教科書と現在の教科

書を比較してみると、多文化共生・交流の記述が増えており、以前より他者との尊重を育むよう

に教科書は記述されている事がわかる。一方中学校からは小学校の時に習得した内容よりもより

詳しく政治の組織と構造や人権の種類と内容を学ぶ。中学校社会科は「歴史」・「地理」・「公民」

と三つの分野に分かれているが、中学校社会科では主に公民の授業において「人権」の概念を本

格的に勉強する。また中学校社会科の教科書を調査した結果、知識的側面を養う方面で製作され

ており、その為授業時間を考慮すると知識的側面以外の方面を養うことは難しいのではないのか

と考えられる。最後に高等学校では「政治・経済」の「憲法」と「人権」が関連する単元で人権

を学ぶ。小学校・中学校で基礎的な内容や人権の概念を習得している為、授業自体は知識的側面

以外の方面を養う授業を行うことが比較的可能ではないかと考える。

　小学校・中学校の道徳では４つの領域から９年間望まれる態度を育成する。それは前述通り

「自分自身」「他者との関わり」「自然や崇高なもの」「集団や社会との関わり」の四つの領域であ

る。小学校から中学校の教科書を調査した結果、最初の１・２年生の道徳の教科書では「自分自

身」の領域を育成する記述が多い。それから学年が上がるごとに教科書の内容は「他者との関わ

り」「集団や社会との関わり」の領域についての記述が多くなる。無論「自分自身」の必要性が

減ったわけではなく、最初は自己についての育みが重要視されており、それから対人の育成であ

る。「他者と関わり」や「集団や社会との関わり」を学ばせるためだと考えられる。特別活動は

教科書が存在しない為、今回は調査対象ではない。特別活動は自覚形成を芽生えさせるために

「人間関係作り」「集団作りの一員」「自覚形成」の３つの領域で人権を学ぶようになっている。

また道徳と特別活動は価値的・態度的側面の方面を重視しているため教科書には知識的側面を養

う記述は一切されていない。
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第４章　人権教育実践の調査と分析

４.１ 　調査対象条件・調査した学校

　今回の調査・分析対象の授業は大きく分けて二つ。まず、第一に知識的側面と態度的側面の両

立をしている授業。更に教科が社会科であること。上記二つが当てはまる授業を分析する。なお

まとめ方は、最初に実践校、次に人権の種類と主な内容、そして大まかな指導計画を記し、最後

に実践に対しての評価と課題を記す。尚指導計画についてだが、最初に大まかな内容を記し、そ

の下に詳細を記入する。今回は調査した学校は以下の８つである。

①新潟県魚沼市立広神小学校（社会科・道徳・人権学習の時間)	22

②愛知県津島市立藤浪中学校（社会科)	23

③滋賀県彦根市立若葉小学校（社会科)	24

④大阪府松原市布忍小学校（社会科・道徳)	25

⑤佐賀県古城市立晴田小学校（各教科)	26

⑥長野県須坂市立小山小学校（社会科)	27

⑦栃木県教育委員会事務局学校教育課　中学校社会科（歴史的分野)	28

⑧栃木県教育委員会事務局学校教育課　中学校社会科（公民的分野)	29

４.２　調査した実践集

実践其の１　新潟県魚沼市立広神小学校

種　　類 拉致問題

内　　容 拉致に関する人権侵害を学び、考える。

指導計画 ①事前に幾つかの指導を生徒達に対して行う

(1)道徳の時間において韓国と北朝鮮の文化・歴史を知る(１時間)

・歴史と文化を知るだけではなく、共通な個所を教え互いに理解をさせる。

・韓国と北朝鮮の関係を知り、生活の様子や国民の思いを考えさせる。

(2)社会科で基本的人権を知る(１時間)

・自分たちは日本国憲法によって守られている事を知る。

・知ることによって自分たちがどんな事が出来るのかを想像させる。

②人権学習の時間・テーマ「拉致問題を知り、人権を考えよう」

(1)第一時・拉致問題の事実を学ぶ

・拉致の事実を知り、拉致の非道さを気付く。

・拉致関係のアニメ(めぐみ)を見て、拉致を知る。

・上記に関する感想を生徒達に書かせ、発表させる。

(2)第二時・拉致被害者の家族の事を考える。

・拉致の被害者家族の気持ちや思いを知る、学ぶ。
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・DVDの一部を見て、拉致被害者家族の言葉を読み、思いを知る。

・家族が思っているのは仕返しではなく、被害者の帰還である事を知る。

・家族の今までの努力と現在までの思いをワークシートに通して学ぶ。

(3)第三時・拉致が人権侵害であることの理解と解決の思い

・拉致による人権侵害に対して解決のためにできる事を考える。

・拉致により奪われたものを考え、発表させる。

・人権を奪うことは許されない事だと学ぶ。

・自分たちにできる事を考え、最後に教師の説話を聞く。

指導計画の留意点

①道徳の時間で日本と北朝鮮間の仲をきっちり把握する必要がある。

　→互いの仲が必ずしも悪いというわけではない事を知らせる。

②社会科で基本的人権しっかりと理解させる。

　→その後の拉致は人権侵害であるという事を理解させるため。

③拉致問題は一部の指導者が行ったことであることを授業中に理解する。

　→国そのものが悪いのではない事を生徒達に理解させる。

課題・評価 ・この授業では知識的側面・態度的側面・技能的側面を養うことが可能。

　→しかし社会科はあくまでも知識的側面で活用されている。

・６年生を対象としているが高学年は行事が増えるため授業確保が困難。

　→そのため確実な授業時間が求められる。

・この実践の場合、事前に生徒達に対して学ぶべきことが幾つかある。

　→北朝鮮の歴史や文化、人権の概要等を知らないと厳しい。

実践其の２　愛知県津島市立藤浪中学校

種　　類 人権侵害

内　　容 身近な内容を例に、子どもの人権や労働問題について考える

指導計画 ①高値・安値のチョコレートを比較させ値段の差の理由を考えさせる

・100円未満と700円以上のバナナを生徒達に見せる。

・値段の違いについて生徒達で自由に意見を出させる。

・チョコレートの製造過程のＤＶＤを見せる。

・アフリカの子供たちが重労働によってカカオを作っている事を気付かせる。

②何故児童労働が減らないのかを考察させる。

・児童労働は何故問題なのかを生徒たちに考えさせる。

・意見を出した後に、結論(人権が守られていない事)を教える。

・その後児童労働がなぜ減らないのかを考えさせる。

③自分たちのできる事を考えさせる。

・児童労働の写真や生徒達の普段使用している私物を題材に授業を進める。

・児童労働が生徒達にとって身近な問題だという事を知らせる。

・その後自分はどんなことができるかを考えさせる。

課題・評価 ・この授業では知識的側面・態度的側面を養うことが可能。
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・前の単元で生産国についての問題について授業をしなければならない

実践其の３　滋賀県彦根市立若葉小学校

種　　類 人権侵害

内　　容 被爆樹（被爆した樹）と通して当時の状況や命の尊厳などを養う

指導計画 ①被爆アオギリの生態や歴史について調べて学ぶ

・植物の「アオギリ」の特徴や生育を調べ、学習する。

・被爆アオギリの歴史について調べる。

・戦争当時の人々の思いを調べる。

②被爆アオギリを通して平和の大切さを知人・友人に発信する

③平和を大切にする心を幼稚園児や保育園児に発信させる

課題・評価 ・知識的側面・態度的側面、技能的側面を養うことが可能

　→被爆アオギリを中心に第二次世界大戦を知る。

・社会を担っていくうえでの主体者の自覚も養える

実践其の４　大阪府松原市布忍小学校	

種　　類 差別（偏見）問題

内　　容 豊かな心と人権感覚・実践的行動力の育成

指導計画 ①国際理解学習を行う（１時間）

・国際理解の意欲や意識付けを重点的に行う。

・地域やネットワークを利用した体験的活動を行う。

②「自分史」などの取り組みを通し、自他の存在を確立させる（１時間）

・授業を通して自分自身、一人一人がかけがえのない存在だと理解させる。

・偏見や決め付けを見抜く力を養い、論理的に伝える方法を身に付ける。

③事例を出し、話し合わせることで偏見や不公平さを見分けさせる（１時間）

・前回に勉強した内容（かけがえのない存在、見抜く力）を思い出す。

・公園の立ち入り禁止の札の事例１を用いて、生徒達に意見を出させる。

・事例の続き（事例２）を説明し、再び生徒たちの意見を出させる。

・偏見や不公平さを見極めるためには、判断基準が必要であることを知る。

課題・評価 ・知識的側面・態度的側面を養うことが可能

　→しかし最初の知識的側面（社会）以後は知識的側面のみである。

　→結果的に社会科は後半全く関わっていない。

・子どもの発達段階に即したカリキュラムを作成しなければならない

・研究者などの助言が必要であった。

実践其の５　佐賀県小城市立晴田小学校

種　　類 差別問題

内　　容 障がいのある者と交流・学習を通して、共生する意識と方法を考える

指導計画 ①事前に障がい者について生徒たち同士で学び、確認（話や歌を聞く等）する。

・社会：町探検を通して、福祉問題や人権問題について知り、考える。

・国語：盲導犬の学習、人権集会の手紙を書く。
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・道徳：共に生きている素晴らしさや、生命の尊厳を学ぶ。

・学活：出会った人の招待の仕方、どんな人権集会にするかを話し合う。

・最後に障がい者について知っている事を生徒たち同士で話し合う。

②特別支援学校と交流・手話を学ぶ・町を探検するなど生徒達は体験する。

・特別支援学校へ赴き、交流をする。

・町へ探検をし、施設に対して「障害について」インタビューを行う。

・施設の作業を探検し、手話を学び交流を深める。

・「しょうがい」とは一体何だと考える。

・特別支援学校の先生にインタビューをする。

・学んだことを話し合い、気持ちを共有させる。

③人の生き方は多様だと知り、友人と思想を共有し、共生する意識を養う。

・今まで自分たちが学んできた事を話し合い、人権集会で発表する。

・絵や写真、勉強内容を新聞にまとめる。

・人権集会のリハーサルをする。

課題・評価 ・知識的側面と態度的側面、技能的側面を養うことが可能

　→社会科は人権問題について知るだけである。

　→態度的側面を養っているのは道徳の授業である。

・各教科（国語・社会・音楽・道徳など）とも関連付けることが重要

実践其の６　長野県須坂市立小山小学校

種　　類 自他尊重

内　　容 地域の川（百々川）を通して、歴史や環境問題を学び、自尊感情等を養う

指導計画 ①生徒達を百々川へ連れて行かせる。

・百々川で遊び、生徒達各自で課題を見つけ調べる。

・課題は地域の歴史や環境問題に関する内容にする。

・最後に生徒達で感想を言い合う。

②調査した内容を生徒同士で話し合い共有する

・これまでの内容を思い返す。

・自分たちの課題を発表し、グループ内で発表させる。

③印象に残った内容、友達の話を感想用紙に記入する

・今自分自身の感じている事、思っている事を話し合わせる。

・自分なりの思いを友人の前で発表させる。

・印象に残った発表を感想用紙にまとめる。

・最後に振り返りの場を設ける。

課題・評価 ・知識的側面・態度的側面を養うことが可能

・先に地域の川を調査する等、事前調査や教師の理解が必要である

・自分の思いが語れるように子供たちの共通の思いがあることが大事である

・振り返りを行わなければ学びを振り返ることができないため
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実践其の７　栃木県教育委員会事務局学校教育課　中学校社会科第２学年（歴史的分野）

種　　類 同和問題

内　　容 四民平等や解放令などの学びを通じて、明治時代の身分制度の実態を考える

指導計画 ①江戸時代から明治時代となり、身分制度はどうなったかを考えさせる。

・絵「天地のはかり」を見せて、何を伝えたいのかを考える。

・江戸時代の身分制度と明治時代の身分制度の違いを調べる。

・法的には四民は平等になったことを理解する。

②名目上の平等はあったが、実際には差別はあった事を理解させる。

・解放令によりえたひにんも差別は法的にはなくなった事を知る。

・しかし現実的にはなくなっていない事を教える。

③差別が残った理由を考えさせ、解放令の意義を考える。

・差別が残った理由について考え、発表させる。

・国が具体的な援助政策を行わなかった事などを気付かせるようにする。

④最後に感想用紙を書かせ、差別意識をなくなっていくことに気付かせる。

・最終的に差別がなくなっていく事に気付かせるようにする。

課題・評価 ・知識的側面・態度的側面を養うことが可能。

　→社会科のみで両側面を養っている。

・技能的側面までは到達していない。

・四民平等や当時の国の動きなど調査、調べる時間が必要である。

実践其の８　栃木県教育委員会事務局学校教育課　中学校社会科３学年（公民的分野）

種　　類 同和問題

内　　容 資料や教科書を通して部落差別の実態や現状を学び、考える。

指導計画 ①現代に残っている部落差別を理解させるために資料を渡す

・資料を通して、現在の結婚差別（部落差別）があることを気付かせる

②部落差別の現状を理解させる

・歴史の教科書を用いて、関係している歴史を思い出す。

・自分たちが既知している差別内容を話し合わせ、情報を交換し合う。

・意識調査を軸に差別が残った要因や差別内容を教える。

③国や市は差別解消のため幾つかの取り組みがあることを教える

・ポスターなどを例に取り組み内容を教える。

④資料を読み、感じたこと考えた事を各自話し合う

⑤自分の感じたことや考えたことを用紙に書かせる。

課題・評価 ・知識的側面・態度的側面を養うことが可能。

　→社会科のみで両側面を養っている。

・アンケート・資料・教科書など多数の教材を使用している。

・技能的側面までは到達していない。
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第５章　まとめ
　現在の社会科授業実践を調査・分析した結果、社会科人権教育で知識的側面と態度的側面の両

立は可能であると考えられる。その時代や地域の差別問題や現在の差別問題を題材にするのが一

般的である。しかしそういった授業を行うには、前の単元での習得状況に左右されてしまうとい

うデメリットも存在する。実際に前の授業で歴史の授業を行い、その単元に関する人権教育を行

う場合は、前の授業の習得状況によって授業意欲が変わってしまう事がある。更に社会科は道徳

や特別活動とは違い、知識に偏っている授業が多い。その為社会科に対しての意欲が元から少な

い生徒も存在する。その為そうした意味でも社会科という枠だけで行うには厳しいのではないか

と考える。更に社会科だけでは知識に偏り、態度まで踏み込めるかどうかは不明瞭であるという

デメリットがある。その為社会科のみで知識的側面と態度的側面を養う人権教育は教師の手腕に

委ねられてしまう。

　学校種毎の実践を調査した結果、幾つかの事が判明した。まず小学校では三つの側面を同時に

養う授業を行うことが可能であるという事がわかった。小学校は教科担任制ではなく、クラス担

任制であることも理由の一つでもあるが、様々な教科と組み合わせて授業を組み立てることが可

能である。実際調査の対象でもあった実践の幾つかは社会科と道徳、人権教育の時間等を利用し

て授業を行った実践も存在した。しかし調査した実践では、社会科は人権の概念や内容などの習

得する知識的側面を担っており、他の面は他の教科で補っているので、今回のテーマに即してい

るとは言えない。一方中学校では本格的に人権の概念を学ぶ。その為知識的側面を養うことに集

中している為か、小学生に比べて態度的側面や技能的側面まで着手できない事が多い。その為両

立ができたとしても、教師による重点的な調査や研究が必要であったり、生徒達の前単元の習得

状況に左右されたりと、教師・生徒の状況に強く影響されている。最後に高等学校では一部の単

元で人権の概念を学ぶ。高等学校では中学校での学習の成果を発揮し、より内容を拡充すること

が可能である。人権の概念や基礎的内容は中学校の段階で終了しているため、それを踏まえた授

業を即時行うことが可能である。

　現在の人権教育は知識的側面のみならず、態度的側面や技能的側面の育成も大事である。その

ため今後の取り組みも重要であり、今後は三側面の両立ができる研究を目標に取り組もうと考える。
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	 	https://www.pref.saitama.lg.jp/f2218/keihatusiryou/documents/400204.pdf#search='%E４

%BA%BA%E６%A８%A９%E６%95%99%E８%82%B２+%E４%B８%AD%E５%AD%A６%E６%A０%A１

+%E７%A４%BE%E４%BC%９A+%E５%AE%９F%E８%B７%B５	(最終閲覧2016年２月13日）

29	 人権教育の指導実践例（中学校社会科第３学年公民的分野)	

	 	https://www.pref.saitama.lg.jp/f2218/keihatusiryou/documents/400204.pdf#search='%E４

%BA%BA%E６%A８%A９%E６%95%99%E８%82%B２+%E４%B８%AD%E５%AD%A６%E６%A０%A１

+%E７%A４%BE%E４%BC%９A+%E５%AE%９F%E８%B７%B５'（最終閲覧2016年２月13日）

（卒業論文指導教員　藤本　晃嗣）
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