Ｑ８
Ａ：

「人権に配慮した一日」とは、どのようなものか。
学校生活では、様々な場面でたくさんの児童生徒と接することになるが、特に学
級担任はその機会が多くなる。望ましい集団づくりを目指すためには、教師と児童
生徒及び児童生徒相互の信頼関係が重要であり、それがないと思いやり、認め合い、
助け合う人間関係が成り立たない。
以下のような学校生活の一日の流れに即して、それぞれの場面で人権に配慮すべ
き点を述べることにする。

(1) 登校時
朝は一日の始まり。楽しく充実した学校生活が送れるよう、児童生徒への接し方
にも配慮したい。
① あいさつ
＊児 童 生徒 から のあい さつ を待 つよう な姿 勢では なく 、教 師自ら が積 極的に 声を 掛け 、児童 生
徒 の 心が 開く ように する 。ま た、声 の響 き具合 や表 情か ら体調 や心 理状態 をつ かみ 、必要 に
応じてサポートする。
＊児 童 生徒 同士 が元気 にあ いさ つを交 わし ている か確 認し 、場合 によ っては 模範 を示 しなが ら
指導する。

② 教室環境
＊児 童 生徒 の登 校前に 、一 人一 人が認 めら れ、励 まさ れる ような 教室 環境で ある こと を確認 す
る。主に次のような点に注意したい。
・個人を中傷するような落書きはないか。
・特定の児童生徒の机や持ち物などが意図的に乱雑にされていないか。
・宿題の未提出者の氏名などが黒板に書かれていないか。
・測定結果や調査結果などの個人情報が不用意に掲示されていないか。
・作品の寸評が児童生徒の努力を認め、励ますような書き方になっているか。
・ 動 植物 を飼 育・栽 培す る場 合、生 命尊 重の精 神に 基き 、それ ぞれ に適し た環 境が 整えら れ
ているか。
・常に整理整頓を心掛け、清潔な環境づくりに努めているか。

(2) 朝の会
朝の会では、出席確認や健康観察、諸連絡など短時間に多くのことを行う必要が
あるが、時間に間に合わせようとする焦りから人権への配慮が不十分になってしま
うことがないようにしたい。状況によっては個別指導も必要になる。
① 遅刻してきた児童生徒に対して
＊頭ごなしに叱るのではなく、必ず理由を話す機会を与える。
＊理 由 を尋 ねる ときは 、他 の児 童生徒 に聞 かれた くな い場 合もあ るの で、集 団の 前で 無理に 言
わせることなく、時と場を考えて個別指導を行う。
＊遅刻が続くような場合は、家庭と連携を図りながら指導する。

② 健康観察
＊児 童 生徒 の健 康状態 を把 握す るとき は、 それを 他の 児童 生徒に 知ら れたく ない 場合 もある の
で 、 連絡 帳を 使った り、 後で 直接本 人に 尋ねた りす るな ど、そ の子 の立場 に立 った 方法を と
る 。 また 、健 康観察 簿等 の取 扱いや 保管 につい ては 、児 童生徒 のプ ライバ シー に配 慮する と
いう意味でも慎重に行う。

③ 定期集金時
＊集 金 は、 家庭 の状況 等に かか わるた め、 集め方 や連 絡方 法など には 十分気 を付 ける 。もし 滞
納が続くような場合は、直接保護者と連絡をとるなどの配慮をする。

④ 欠席・遅刻・早退の理由
＊欠 席 ・遅 刻 ・早 退の具 体的 な理由 につ いて は、安 易に 他の児 童生 徒に 伝えな いよ うにす る。
特に不登校傾向の児童生徒には配慮する。

⑤ 児童生徒を対象にした清潔検査
＊検 査 を行 う場 合には 、検 査結 果によ って 一定の 児童 生徒 が周り から 疎外さ れた り敬 遠され た
りすることがないよう、検査内容や検査の仕方に気を付ける。
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(3) 授業中
学校生活の大部分を占める授業の中で、児童生徒の人権が当然配慮されなければ
ならない。特に学年が上がるにつれて、学習の習得状況に差が生じることや、他の
児童生徒との競争意識が芽生えてくることから、一人一人の確かな学びを保障する
学習環境が求められる。
① 授業全般
＊安心して自分の考えを表現できる、温かな雰囲気づくりを心掛ける。
＊多様なものの見方や考え方が受け入れられるような、受容的な態度を育てる。
＊個 々 のよ さや 努力を 互い に認 め合い 、励 まし合 うこ との できる 集団 づくり を心 掛け 、協力 し
て学習が進められるようにする。

② 板書等
＊文字の大きさやチョークの色、教師の立つ位置に気を配る。
＊発 達 障害 があ ると思 われ る児 童生徒 がい る場合 には 、視 覚的に 理解 できる よう な掲 示物を 準
備するなど、その児童に合った適切な配慮をする。

③ 指名や発言等
＊児 童 生徒 の発 言に温 かい まな ざしを 向け 、時折 うな づい たり、 確認 したり しな がら 、話を 最
後まで聞く。
＊児 童 生徒 の発 言に対 し、 失笑 したり 、ば かにし たり する 言動を とら ない学 級の 雰囲 気をつ く
る。
＊児 童 生徒 に よっ て名前 の呼 び方が 変わ らな いよう に注 意し、 名前 に必 ず敬称 を付 けるな ど、
児童生徒を一人の人間として尊重する姿勢を示す。

④ 個への支援
＊ 児童 生徒の 授業 中の疑 問や つま ずきに対して 、共感的に とらえ適切に 支援できる ようにする。
＊個人への注意は、人前で行うべきか否かを十分吟味し、状況に応じて適切に行う。
＊結 果 だけ でな く努力 の過 程に も目を 向け ながら 、児 童生 徒一人 一人 のよい 点を 積極 的に見 つ
け、賞賛していく機会を多く設ける。

⑤ グループ活動や話合い活動
＊グ ル ープ 編成 は、出 席番 号等 で安易 に分 けたり せず 、ね らいが 達成 できる よう 意図 的な工 夫
や配慮をする。
＊話合いの中で、少数意見もよく聞き尊重するような態度を育てる。

(4) 休み時間
休み時間は、児童生徒と積極的にふれあいながら授業中だけではつかみにくい現
状をとらえるよい機会だが、反面、教師の目が届きにくく、様々なトラブルが発生
しやすい時間でもある。そこで、児童生徒の問題解決に、教師がどうかかわってい
くかがポイントになる。
① 児童生徒と一緒に遊ぶとき
＊共 に 遊び な がら 、児童 生徒 間に孤 立、 排斥 等の人 権侵 害がな いか 、そ の実態 把握 に努め る。
＊い つ も孤 立し ている 児童 生徒 には、 積極 的に声 を掛 ける ととも に、 友達か ら情 報を 集める な
どして、その理由や状況を把握する。

② 友人とのトラブルが発生したとき
＊ト ラ ブル の原 因に人 権侵 害が あった 場合 は、そ の状 況を 的確に とら え指導 する 。例 えば、 あ
だ 名 は、 児童 生徒の 日常 生活 の中で 、お 互い安 易に 呼び 合って いる 場合が 多い が、 本人が 嫌
が る 不適 切な あだ名 は差 別に つなが る問 題でも ある 。あ だ名を 含む 差別な どの 人権 侵害に つ
いては、職員間での共通理解をもとに学級や学校全体として指導する。
＊い じ めに つい ては、 いじ める 側、い じめ られる 側及 び周 囲の児 童生 徒に、 いじ めを 隠そう と
する傾向があるので、そのことを踏まえた上で対応する。

③ 物を壊してしまったとき
＊器物破損に伴うけがの状態や不安な気持ちの把握に努める。
＊ 原因 が特定 の児 童生徒 にあ ると 始めから決め つけずに、 理由をきちん と聞いた上 で指導する。
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(5) 給食時
給食の時間は、児童生徒にとってとても楽しみな時間であるい。しかし、配膳・
後片付けの役割分担や食事に関する指導など、人権に配慮しながら指導すべきこと
の多い時間でもある。
＊ 偏食 の ある 児童 生徒に 対し ては 、一人 一人 につい てそ の理 由を把 握し 、家庭 と連 携し ながら 個
に応じた指導を心掛ける。
＊ 配膳 か ら後 片付 けまで をよ く観 察し、 役割 分担や 給食 の分 量が偏 って いたり 、会 食中 に差別 的
な言動があったりした場合は、適切な指導をする。

(6) 清掃時
清掃の時間は児童生徒の活動場所が多く、教師の目が届きにくくなりがちである。
他の教師と協力して指導にあたることが大切になる。
＊ 単に 清 掃分 担 場所 を巡回 する のでは なく 、共 に清掃 しな がら、 分担 は公 平にな され ている か、
弱い立場にいる児童生徒に不合理なことが押し付けられていないかなどに注意する。
＊ 役割 や 場所 の分 担は、 長く 固定 するこ とな く、定 期的 に交 代しな がら 、それ ぞれ の立 場や気 持
ちを理解し、尊重しようとする態度を育てる。

(7) 帰りの会
帰りの会では、児童生徒一人一人の言動や表情をよく観察し、悩みやトラブルの
早期発見・早期対応に努めることが大切になる。
＊学 級全 体とし て、 一人一 人の よさ やがんばりを 認め賞賛で きる受容的な 雰囲気をつ くっていく。
＊ 学級 に 受容 的な 雰囲気 が醸 成さ れてい ない 時期に 、特 定の 児童生 徒を 褒める 場合 は、 そのこ と
でねたみやいじめの原因とならないように配慮する。

(8) 放課後
放課後、児童生徒が学校に残って活動する場合もあるが、トラブルを未然に防ぐ
意味でも常に教師の目が届くようにしておきたいものである。
＊ 放課 後 、特 に必 要がな いの に教 室に残 って いる場 合に は、 家庭や 友人 関係で 悩み やト ラブル を
抱え て いる こと が考え られ る。 早く教 室を 出るよ う指 導す るだけ でな く、受 容的 な態 度で話 を
聞くことが大切である。
＊ 部活 動 では 、先 輩から 後輩 への 無理強 いや 嫌がら せが ない ように 注意 する。 また 、顧 問が児 童
生徒を指導する際にも、行き過ぎた指導がないように気を付ける。
＊ 児童 生 徒が 帰っ た後、 教室 内を 点検し 意図 的な器 物破 損や 個人を 誹謗 中傷す るよ うな 落書き な
どがないかどうかを確認し、見つけた場合にはすみやかに対処する。

(9) その他
① 児童生徒への指導
＊ 児童 生徒へ の個 別指導 に当 たっ ては、緊急の 場合などを 除いて、個別 に指導する ようにする。
他 の 児童 生徒 や教職 員の 前で の指導 は、 反省よ りも 反発 や劣等 感に つなが りや すい ことを 意
識しておく必要がある。

② 日記や連絡帳による指導
＊日 記 や連 絡帳 を活用 し、 本人 及び家 庭か らいじ めや 人権 侵害の 状況 を把握 する 。状 況に応 じ
て養護教諭や部活動の顧問などと連携して指導に当たる。

③ 職員室での対応及び会話
＊職員室に来た児童生徒に対しては、忙しい場合であっても適切な対応を心掛ける。
＊児 童 生徒 のプ ライバ シー にか かわる 話題 につい ては 、周 囲の状 況を よく確 認し てか ら話す よ
うにして、情報が外部に漏れないように配慮する。
＊ 職員 室では、「 ○○ さんは 最近 よくがんば っています よ。」とい った児童生 徒一人一人の よさ
を認め合うような話題を心掛け、明るい雰囲気づくりに努める。

※詳細については、「人権教育の改善・充実のためのＱ＆Ａ集
を参照のこと。
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第二集」（H21.3 県教委）

