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（７）人権教育

１ 人権教育の推進について

学校において人権教育を積極的に推進し、同和問題をはじめとする様々な人権問題に関する課

題の解決を図ることは、本県教育行政の重要な課題である。国の「人権教育及び人権啓発の推進

に関する法律」を受け、本県では平成１５年６月に「福岡県人権教育・啓発基本指針」を策定し

た。その中で、学校教育における人権教育の現状と課題を以下のように示している。

現状と課題

○様々な人権問題について学習する同和教育副読本「かがやき」を活用した人権教育を推

進してきた。

○同和問題や障がい者に関する問題等を中心に差別事象が発生している。

○いじめの問題、規範意識や社会性が身に付いていない子どもの問題が存在している。

○教職員自身に人権尊重の理念が十分に認識されていないという問題がある。

○学校の教育活動全体を通して、児童生徒が、共生の心を身に付けるとともに、人権問題

を主体的に解決していく力を身に付ける指導を更に深め、充実することが重要である。

○教育権を保障することそのものが人権であるとの認識に立って、一人一人の学力と進路

の保障に努める必要がある。

県教育委員会では、「基本指針」を具体化し、人権教育の更なる充実を図るため、平成２１年

３月に「福岡県人権教育推進プラン（学校教育における人権教育）」を作成・配付した。このプ

ランは、これまで積み重ねてきた同和教育の取組や、その深まりと広がりを求めた実践の中で培

われてきた成果と手法を評価しながら、また、国内外の人権教育及び文部科学省の「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］」が示す内容も踏まえ、幅広く検討を加えた

ものである。

国の［第三次とりまとめ］では、人権について「人が生まれながらにして持っている必要不可

欠な様々な権利」と定義している。また、人権教育について「人権教育は、人権に関する知的理

解と人権感覚の涵養を基盤として、意識、態度、実践的な行動力など様々な資質や能力を育成し、

発展させることを目指す総合的な教育」としている。

これらを踏まえ、「福岡県人権教育推進プラン」では、人権教育を推進するにあたって次の４

つの視点を大切にすべきであるとしている。

視点１「すべての人が等しく学習の機会を得て、自己の能力を最大限に伸ばす」

視点２「人権や人権問題について学び、理解を深める」

視点３「人権が大切にされた環境で学ぶ」

視点４「人権が大切にされる社会を目指す」

また、学校における人権教育が目指すものとして次の二つを掲げている。

○人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成 ～人権尊重精神の育成～

○自立・自己実現を図るための支援 ～進路と学力の保障～

２ 学校教育における人権教育の推進

学校における人権教育の推進にあたっては、｢学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進｣「指

導内容の充実と指導方法の工夫・改善｣という二つの視点から取組を進めることが大切である。

(1) 学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進

学校においては、教科等指導、生徒指導、学級経営などその活動全体を通じて、人権が尊重さ
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れる「学習活動づくり」「人間関係づくり」「環境づ

くり」を一体となって取り組み、児童生徒一人一人

が自分は大切にされていることを実感できる学校づ

くりが望まれる。【参考１】

また、校長のリーダーシップのもと教職員が一体

となって組織的・継続的に人権教育に取り組むこと

が大切である。さらに、教職員が人権尊重の理念を

十分に理解・体得するとともに、児童生徒が自らの

大切さが認められていることを実感できるような環

境づくりが大切である。

【参考２】 「人権教育を通じて育てたい資質・能力」

自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動

自分の人権を守り、他者の人権を

守ろうとする意識・意欲・態度

（以下の「人権に関する知的理解」と「人権感覚」とが

結合するときに生じる）

人権に関する知的理解 人 権 感 覚

（以下の知識的側面の能動的学習 （以下の価値的・態度的側面と技能

で深化される） 的側面の学習で高められる）

知識的側面 価値的・態度的側面 技能的側面

①自由、責任、正義、平等、尊厳、 ①人間の尊厳、自己価値及び他者 ①人間の尊厳の平等性を踏まえ、

権利、義務、相互依存性、連帯 の価値を感知する感覚 互いの相違を認め、受容できる

性等の概念への理解 ②自己についての肯定的態度 ための諸技能

③自他の価値を尊重しようとする ②他者の痛みや感情を共感的に受

②人権の発展・人権侵害等に関す 意欲や態度 容できるための想像力や感受性

る歴史や現状に関する知識 ④多様性に対する開かれた心と肯 ③能動的な傾聴、適切な自己表現

定的評価 等を可能とするコミュニケーシ

③憲法や関係する国内法及び「世 ⑤正義、自由、平等などの実現と ョン技能

界人権宣言」その他の人権関連 いう理想に向かって活動しよう ④他の人と対等で豊かな関係を築

の主要な条約や法令等に関する とする意欲や態度 くことのできる社会的技能

知識 ⑥人権侵害を受けている人々を支 ⑤人間関係のゆがみ、ステレオタ

援しようとする意欲や態度 イプ、偏見、差別を見きわめる

④自尊感情・自己開示・偏見など ⑦人権の観点から自己自身の行為 技能

人権課題の解決に必要な概念に に責任を負う意志や態度 ⑥対立的問題を非暴力的で、双方

関する知識 ⑧社会の発達に主体的に関与しよ にとってプラスとなるように解

うとする意欲や態度 決する技能

⑤人権を支援し、擁護するために 等 ⑦複数の情報源から情報を収集・

活動している国内外の機関等に 吟味・分析し、公平で均衡のと

ついての知識 れた結論に到達する技能

等 等

全ての関係者の人権が尊重されている教育の場としての学校・学級

（人権教育の成立基盤としての教育・学習環境）

※「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］」を基に県教育センター作成

【参考１】 教育活動全体を通じた推進

関連

関連

関

連

関

連
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(2) 指導内容の充実と指導方法の工夫・改善

ア 人権尊重の視点からの学校づくりと学力向上

「確かな学力」を育む上では、児童生徒一人一人の個性や教育的ニーズを把握し、学習意欲を

高め指導の充実を図っていくことが必要であり、そのためには、学校・学級の中で、一人一人の

存在や思いが大切にされるという環境が成立していなければならない。このように見た場合、校

内に人権尊重の理念に基づく教育活動を行き渡らせることは、学習指導の効果的な実践を図る上

でも、重要な観点の一つとなるものと考えられる。

イ 指導内容と指導方法の工夫・改善

人権教育が育成を目指す資質・能力は「知識的側面」、「価値的・態度的側面」及び「技能的

側面」の３つの側面で捉えることができる。【参考２】

知識的側面の育成においては、各教科等の指導をはじめ、あらゆる教育活動の場において、あ

らゆる機会をとらえて積極的に取り組むことが求められる。また、人権感覚を育成するためには、

児童生徒が自分で「感じ、考え、行動する」主体的・実践的な学習が必要であり、指導方法とし

て、「協力」、「参加」、「体験」を重視することが大切である。【参考３】

３ 人権教育の視点に立った日常の指導

(1) 人権教育の視点に立った目指す学級像（例）

目指す学級 児童生徒に培いたい力
すべての児童生徒にとって ○確かな人権感覚

・安心して生活できる場であり、 ・想像力、共感力

・自信をもって学習に参加でき、 ・豊かな人間関係を築いていく力

・自己選択、自己決定の自由が保障 ・コミュニケーション能力等

されている。 … そんな学級を！ ○教科の学習理解力・自己学習力

(2) 人権教育の視点に立った日常的な教育活動（例）

児童生徒の具体的な姿 一日の流れ 教 師 の 具 体 的 な 姿
○お互いに気持ちの良い 登 校 ○率先して「おはよう」のさわやかな挨拶を行い、児童生

挨拶や会話ができてい 徒と心を通わせようとしている。

る。 ○児童生徒のその日の様子を十分に観察している。

○協力し合う学習（協力的な学習）

学級や学習集団全員が協力しつつ共同で進める学習であることが大切です。

こうした協力的な学習は、生産的・建設的に活動する能力を促進させ、結果として学力の向

上にも影響を与えると言われています。

さらに、様々な人に配慮し、責任感に満ちた人間関係を促し、精神面・心理面での成長をも

たらし、社会的技能や自尊感情を培うことにつながります。

○主体的に参加する学習（参加的な学習）

一人一人の児童生徒が、学習に主体的に参加できるように工夫することが大切です。

児童生徒は参加を通して、他者の意見を傾聴し、他者の痛みや苦しみを共感し、他者を尊重

し、自分自身の決断と行為に対して責任を負うことなどの諸能力を発展させることができます。

○体験的な活動を取り入れた学習（体験的な学習）

具体的な活動や体験を通して、問題を発見したり、その解決方法を探究したりするなど、生

活上必要な習慣や技能を身に付ける学習です。

体験的な学習や問題解決的な学習は、児童生徒が自ら学ぶ意欲や主体的に学ぶ態度を身に付

けるとともに、自らの心と頭脳と体とを働かせて、試行錯誤しつつ、身をもって学ぶことで、

生きた知識や技能を身に付けることができます。

【参考３】 「協力」「参加」「体験」を重視した学習形態の特徴（「福岡県人権教育推進プラン」より）
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○今日一日の目標をもっ 朝 の 会 ○児童生徒の顔を見て名前をきちんと呼んでいる。

て生活しようとしてい ○児童生徒の個々の様子（心身の健康状態等）を把握する

る。 とともに今日一日の目標を各自にもたせ、やる気を起こ

させている。

○意欲をもった主体的な 授 業 ○授業開始や終了の時刻をきちんと守っている。

学習になっている。 ○楽しい、わかる授業を創造しようと心掛けている。

○高め合いや支え合うと ・学習の目標を明確にしている。

いった支持的風土があ ・導入を工夫し児童生徒の興味・関心を高めている。

る。 ・教材が精選、工夫されている。（具体物を示している。）

・教師や友達の説明や考 ・発言内容（発問、説明、指示等）が適切である。

えを確実に聴いている。 ・指名の仕方や応答が適切である。また、児童生徒の疑問

・自分の考えを的確に伝 や質問、誤答を大切にしている。

えている。 ・机間指導（個々の児童生徒の実態を把握しての個別指導、

・お互いのよさや違いを 助言等）が適切である。

認め合う（少数意見も ・板書や表記が適切である。（正しさ、美しさ、わかりや

大切にする）ことがで すさ、ノートをとる時間の保障）

きている。 ・児童生徒が主体となる学習活動をさせ、全員が何らか

○楽しく生き生きと主体 の形で参加できるように心掛けている。（存在感）

的に学習し理解できて ・授業の中で児童生徒が主体的に思考し、考えを深めたり、

いる。 まとめたりする活動の時間を保障している。

○学習したことによる変 ・和やかな中で一人一人が自分の伸びを実感できるように

容が表れている。 工夫している。

○楽しい雰囲気の中でマ 給食時間 ○児童生徒とともに活動し、ほめたり励ましたりしながら

ナーを守ったり、友達 指導をしている。

と協力して準備や後片 ○楽しい雰囲気づくりとともに、児童生徒の思いや願い等

付けをしたりしている。 を聴き取ることができている。

○休み時間、放課後は友 休み時間 ○授業中、気になったことや児童生徒のよさ等を話題にし

と楽しく語らい、交流 放 課 後 ている。

をしている。 ○児童生徒からの授業に対する質問等に快く対応してい

○仲間はずしをせず、孤 る。

立している友達はいな ○児童生徒と一緒になって活動することを心掛けている。

いか気遣っている。 ○休み時間や放課後の時間を十分保障している。（心身の

休 息、友達との交流の場）

○清掃は協力して働くこ 清掃時間 ○児童生徒とともに楽しく活動している。また、ほめたり

と、きれいにすること 励ましたりすると同時に、ふざけている児童生徒をその

を実感している。 場ですぐに指導している。

○自主的な運営をしよう 帰りの会 ○児童生徒が主体的に行う帰りの会にしている。

としている。 ・自主的自発的な活動がある。

・一日や週の目標達成や ・楽しい活動があり、明日への展望がある。

課題解決の活動がある。 ・教師の適切な指導がなされている。

○家庭との連携など 家庭訪問 ○気になる児童生徒に対しては放課後等を活用して本人と

電話連絡 話し込んでいる。また、保護者との連携の必要性を感じ

等 たときには校長等に相談し、家庭訪問を行っている。

(3) 学級経営の留意点

学級は、児童生徒が相互の人格を尊重し、互いに支え合い、高め合いながら、個性や能力を十

分に発揮していく、学習や生活の最も基本的な場であり、次の点に留意して指導に当たることが

大切である。

① 人権教育にかかわる学級経営の目標を設定し、具現化する。

② 一人一人の個性や能力を生かし、学級の一員としての存在感をもつことができるように

する。

③ 学級における人権上の課題の解決を図り、望ましい人間関係を育成する。

④ 言語環境の適正化を図り、教育環境を整備する。

⑤ 家庭・地域社会等との連携・協力を図り、信頼関係を深める。

【人権教育】
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(4) 人権教育の視点に立った学習指導の在り方

ア 育てたい資質・能力と教科等の目標との関連

学校において人権教育を展開する際には、人権教育の目標と各教科の目標やねらいとの関連を
明確にした上で、人権に関する意識・態度、実践力を養う人権教育の活動と、ぞれぞれの目標・
ねらいに基づく各教科等の指導とが、有機的・相乗的に効果を上げられるようにしていくことが
重要である。【参考４】

【参考４】人権教育と教科等のかかわり（「福岡県人権教育推進プラン」を基に県教育センター作成）
① 各教科・科目と人権教育

各教科・科目の目標や内容は、人権尊重につながる科学的・合理的なものの見方、考え
方や人間性の育成と密接に関連をもつものです。
したがって、各教科・科目の目標の達成を図ることが、人権教育の目標の達成にもつな

がることを踏まえて指導を充実させることが必要です。
その際、人権教育を通じて育てたい資質・能力との関連について、十分に考慮して指導

していくことが望まれます。
② 道徳と人権教育

道徳では、教師と児童生徒が共に考え、共に語り合い、人間としてのよりよい生き方を
求めていくことが大切です。特に、生命の尊重、人格の尊重、人権の尊重、人間愛など人
間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培うための内容は、人権教育の目標と深くかかわ
るものです。
したがって、道徳の時間（道徳科）の指導においては、児童生徒の発達段階に即して、

人権教育の目標を踏まえた指導計画を作成することが大切です。
③ 特別活動と人権教育

話合いやグループ活動を通して、助け合いや思いやりの心を育てたり、学校行事等にお
けるボランティア活動などの社会体験や自然体験などを通して豊かな心を育てたりするこ
とは、人権教育の目標に結び付くものです。
そこで、特別活動の実施に当たっては、特別活動の目標や特質を踏まえるとともに、人

権教育の目標に基づいた年間指導計画を作成することが大切です。特に、児童生徒の日常
生活に見られる人間関係の問題や様々な人権問題に関する内容については、学級活動やホ
ームルーム活動において指導の充実が図られるように指導計画に位置づけることが求めら
れます。

④ 総合的な学習の時間と人権教育
総合的な学習の時間は、自ら学び自ら考え、問題を解決する力などの生きる力の育成や

学び方やものの考え方の習得などのねらいの下、各教科等で身に付けられた知識や技能を
相互に関連づけ、総合的に働くようにすることを目指すものです。
この時間を通して、各教科等の時間に培った人権尊重に関する知識・価値観・技能を相

互に関連づけて深めさせたり、新たに身に付けさせたりして、総合的に働くようにするこ
とが大切です。

イ 人権が尊重される授業づくりの視点例

視 点 ポイント

○自己存在感を持たせる支援を工 ・「授業に参加している」という実感を持たせる。

夫する。 ・「自分が必要とされている」という実感を持たせる。

・教師自身が一人一人を大切にする姿勢を示す。

○共感的人間関係を育成する支援 ・「自分が受け入れられている」と実感できる雰囲気を

を工夫する。 つくる。

・「共に学び合う仲間だ」と実感できる雰囲気をつくる。

○自己選択・決定の場を工夫して ・学習課題や計画を選択する機会を提供する。

設定する。 ・学習内容、学習教材を選択する機会を提供する。

・学習方法や表現方法を選択する機会を提供する。

日々の授業における活動の一つ一つが、人権尊重の雰囲気を醸成する上での重要な要素となる。

授業では、児童生徒の感情や考えをあせらず、あわてず、最後まで聴く姿勢を持つとともに、児

童生徒の言葉や行動の内容の是非を性急に判断するのでなく、その背後にある心情や意味を理解

するよう心がけることが必要である。

【人権教育】
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４ 『かがやき』『あおぞら』と効果的な教材の活用

(1) 『かがやき』について

ア 六つの指導目標 〈参照：『かがやき』指導の手引」より〉

指 導 目 標

生命の尊厳に対する理解を深め、生命を大切にする態度を育成する。 （生命尊重）

自己を見つめ直し、自らを高めていこうとする意欲と態度を育成する。 （自己認識）

互いの個性とよさを尊重しあい、協調・協働して生活を高めていく意欲と態度を育成する。

（協調協働）

働くことの意義を理解させ、正しい労働観と職業観を育成する。 （労働観）

差別に対する科学的認識を高め、社会の矛盾や不合理を正していこうとする態度を育成する。

（科学的認識）

それぞれの国の歴史と文化を理解し、国際的視野にたって、平和な世界の実現に努めようと

する態度を育成する。 （国際理解）

イ 『かがやき』の指導目標と重点課題の設定

『かがやき』では、六つの指導目標を設定し、さらに、指導目標ごとに発達段階に応じた重点

目標を設定している。指導目標と重点目標を設定することによって、育成しようとする児童生徒

像を明確にするとともに、小・中学校及び高等学校の１２年間を見通した系統的・発展性のある

教材開発や教材配当・配列を行うこと、小・中・高が共通した指導目標（評価の指標）に基づい

て協働実践を行うこと、各教科・領域等の指導目標（ねらい）と人権教育の指導目標との関連を

明確にすること等が可能になった。

(2) 『あおぞら』について

ア 教材と育てたい資質・能力

『あおぞら』では、「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］」

等を踏まえ各教材の価値として、知識的側面、価値的・態度的側面、技能的側面から、

この教材で身に付けさせたい資質・能力を明確にしている。教材と人権感覚育成との関

連を明らかにすることによって具体的な指導方法・内容の工夫を図ることができ、『か

がやき』と併せて活用することによって、児童生徒の人権に関する知的理解を育むとと

もに、人権感覚を豊かにしていく取組を、さらに充実していくことができる。
イ 『あおぞら』の活用について

活用プランは、各教材ごとに「教材の解説」と「教材活用例」に分けている。「教材の解説」

には、児童生徒の人権感覚の育成を図るために、この教材で身に付けさせたい資質・能力や、教

材の概要についての説明をまとめている。「教材活用例」は、活用場面（各教科、道徳、総合的

な学習の時間、特別活動）を明示して、原則として１単位時間の展開例を掲載しているが、実際

に活用する場合は、単元の指導計画等に合わせて修正することも可能である。また、児童生徒の

実態に合わせて構成を改めることも重要である。

【教材の解説】

◇ 教材の価値（育てたい資質・能力）

この教材を活用した学習を通して、児童生徒に身に付けさせたい資質・能力を提示しています。「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］」に沿って、「知識的側面」、「価値的・態度的側面」、

「技能的側面」の３つの側面から整理しています。３側面すべてを網羅しているわけではありません。

◇ 教材の性格

教材のテーマや内容についての説明です。「教材作成の意図」と「教材の内容」に分けて整理しているも

のもあります。
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① 教材作成の意図

教材作成にあたった執筆者の思いや願いなどをまとめています。

② 教材の内容

教材の概要や背景にあること、テーマなどをまとめています。また、写真や動画、音声等の掲載意図

を示しています。

◇ 教材活用にあたっての留意点

児童生徒への教材提示の仕方や学習形態の工夫など、活用上の留意点を記述しています。学習指導の事

前事後に留意する事項も含みます。

【教材活用例】

１ 単元計画例

単元の中に教材を位置付けている場合は、単元の構成や総時間数等を示しています。

２ 展開例

教科・領域等で教材を活用する際の１単位時間の展開例を、ねらい、学習活動、教師の支援・援助の３

項目でまとめています。

<＊資料について～教師が教材で取り扱うテーマについて学習できるように、活用プランと合わせて教師用

資料を収録している教材や、学習活動に使うワークシート等を収録している教材もある。>

<＊使用上の注意点～教材及び教師用資料には、著作権や肖像権がある。人権教育学習教材「あおぞら」の

教材として許諾を得ているので、学校等での学習活動で教材として活用すること以外の使用を禁止する。

なお、学習活動に使うワークシート等は、修正して活用することが可能である。>

ウ 『あおぞら』の教材一覧と主なねらい

番 教 材名 主なねらい 活用教科等

号 (案)

１ しょうがっこうのひみつ 保育所や幼稚園とは違う小学校の生活の様子や楽 生活

小学校 ～なにをしているのかな～ しさに気付く。

低学年 ２ わたし だいすき はっけん！ 違いを認めようとする態度を身に付ける。 生活

３ あしあと ～だれのあしあとかな？～ 自分たちの周りには、いろいろな人がいることを 道徳、総合

知る。

４ おしゃべりあーと 友達の考えを聞き、自分の考えを話して、コミュ 図画工作

ニケーションをとる。

小学校 ５ 私たちの川を調べよう 川について調べることを通して、環境と私たち 総合

中学年 の生命や生活との関わりについて知る。

６ 小さな一言から 勇気を出して発言することの大切さと、それが街 総合、道徳

づくりへとつながることを知る。

７ 街かどウォッチング ～どんな街をつくりた 人権が尊重される社会の発展に、主体的に関わろ 総合

い？～ うとする態度を身に付ける。

８ 手話で歌おう 自分や他の人を大切にしようとする意欲・態度 音楽、道徳

小学校 を身に付ける。 学級活動

高学年 ９ インターネットの掲示板 インターネットについて、問題点を整理し、正し 総合

い使い方ができる。

10 未来へ 今までの自分を振り返り、これからの生き方を考 国語、総合

～夢にむかって～ える。 学級活動

11 ユニバーサルデザインって何？ ＵＤの考え方を理解し、誰もが暮らしやすい社会 道徳

を実現する意欲・態度を身に付ける。

12 携帯電話は、魔法のツール？ 携帯電話による人権侵害に気付き、自他の人権を 技術・家庭

尊重することの大切さを知る。

13 共に生きるということ ～ハンセン病のこと ハンセン病問題を正しく理解し、人権が尊重され 学級活動、

中学校 知っていますか～ る社会の実現に努める。 道徳
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14 ある日の会話 自己を肯定的に評価し、進路を主体的に切りひら 学級活動

いていく意欲・態度を身に付ける。

15 私たちのくらしと人権 人権尊重の観点からアイヌの人々の歴史や文化・ 学級活動、

～アイヌの人々から学ぶ～ 伝統及び現状に関する理解を深める。 理科、社会

16 なんでバイバイするとやか？ 多様な人々の存在を知り、自他の価値を尊重し 道徳

友達ほしいだけなのに！ ようとする意志・態度を身に付ける。

17 ぶつけられた言葉 高度情報化社会で生起する人権上の課題について ホームルー

～ネット掲示板をめぐって～ の認識と理解を深める。 ム活動

18 Ｍａｈａｌｏ 他の人と対等で豊かな関係を築けるコミュニケー ホームルー

高等学校 ションの技能を身に付ける。 ム活動

19 Ｉｍａｇｉｎｅ 障害児の学校生活等を知り、障害観、障害者観を 英語

より豊かにする。

20 自分の力で！ ～のり子の思い～ 進路について話し合い、自分の進路と現在の生活 ホームルー

を見つめ、自己実現への意欲をもつ。 ム活動

<*上の表は、人権教育学習教材集「あおぞら」より引用>

(3) 効果的な教材の活用

学習の目的に応じて、生命の大切さに気付くことができる教材、様々な人権課題に気付くこと

ができる教材、それぞれの人権課題を深く考えるための教材、自分自身を深く見つめることを意

図した教材、身の回りの世界や周囲の人々との関わりを問い直すための教材、コミュニケーショ

ンのとり方や自己を的確に表現する技能を学ぶ教材等多様な学習教材の選定・開発が望まれる。

効果的な教材の例 （「福岡県人権教育推進プラン」より）

１ 地域の教材化

２ 外部講師の講話やふれあいの教材化

３ 生命の大切さに関する教材

４ 保護者や地域関係者と共に作る教材

５ 視聴覚教材など児童生徒の感性に訴える教材の活用

６ 小説、詩、歌などの作品の教材化

７ 同世代の児童生徒の作品の教材化

８ 歴史的事象の教材化

９ 教材を通して、よりよい出会いをつくるための教材

10 情報交換できるシステムの活用

なお、以下に示す福岡県教育センター作成の人権教育に係る研究紀要４部作を併せて参照され

たい（福岡県教育センターホームページよりダウンロード可）。

・№149「自尊感情を高める少人数授業の展開」（平成16年）

・№157「子どもの人権意識を高めるために Vol.1」（平成18年）

・№166「子どもの人権意識を高めるために Vol.2」（平成20年）

・№195「子どもの人権に関する知的理解を図り人権感覚を養う授業づくり」（平成27年）


