
（別紙様式２－２） 

 

「人権教育研究指定校事業」事業実施報告書 

 

都道府県・指定都市名（ 北海道 ） 

 

１．調査研究名、テーマ 

（１）研究調査名 

   「多様な他者を尊重する態度の育成を図る人権教育の推進」 

（２）調査研究のテーマ 

   アイヌの人々の人権に関わる課題等を考察する学習や外国人との交流を通じて、多様

な他者を尊重する態度の育成を図る実践研究。 

（３）調査研究のテーマを設定した目的 

   平成 30 年３月に策定した北海道教育推進計画では、「本道が｢北海道」と命名されて

150 年という節目を迎え、この地に生きる北海道民には先人が積み重ねた歴史を振り返

り、その偉業に感謝しながら、託された貴重な財産を受け継ぐとともに、新しい価値を

創造し、未来に引き継いでいく責務がある。」としている。また、技術革新やグローバ

ル化等の急速に変化を遂げる社会において、次代を担う子供たちが、社会の変化に主体

的に向き合いながら、自らの可能性を発揮し、未来を切り拓いていく力を身に付けるこ

とができるよう、「自立」と｢共生」を２つの理念とし、「ふるさとを想い、グローバル

な視野で共に生きる力の育成」などを重点としている。 

      こうした本道教育の方向性を踏まえ、研究指定校を北海道釧路明輝高等学校とし、本

校がこれまで取り組んできたアイヌの人々に関する学習や外国人との交流等の取組に、

人権教育の視点を加えた教育活動を実践することで、生徒の多様な他者を尊重する態度

をはぐくむこととした。 

 

２．調査研究の体制・内容等 

（１）研究指定校の概要 

学校名 北海道釧路明輝高等学校 

これまでの研究

指定等の状況 

なし 

学級数 15 学級 

児童生徒数 全校生徒数：590 人（令和４年１月 31 日現在） 

ＵＲＬ http://www.kushiromeiki.hokkaido-c.ed.jp 

（２）指定理由 

   釧路市内の３つの公立高校を統合し、平成 19 年４月に開校した総合学科である本校

は、学校設定科目「アイヌ学」を開設し、多くの外部講師を招き、アイヌの歴史や文化

等について学ぶとともに、体験学習により北海道の先住民族に対する理解を深め、文化

や風習を風化させない態度の育成に努めてきた。こうした教育活動に人権教育の視点を

加えることで、生徒に多様な他者を尊重する態度を育成することができる。 

   また、国際理解教育において、文部科学省補助事業である「高校生アジアの架け橋プ

ロジェクト」を活用し、東南アジアからの留学生を受け入れ、多様な民族や文化と交流

するとともに、令和３年３月からは北海道教育委員会が主催する「ＩＣＴを活用した海

外の高等学校との交流事業」により、学校設定科目「異文化理解」において、２年次の

選択者を対象としてニュージーランドにある高校との授業交流を実施しており、こうし

た実践を活用し、海外の高校生と、人権に関する様々なテーマをもとにした意見交換等

http://www.kushiromeiki.hokkaido-c.ed.jp/


を行うことで、グローバルな視点に立った人権感覚の育成も可能となる。 

      本校の教育活動に加えて本事業を活用することにより、これまで以上に、人権課題の

本質的な理解及び多様な他者を尊重する態度の育成に向けて効果的に取り組むことが可

能であると考えている。 

 

３．取り組んだ人権課題について 

（１）人権課題「子供」について取り組んだこと 

   ユニセフ・キャラバン・キャンペーンに参加し、世界の子供たちの貧困問題に着目し、

授業を展開した。この活動を通じて、今後は子供の人権に関わる探究的な活動を推進す

る。 

（２）取り組んだ人権課題（該当するものに○印。複数選択可。最も重要なものとして取り 

組んだもの 1 つには◎をつけること。） 

①女性 ○ 

②高齢者 ○ 

③障害者 ○ 

④同和問題  

⑤アイヌの人々 ◎ 

⑥外国人 ○ 

⑦-１HIV 感染者等  

⑦-２ハンセン病患者等  

⑧刑を終えて出所した人  

⑨犯罪被害者等  

⑩インターネットによる人権侵害 ○ 

⑪北朝鮮当局による拉致問題等  

⑫性的指向、性自認  

⑬その他（   ）  

※事業実施計画書において、「刑を終えて出所した人」を選択していたが、新型コロ

ナウイルス感染症にともなう緊急事態宣言が出されたことにより、地域巡検の実施方

法や見学先を大幅に見直したことから、取り組むことはできなかった。 
 

４．調査研究の内容等 

（１）調査研究の内容 

  ア 本校の研究内容 

        本校では、他者との関わりにおいて主体性が課題となっている生徒も見られること

から、アイヌの人々の文化や歴史及び他国の文化を理解する教育活動を通じて、多様

な他者を尊重する態度を身に付け、自らに自信をもち、積極的に他者と協働しながら

活躍できる人材を育成することができる。 

（以下、主な研究内容） 

       ・アイヌの人々の歴史や文化及び人権に関わる課題等の学習を通じた研究 

       ・海外の高校生との交流を通じた研究 

       ・人権や他者の尊重を踏まえた課題研究 

    イ 北海道教育委員会による取組 

        北海道教育委員会の指導主事による学校訪問により、本事業の進捗状況を確認して

指導・助言を行うとともに、本校と関係機関との連携をコーディネイトするなどの支

援を行う。 

（２）実施方法 

ア アイヌの人々の歴史や文化及び人権に関わる課題等の学習を通じた研究 



学校設定科目「アイヌ学」（３年次生 38 名）の授業では、外部講師を招いた体験

的な学習や、地域巡検、人権等をテーマとした課題探究学習を実施することにより、

アイヌの人々の歴史や文化を尊重し、継承しようとする態度を育むことを目的に取り

組んだ。 

（ア）外部講師による授業を通じた伝統的な文化の理解 

   アイヌの人々の文化の伝承に取り組む外部講師を招き、伝統文化を尊重する態度

の育成や多文化共生への理解の深化を目的に、体験的な学習に通年で取り組んだ。 

  （取り扱った具体的な内容） 

   「アイヌ信仰」、「ユカラと知里幸恵の生涯」、「ムックリ演奏」、「アイヌの

歌や踊り」、「アイヌ料理」、「アイヌ紋様木彫り」、「トンコリ演奏」、「伝

統口承文芸」など 

（イ）地域巡検による歴史や文化の理解 

   釧路市博物館にある伝統工芸や生活用具等について、学芸員の説明を受けながら

見学し、アイヌの人々の暮らしや歴史、文化に思いを寄せ、これまでの学習成果を

一層深めるとともに、今後の学習課題を再確認した。 

（ウ）人権に関わる課題等をテーマとした課題探究 

   １年間の学習成果を踏まえ、多民族共生社会の実現に向けて、自分たちができる

ことは何かを考察する課題探究学習に取り組んだ。 

イ 海外の高校生との交流を通じた研究 

  道教委事業による留学生との交流（全１、２年次生）や、学校設定科目「異文化理

解」（２年次生 21 名）の授業において、他国の文化や伝統等の理解を深め、多様な

他者と将来を通じて協働できる資質、能力を身に付けることを目的に取り組んだ。 

（ア）アジアの架け橋プロジェクト（道教委事業）による留学生との交流 

   10 月中旬から３月にかけて、中国、インド、タイから３名の留学生を１、２年

次生として受け入れ、学校生活をともに過ごし、留学生それぞれの国に関するプレ

ゼンテーションを通じて、アジアの国々の歴史や文化、風習などの理解を深めた。 

（イ）ICT を活用した国際交流の実施による他国の高校生との意見交換 

   ５月から 10 月にかけて、ニュージーランドのウェリントン・ハイスクールの生

徒と全７回にわたり、Zoom を用いた交流授業を実施した。本校からは、釧路市の

風土やアイヌ民族の伝統文化などについて、ウェリントン・ハイスクールの生徒か

らは伝統舞踊 haka の披露を含めたニュージーランドの文化についてプレゼンテー

ションを行い、両国の文化の違いや共通点などについて考察した。    

ウ 人権や他者の尊重を踏まえた課題研究等を通じたその他の研究 

本校の総合的な探究の時間（ＳＣの時間（各年次ごと全生徒対象）。以下、「ＳＣ」

という。）を通じて、他者と協力し合い、持続可能な社会の実現に向け、人権等の課

題に向き合い解決するための方策を考察することにより、積極的に他者と協働し、よ

りよい社会を実現していこうとする態度の育成を目的に取り組んだ。 

（ア）ユニセフ・キャラバン・キャンペーンでの子供の人権課題に関する考察 

   学校設定科目「異文化理解」において、公益財団法人日本ユニセフ協会主催の出

前教室として、オンライン講義や、ユニセフ協会の講師の協力によるプログラムを

実施し、発展途上国の子供たちなど、世界の子供に関する人権課題を考察した。 

（イ）大学と連携した出前授業を通じた障がい者福祉の課題に関する考察 

   福祉の授業「生活支援技術」において、「パラスポーツの役割」をテーマに、北

海道医療大学看護福祉学部の出前授業を実施した。また、「社会福祉基礎」におい

て、釧路短期大学の講師による点字の授業を実施した。こうした大学の講師による

授業を通じて、障がい者福祉について考察した。  

（ウ）人権や他者の尊重等を含むＳＤＧs の視点を踏まえた課題研究    

    ＳＣの時間に１年次生はインターンシップを中心に、２年次生は地域探究、３年



次生は卒業研究に取り組んだ。特に、２年次生は、ＳＤＧｓの観点から、グループ

で地域の課題とその解決方法を探究し、３年次生は、これまでの学習成果を踏まえ、

疑問に感じたこと、自己の在り方生き方を見つめ、他者とのコミュニケーションや

他者を尊重するために必要なことについて探究した。 

   １年次は、職業体験を通じて、他者と協働することの意義を理解し、２年次は、

グループによる探究活動で他者と協働し課題を解決することの大切さ、３年次は、

２年間のＳＣを踏まえ、自己と他者との関わり方などについて理解を深めた。 

（３）検証・評価・改善・普及 

ア 検証・評価の方法 

・釧路教育局の指導主事を招き、研究授業及び協議を行い、取組状況、成果、改善の

方策等について指導・助言を受けた。 

・学校評議員会や地域の関係機関に研究報告書を配付し、取組状況や成果を報告し、

意見や評価を集約する予定。 

・生徒の意識の変容を検証するため、研究実施後のアンケート調査を実施するととも

に、いじめの把握のためのアンケート調査及び生徒理解に関わる諸調査等から、研

究成果の検証を行う予定。 

   イ 研修・評価の結果 

   （ア）学校評議員会等による意見や評価 

      ５月の学校評議員会で１年間の実施計画を説明し、12 月の評議員会では、実施

状況の中間報告を行った。委員から、「老若男女問わず、地域の方々に明るく挨

拶してくれる生徒が多いので、そうした伝統を継承できる教育をお願いしたい」、

「感染症の影響で予定していた行事が満足に行えない状況であるが、人権擁護委

員との連携を図ることで取組に変化が生じるのではないか」、「指定事業を受け

ると、ごく少数の教員の取組にとどまる傾向がある。多くの生徒が人権について

考える取組の工夫が求められるのではないか」といった意見をいただいた。 

      なお、３月中旬に開催する学校評議員会で実施状況の最終報告を行う。 

   （イ）学校設定科目「アイヌ学」選択者対象アンケート調査結果 

      本事業において中心的に取り組んだ「アイヌ学」選択者を対象として、実施後

の意識の変容を検証するアンケート調査を実施した。結果は次のとおり。 

実施日 令和４年２月１日（火）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【生徒の感想】 

      ・アイヌ学を学んだことで「多文化共生」を尊重することの大切さを理解でき

ました。グローバル化の発展により様々な文化を持っている人と関わる機会

が増えますが、しっかり相手と向き合い尊重したいと思います。 

      ・北海道の先住民族だということは知っていましたが、詳しくアイヌのことを

学ぶ機会がなかったので、今回学んだおかげでアイヌ民族への尊敬の気持ち

が出てきました。歌や踊りは特に楽しい授業でした。 

      ・民族文化への多様性を認め、更に様々な文化に興味を持つことができました。 

 かなりそう思う そう思う どちらとも言えない 

アイヌ民族の歴史の理解が深まった 79％ 21％ ０％ 

アイヌ民族の文化や暮らし、物事への考え方への

理解が深まった 
86％ 14％ ０％ 

異文化に対する理解が深まった 90％ 10％ ０％ 

アイヌ学の学習を通じて「多文化共生」「多様性」

への理解が深まった 
83％ 14％ ３％ 



   （ウ）学校設定科目「異文化理解」選択者地域巡検（釧路市博物館見学）後の感想 

     【生徒の感想】 

      ・アイヌの人々は、今の私たちと比べて多くの知恵があり、自然と調和した生

活をするため多くの工夫と努力をしていることを学びました。このような文

化を継承できるよう、一人一人が考えていかなければならないと思いました。 

      ・同じ国に生活しながら、あまりこれまで意識したことのなかった異文化につ

いて理解し、奥深さを感じるとともに深く学びたいと思うようになりました。 

      ・自然の恵みを有効活用し必要な生活品として加工し、暮らしを豊かにしよう

とする発想は、今の私たちも見習うべきだと思いました。 

   （エ）諸調査の結果から 

    ＜hyper-QU＞ 

     ※全国平均（「学級生活満足群」40％、「非承認群」22％、「侵害行為認知群 15％） 
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 調査結果から、全国平均と比較すると、１・２年次いずれも学級生活満足群が高

いものの、高校生活を経験する中で、一定数悩みやトラブルを抱える生徒がいるこ

とも推測され、望ましい人間関係づくりに向けた取組を充実させる必要がある。  

    ウ 事業実施により確認された課題の解決に向けた取組 

  （ア）学校評議員の意見のとおり、本事業は学校設定科目の選択生徒を中心とした取組

となっており、全校的な取組を検討していく必要がある。特に、学校設定科目の生

徒を対象としたアンケート調査からは、事業実施前からの人権意識の変容が確実に

見られたことから、総合学科の中核的な取組である「総合的な探究の時間」などに

おいて人権教育を位置付けて取り組むことが効果的である。 

（イ）諸調査の結果から、本校生徒の特色としては仲間を思いやり、周囲への気遣いを

忘れず行動できることなどを再確認できた。今後は、変化の激しい時代であっても、

本校生徒が、こうした人間としてのよさを誇りに、自己有用感や自己肯定感を高め、

他者と協働して積極的に困難を克服していく意識を育む取組を行う必要がある。 

  エ 普及及び今後の取組 

    （ア）研究報告書を作成し、管内の各道立学校に配付するとともに、本校ウェブページ

や、管内外で実施される研究協議会を通じて幅広く周知し、人権教育の推進を図る。 

    （イ）学校設定科目「アイヌ学」では、引き続き、地域人材を活用した特色ある授業を

実施するとともに、今年度の指定事業の成果を生かし、こうした人権課題について、

２年次生は地域探究において、３年次生は卒業探究において、個々の探究的な活動

のテーマ設定につながるよう、キャリア教育部や各年次と連携を図っていく。 

 １年次 ２年次 

１回目 

(6/17) 

２回目 

(11/11) 

１回目 

(6/17) 

２回目 

(11/11) 

学級生活満足群 53％ 54％ 62％ 58％ 

非承認群（いじめや悪ふざけを受けてい

ないが、学級内で認められていることが

少ない生徒） 

23％ 19％ 15％ 19％ 

侵害行為認知群（いじめや悪ふざけを受

けているか、他の生徒とトラブルがある

可能性が高い生徒） 

10％ ９％ ７％ ８％ 



（４）実施状況 

＜都道府県・指定都市教育委員会＞ 

時 期 内 容 備 考 

６月 21 日 

 

11 月２日 

 

２月 15 日 

 

指導主事による研究指定校訪問指導 

 

指導主事による研究指定校訪問指導 

 

指導主事による研究指定校訪問指導（オンライン） 

参加者 ２人 

対象：管理職 

参加者 ２人 

対象：管理職 

参加者 ６人 

対象：管理職及

び担当者 

＜研究指定校＞ 

時 期 内 容 備 考 

５月 25 日 

６月 15 日 

 

11 月２日 

２月 25 日 

３月中旬 

 

３月下旬 

第１回学校評議員会（年間計画の概要について説明） 

人権教育研究推進委員会（取組についての協議等） 

第２回学校 

評議員会（前期の取組状況の報告・評価） 

人権教育研究推進委員会（本年度の取組状況及び次年

度の取組について検討） 

第３回学校評議員会（予定） 

研究報告書の配付 

参加者 ７人 

参加者 ６人 

 

参加者 ６人 

参加者 ６人 

参加者 ８人 

50 冊 

管内各高校、教

育局、関係機関 

（５）人権教育に係る年間指導計画 

時期 対 象 内    容 備 考 

通年 教職員 教育相談の実施及び情報共有  

４月 １年次 構成的グループエンカウンター  

５月 ３年次 クレペリン検査   

５月 全年次 交通安全推進大会   

５月 ２年次 構成的グループエンカウンター  

５月 全年次 第１回いじめ調査アンケート  

６月 全年次 情報モラル教室   

６月 全年次 hyper-QU テスト   

７月 全年次 絆づくりメッセージコンクール 道教委主催 

９月 １年次 高校生ライフデザイン講座 釧路市との共催事業 

10 月 全年次 第２回いじめ調査アンケート  

10 月 生徒会 どさんこ☆こども地区会議 道教委主催 

11 月 全年次 薬物乱用防止教室   

11 月 1･2 年次 hyper-QU テスト   

12 月 全年次 総合学科生徒研究発表会   

１月 １年次 生徒アンケートの実施（事後） ｢アイヌ学｣、｢異文化理解｣履

修生徒 

 



５．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む） 

 
 北海道教育委員会(学校教育局高校教育課・釧路教育局教育支援課・道立教育研究所)  
 
    北海道釧路明輝高等学校  
                          企画立案・連絡調整               実施母体 
     統括  人権教育研究推進委員会 

 [教頭・総務部長・教務部長・英語科主任
・地歴公民科主任・国際理解教育担当者] 

 
 
 

各教科担任 
年次団 
各分掌 

 
 
 

  校長  
  
  
          指導・助言         指導・助言     連携・支援              授業交流 
 学校評議員会  外部機関等 [民間非常勤講師・釧 

路市・外郭団体・関係事業所等] 
 海外の高等学校  

  
 

   

 

   


