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次期学習指導要領への移行時期が次第に近づいてきています。
「主体的・対話的で、深い学び」を実
現するためにどのような授業を行えばよいのか、これについては我々自身が試行錯誤しながら掴んで
いくしかありません。そのためには授業研修がどうしても必要になります。特に指導主事学校訪問時
の授業研修は、指導主事から助言をいただけるという点、研究授業が「提案型の授業」であるという
点、そして授業研修会が教科の枠を越えて行われているという点において、非常に有用なものである
と考えます。
指導主事学校訪問が「１回訪問」と「２回訪問」を１年交替で行う現在の形式になったのは、平成
２２年度からです。それまでは、毎年１回その学校の規模に応じて１～２名の指導主事が全県の各校
を訪問していました。校長面接や諸表簿閲覧等のあと、全体授業参観が１コマと、訪問指導主事の専
門教科のみ２～３クラスの授業参観が１コマ、その後、訪問指導主事の専門教科（または分掌）にお
いて協議会が１コマ行われ、最後は「全体協議会」で締める、というものでした。
「授業改善」につい
ての取組は当然ありましたが、全体授業参観については全体協議会で指導助言がある程度でしたし、
授業研究会は訪問指導主事の専門教科内に限られていました。翌年は対象教科が変わり、次にその教
科の協議会が行われるのは数年後。自身の専門教科によっては、指導主事学校訪問時には１０年近く
協議会に参加したことがない、という教員も存在していました。
ここで、高等学校における「授業改善」の取組についての機運を一気に高める事が起こります。平
成１９年度に悉皆方式で４３年ぶりに行われた文部科学省の「全国学力・学習状況調査」において秋
田県の小・中学校がいきなり全国トップクラスの成績をとったことです。これに伴い、本県の義務教
育段階でのＰＤＣＡサイクルに基づく取組や生徒と教員の双方向的な授業スタイル、グループ学習等
の様々な取組がクローズアップされました。では、それに続く高等学校段階では…となるのは当然の
流れです。
現在の指導主事訪問（２回訪問）の研究授業と授業研究会は、
「学校全体での授業研修の場」として
の位置づけがなされています。まず研究授業は「提案型の授業」であること。以前は「あえて普段の
様子をみてもらいました」的な授業や、安全運転に徹する授業もありました。現在の研究授業は、課
題や生徒の現状を見極めた上で、課題解決のための方策を「提案」する場です。多少の破綻は恐れず、
「チャレンジ」することが大切だと思います。また、研究授業の参観と授業研究会は教科の枠を越え
て全職員が参加することとなっています。この「教科の枠を越えて」という形式は以前はあまり無か
ったもので、授業研究会というと何となくその教科内で完結したものになっていました。しかし、我々
に求められる授業スタイルの変化から、発問や生徒とのやりとりなど、他教科の研究授業から得るも
の、他教科の視点からいただく意見はもはや不可欠なものになっています。
「提案型の研究授業」
「教科の枠を越えた授業研修」というものを定着させた、ということは指導主
事学校訪問の形式変更の大きな成果であると思っています。ネックは、１年おきであること。次期学
習指導要領のスタートを迎えるにあたり、１回訪問の年の授業研修の在り方を考える必要があります。
本校では互見授業をメインに据えていますが、今年度の参観率はこちらの期待したラインまでは残念
ながら届いていません。また、参観してもらう側も「通常の授業を参観してもらう」というスタンス
ではなく、例えば各自が「この点にこだわった授業を行う」ことを宣言した上で互見授業を行うなど
の工夫が必要かと思います。失敗を恐れず提案しチャレンジする勇気と、様々なものから広く吸収す
る貪欲さをもって、教科の殻に閉じこもらずに皆で高め合っていきましょう。
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Ⅰ
授業改善に向けた取組

１

授業評価アンケートについて
教務部

平成３０年度 授業評価アンケート集計
全平均
１．授業者（先生）の指導について

１年

２年

３年

第１回

第２回

第１回

第２回

第１回

第２回

第１回

第２回

3.70

3.70

3.79

3.75

3.62

3.66

3.68

3.68

3.69

3.68

3.75

3.68

3.65

3.64

3.67

3.71

3.64

3.67

3.72

3.73

3.54

3.60

3.65

3.68

3.46

3.57

3.64

3.61

3.25

3.50

3.50

3.60

1 授業への意欲を確認し、目標やねらいがきちんと示されている。
Ａ

授業の仕方
2 発問や板書・教材に工夫があり分かりやすい授業である。
3 授業の始まりと終わりの時間がきちんと守られている。

Ｂ

授業規律
4 規律ある雰囲気で授業が行われている。

Ｃ

主体的・対話的で
深い学び

5 自分の考えを深める時間が確保されている。
6 先生や生徒間で質問したり意見を出し合う場面が良くある。
7 プリントや小テストなどで理解を確認しながら授業が進められている。

Ｄ

学力向上
8 授業を受けると充実感を得たりやる気が出る。

２．自分自身（生徒）の取組について
a

授業準備

1 先生が来る前に授業の準備を整え、元気に挨拶をして授業に臨んでいる。

3.62

3.60

3.69

3.65

3.45

3.51

3.71

3.65

b

授業姿勢

2 私語や居眠りをせず、授業にはきちんとした態度で臨んでいる。

3.52

3.47

3.67

3.58

3.36

3.39

3.54

3.43

c 主体・対話・深い学び 3 自分の考えや疑問を述べたりして、積極的に授業に参加している。

3.32

3.34

3.42

3.42

3.16

3.22

3.39

3.37

d

3.34

3.28

3.52

3.35

3.12

3.09

3.39

3.41

学力向上

4 課題にはしっかり取り組み、家庭学習などの学力向上に励んでいる。
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２

平成３０年度授業研究会
教務部

英語科
英語科「コミュニケーション英語Ⅱ」学習指導案
実施日時： 平成３０年１０月２６日（金）６校時
場

所： ２年Ａ組教室

対

象： ２年文理コース（１４名）

授 業 者： 佐藤
教 科 書：

俊治

All Aboard! English Communication
Ⅱ（東京書籍）

Lesson 5

１

単元名

２

単元の目標

Special Makeup in Kabuki

歌舞伎メイクの物語

（１）歌舞伎の歴史や隈取の特徴について、読んだり聞いたりしたことから概要や要点を正確にと
らえる。
（２）歌舞伎の歴史や隈取の特徴について英語で説明する。
（３）動詞＋目的語＋to 不定詞の形を用いて、友達にしてもらいたいことについて表現する。
３

単元と CAN-DO 形式での学習到達目標との関連
【話すこと（発表）
：２年前期】
身近なことについて、事前に準備した上で、２～３文で紹介や説明ができる。
【話すこと（やりとり）：２年前期】
いくつかの質問をつなげることで、会話を続けることができる。

４

単元観
本単元は、日本の伝統文化の１つである歌舞伎が題材である。歌舞伎の世界の数ある基本的な
要素の１つの「隈取」を取り上げ、その歴史や意味について説明している。
言語材料としては「不定詞」が扱われている。動詞＋目的語＋to 不定詞の形が取り上げられて
おり、他者への願望や依頼を表現させたい。

５

生徒観
おとなしく真面目に授業に取り組む生徒が多いが、積極的な発言をする生徒は少ない。また、
義務教育段階での英語の基礎が身に付いていない生徒が非常に多い。英語が苦手であるだけでは
なく、他者との関わりやコミュニケーションそのものを苦手とする生徒も少なくない。
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６

単元計画（総時間８時間）各時間の評価
１時間目：p.45（導入）
、p.46（内容把握、音読、本文理解の確認）【評価 A,C】
２時間目：p.46（復習、口頭による要約）、p.47（内容把握）【評価 B,C】
３時間目：p.47（音読、本文理解の確認、口頭による要約）【評価 A,B】
４時間目：p.48（内容把握、音読、本文理解の確認）【評価 A,C】
５時間目：p.48（復習、口頭による要約）、p.49（Lesson のまとめ）【評価 B,D】
６時間目：p.50（文法）
【評価 B,D】
７時間目：
【本時】アメリカでの歌舞伎公演の主催者役とアメリカ人の客役に分かれて、公演に
ついての説明と質問のやり取りをする。【評価 B,A】
８時間目：p.51（Let’s Try! 隈取のオリジナルデザイン発表）【評価 B,A】

７

単元の評価基準

A

コミュニケーション
への関心・意欲・態度

B

C

外国語表現の能力

外国語理解の能力

D

言語や文化につ
いての知識・理解

・歌舞伎や隈取について

・歌舞伎や隈取について

・歌舞伎の歴史や隈取 ・日本の伝統文化であ

関心をもち、積極的に聞

理解できたことを、他の

の特徴について聞いた

る歌舞伎と隈取につ

いた り 読ん だ りし てい

人に説明できる。

り読んだりしたことか

いて理解している。

る。

・to 不定詞を用いて、友

ら、概要や要点を正確

・ 動 詞 ＋ 目 的 語 ＋ to

・他者から歌舞伎や隈取

達にしてもらいたいこと

にとらえることができ

不定詞を含む表現に

の説 明 を聞 い て理 解し

について、適切に伝える

る。

ついての、基本的な知

ようとしたり、内容につ

ことができる。

・隈取のデザインの特

識を身に付けている。

いて 質 問し よ うと して

徴を正確に聞き取るこ

いる。

とができる。
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８

本時の学習

（１）目標
歌舞伎の歴史や隈取の特徴について、英語で説明したり質問したりすることができる。
（２）指導計画
過程

学習活動

指導上の留意点

評価

○Warm Up
導入
5分

・ALT による日本の伝統文化につい ・説明の長さ、話すスピード、語彙の難易度
ての説明を聞き、その説明が表す日

については、生徒の実態を考慮したものと

本の伝統文化を推測する。

する。

○本時の目標を確認する。

・本時の目標を提示する。

歌舞伎の歴史や隈取の特徴について、英語で説明したり質問したりすることができる。
・Authentic Material を使用する。

○2016 年に行われたラスベガスでの歌
舞伎公演の現地のポスターを見て、必
要な情報を読み取る。
○歌舞伎公演主催者と客に分かれ、主催

・活動の内容と場面設定について、ALT と

者は客にチケットを購入してもらえ

JET が実際にデモンストレーションをし

るように歌舞伎の魅力を伝える。客は

ながらわかりやすく説明し、最終ゴールを

たくさんの情報を引き出すように質

イメージさせる。

問を考える。
展開

・歌舞伎公演主催者（２グループ）、

42 分

アメリカ人の客（２グループ）に分

・クラスを人間関係や英語力を考慮して４グ
ループに分ける。

かれ、それぞれの役の準備をする。 ・教科書の内容をしっかりと理解していれば
・客側（ポスターを見て歌舞伎につい

答えられるような質問を考えさせる。

て興味を持つが全く知識がない設

ALT と JET を客側と主催者側にそれぞれ

定）：ポスターに関してや、ポスタ

配置してフォローする。

ーには記載されていない歌舞伎や
隈取の基本事項について主催者側 ・グループで想定問答をさせ、歌舞伎の歴史
に質問する。

や隈取の特徴などを説明できるようにさ

・主催者側：客の質問を想定し歌舞伎

せる。

や隈取について説明できるように ・販売員と客という設定を意識させ、なるべ
準備する。

く自然な会話になるよう指導する。

・チケット売り場（仮）で、客と主催
者が質疑応答を行う。
まとめ

・自己評価をする。

・振り返りシートを用いて本時の学習の自己

3分

評価をさせる。
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B
A

〇授業研究会
１

参加者
職名

２

氏名

備考

１

指導主事

佐藤

純一

指導助言

２

教諭

佐藤

俊治

授業者(英語)

３

ALT

４

教諭

籾山

英輝

司会(英語)

５

教諭

石澤

宏基

参観者(地歴)

６

教諭

黒木

育子

参観者(国語)

７

教諭

菅原

一哉

記録（国語）

Alex Lobl

授業者(英語)

授業者から

＜佐藤＞
今回の目標は日本の文化を英語で表現すること。前時までの授業で生徒たちは歌舞伎の説明につい
て教科書を見ないで話せるようになった。また、隈取りの色の特徴も話せるようになった。教師から
の問いかけには答えられるが、自分たちから問いかける形はなかなかできていない。もっと自然な状
況での会話ができないかと思い、今回の授業で取り組んでみた。自分の意見を間違っていてもいいの
で相手に伝えるということを意識させた。時間が最後足りなくなってしまったが、意図していた内容
はできたのではないかと思う。
＜Alex＞
コミュニケーション力を育てる時に、今回のようにロールプレイングで力を鍛えるのは良い方法だ
と思う。本を読む、文法を学ぶこともいいが、コミュニケーション力を鍛えていくことは大切。今回
は俊治先生と協力して良い形で授業ができた。
３

参観者から感想等

＜黒木＞
国語の授業でもコミュニケーション力をつけるのはなかなか難しいと思っている。今回先生が取り
入れていたロールプレイングの手法などを取り入れたりするなど、授業の参考になる点が多くあった。
日本の伝統文化である歌舞伎を英語で伝えるという内容が面白いと思った。生徒たちも前半は少し戸
惑いもあったかもしれないが、後半は話せるようになっていたと思う。
＜石澤＞
地歴の授業とはまた違っていて、普段大人しい生徒がしっかり話をしていることに驚いた。英語で
話をする、答えるという機会は増えているので、コミュニケーション力の重要性はさらに高くなる。
授業の中でプロモーター役の生徒が機転を利かせてチケットの値段を高く言ったのに対し、購入者側
の生徒も値切る会話をしようとしていて、その場の状況に応じた対応が見られてよかった。
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保健体育科
保健体育科（体育）学習指導案
実施日時：平成３０年１０月２６日（金）６校時
場

所：大体育館

対

象：第１学年Ａ組２６名

授 業 者：安田洋介、尾留川徹
１．単元名

球技（選択制球技

バスケットボール、バドミントン）

２．単元の目標
・球技の学習に自主的に取り組もうとしている。【Ａ】
・仲間に対して、技術的な課題や有効な練習方法の選択について指摘している。【Ｂ】
・バスケットボール：ゴール前への侵入などから攻防を展開するための安定したボール操作と空間を
作り出すなどの動きができる。
【Ｃ】
バドミントン：空いた場所を巡る攻防を展開するための役割に応じたシャトル操作や安定した用具
の操作と連携した動きができる。【Ｃ】
・運動観察の方法について、理解したことを言ったり書き出したりしている。【Ｄ】
３．単元と生徒
（１）単元観
球技は、ゴール型、ネット型及びベースボール型などから構成され、個人やチームの能力に応じた
作戦を立て、集団対集団、個人対個人で勝敗を競うことに楽しさや喜びを味わうことのできる運動で
ある。試合や練習を通して、総合的な体力を高めることができる。これらの運動について、中学校と
の継続性を踏まえ、入学年次では「作戦に応じた技能や仲間と連携してゲームを展開できるようにす
る」ことが、それ以降の年次では「作戦や状況に応じた技能や仲間と連携した動きを高めてゲームが
展開できるようにする」ことが求められる。
（２）生徒観
在籍は男子１３名、女子１３名。バスケットボールとバドミントンとの選択制授業を取り入れた本
単元では、バスケットボール選択者は男子７名、女子７名、バドミントン選択者は男子６名、女子６
名。基礎的な運動能力の低い生徒が多いが、運動に積極的に取り組む生徒が多い。
４．指導と評価の計画
（１）指導計画
評価規準

時間

学習内容

１

オリエンテーション

◎

２・３

授業の進め方の確認

◎

４～７

Ａ

ボール・シャトル操作に関わる技能

８～１０
１１～１６

ボール・シャトルを持たないときの動きに関わる

１７～２２

技能

２３～２４

試合

〇
〇

Ｂ

Ｄ

〇

◎

〇

◎

◎
◎
〇
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Ｃ

◎

（２）評価規準
Ａ

関心･意欲･態度

Ｂ

思考･判断

Ｃ

運動の技能

Ｄ

知識･理解

球技の学習に自主的

仲間に対して、

バスケットボー

バドミントン：空

運動観察の方法に

に取り組もうとして

技術的な課題

ル：ゴール前への

いた場所を巡る攻

ついて、理解した

いる。

や有効な練習

侵入などから攻防

防を展開するため

ことを言ったり書

方法の選択に

を展開するための

の役割に応じたシ

き出したりしてい

ついて指摘し

安定したボール操

ャトル操作や安定

る。

ている。

作と空間を作り出

した用具の操作と

すなどの動きがで

連携した動きがで

きる。

きる。

５．本時の計画
（１）ねらい

球技の学習に自主的に取り組もうとしている。
仲間に対して、技術的な課題や有効な練習方法の選択について指摘している。

（２）展

開

段階

学習活動

指導上の留意点

評価

導入

前時の振り返りと本時のね

５分

らいを確認する。
各班の本時の学習計画担当

〇失敗 を許 容す る雰 囲 気を

球技の 学習 に自 主的 に 取り

者の計画に従い、

つくり、生徒が積極的に練習

組もうとしている。
【Ａ】
（行

①ウォーミングアップ

に取り 組む こと がで き るよ

動観察）

②練習１

うにする。

③練習２
展開
４０分

④試合

〇技能 の振 り返 りを す るた

仲間に対して、技術的な課題

を行う。

めにビデオを用意する。（１

について指摘している。
【Ｂ】

※バスケットボール、バド

カ所のみ）

（行動観察）

ミントンそれぞれ２班ずつ
〇技能 の振 り返 りを す るた
めに技能の要点を掲示する。

整理
５分

本時の振り返りをする。

〇学習計画、技能の習得状況

仲間に対して、技術的な課題

・学習計画について

のいず れに つい ても 改 善す

や有効 な練 習方 法の 選 択に

・技能の習得状況について

べき点だけではなく、よい点

ついて指摘している。【Ｂ】

も積極的に挙げるよう促す。 （行動観察、学習カード）
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〇授業研究会
１

参加者
職名

２

氏名

備考

１

指導主事

大坂谷

敦

指導助言

２

教諭

尾留川

徹

授業者(体育)

３

教諭

辻

４

教諭

大石

敏孝

司会(数学)

５

教諭

安田

洋介

授業者(体育)

６

講師

菅谷

絢香

記録(家庭)

由紀子

参観者(福祉・家庭)

授業者から

〈安田〉
体育の研究協議会が冬に開催されるので、本校の重点課題の他に体育の研究協議会のテーマでもあ
る「主体的」を課題に含めている。体育で大切なことはできるようになることである。友だちから助
言をもらうことができるようになることへのきっかけだと考える。ビデオを３０秒遅れて流れるよう
にセットし、そこでフォームを確認し、ペアで助言し合い、改善していくことでできる喜びを感じて
欲しかった。
〈尾留川〉
選択の授業になって今回が５、６回目。人数が少なくフルに活動できるので、運動量が豊富である。
授業の流れは矢島高校独自のものが身についている。今日は授業後、もっとやりたい、などのような
発言も有り、明るい表情を見ることができた。
３

参観者から感想等

〈辻〉
生徒が授業を計画し、進行しているのがよかった。休み時間等で体育の先生と生徒がやりとりして
いる姿を見ていたので、その積み重ねが感じられた。授業をしていく中で、この競技が苦手な生徒も
いると思うが、みんな楽しそうに活動していた。動きの過程の中でどのように指導しているのか、目
の配り方などを知りたい。今回の授業ではいなかったが、うまくできない生徒には先生と一対一で指
導してもよいのではないか。
〈大石〉
苦手な生徒がいると思うが、その生徒へはどのように指導しているか。シュートの仕方ではポイン
トを明確にしていて、それを達成すると安田先生が声をかけて誉めていたのがよかった。運動能力が
低い生徒もいたが、安田先生ができているところも見つけて声をかけていた。生徒が積極的に動いて
いる様子が見られた。
〈菅谷〉
バスケットボールは男女別々、混合でも男子だけが活躍するというイメージのある競技だったが、
全員が積極的に参加していたのがよかった。井島陸が授業の課題等を考えていたが、授業中に「ナイ
ス」等のように他の生徒に声をかける姿が見られた。学習活動の中の①～④とテンポが速いように感
じたが、生徒はついていっていたので日ごろの学習のルールがきちんと積み重なっているのだと感じ
た。大石先生同様、苦手な生徒がいると思うが、その生徒へはどのように指導しているか知りたい。
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〈安田〉
苦手な生徒に対して、矢島高校の生徒は運動能力にあまり差がないので、できなくて恥ずかしいと
はならない。できたことを拾って誉めていくことで伸ばしていくようにしている。今やっているバス
ケットボールやバドミントンは競技ではなくみんなが楽しくできる生涯スポーツとしてとらえ、楽し
くできることを前提としている。
計画は交代制で、教師とやりとりしながら計画を立てている。始めに教師側で見本をみせてから生
徒に計画を考えさせ主体性を育てている。
〈大坂谷指導主事より〉
ねらい等を計画し、他生徒に伝えることはできているのでノート等に書いて共有できるようにすれ
ばよいのではないか。
自主的とは課題を教師側で与えて解決するのが生徒だが、主体的とは課題を考えるのも解決するのも
生徒なので、主体的といえると思う。ビデオを使っての振り返りはとてもよいと感じた。今回の授業
では自分で見て振り返っていたが、ビデオを見てペアで助言し合ったりみんなで話し合う場面をつく
ると主体的な話し合いができるのではないか、それをノートに書き込むなどすれば知識・技能を関連
させた授業になってくる。
運動量はしっかり確保されていて、体育の原則である男女共習にも対応できていた。女子も楽しめ
るように特別なルール設定をしてもよいのではないか。
最初にジャンプシュートの練習をしていたが２VS１や３VS３にジャンプシュートの場面はでてき
ていたか。練習が生かされないとねらいが達成できていないことになってしまう。
授業を参観して教師との関わりがよいのが伝わってくる授業だった。
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理科
理科（生物基礎）学習指導案
日 時 ： 平成３０年１０月２６日（金）６校時
場 所 ： 多目的教室
対 象 ： ３年Ａ組（文系・福祉系）１７名
授業者 ： 太田 聖矢
教科書 ： 改訂 新編 生物基礎（東京書籍）
１．単元名
第３編 生物の体内環境の維持
１章 体内環境の維持
２．単元の目標
生物の体内環境の維持について観察、実験などを通して探究し、生物には体内環境を維持する
仕組みがあることを理解させ、体内環境の維持と健康との関係について基本的な概念や原理・法
則の理解を深め、科学的な見方や考え方を養う。
３．単元と生徒
（１）単元観
本単元では、生物には体内環境を維持する仕組みがあることを理解させることをねらいとして
いる。自分自身にかかわる生物現象について、健康という観点から日常生活と科学を関連付けて
考えることができる単元である。
（２）生徒観
３年生文系と福祉コースの生徒である。発問に対しての反応は良く、積極的に発言する生徒が
多い。しかし、科学的に思考したり、説明する力が不足しているので、グループ学習を通して言
語活動を行い、自分が学んだことを相手に分かりやすく表現する力を身に付けさせるとともに、
協同して課題を解決する力を身につけさせたい。
４．指導と評価の計画
指導計画（７時間）
評価基準
時間
学習内容
A
B
C
D
１
体内環境と体外環境
○
２
体液の循環
○
◎
３
血液の組成とそれぞれのはたらき
○
◎
４
酸素解離曲線
◎
○
５
血液凝固と線溶
○
◎
６
肝臓のはたらき
○
◎
７
腎臓のはたらき
○
◎
評価規準
A

関心・意欲・態度

生物の体内環境の維持
に関する事象について
関心をもち、意欲的に
探究しようとするとと
もに、科学的な見方や
考え方を身につけてい
る。

B

C

思考・判断・表現

生物の体内環境の維持
に関する事象の中に問
題を見出し、探究する
過程を通して、事象を
科学的に考察し、導き
出した考えを的確に表
現している。

観察・実験の技能

生物の体内環境の維持
に関する事象について
観察、実験などを行い、
基本操作を習得すると
ともに、それらの過程
や結果を的確に記録、
整理し、科学的に探究
する技能を身につけて
いる。
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D

知識・理解

生物の体内環境の維持
に関する事象につい
て、基本的な概念や原
理・法則を理解し、知
識を身につけている。

５．本時の計画
（１）ねらい
酸素解離曲線を用いて，赤血球が酸素を運ぶしくみについて考察し、表現できる。
（２）展 開
段階

学習活動
・前時の振り返りをする。

指導上の留意点

評価

・赤血球にはヘモグロビンが含まれ、
それによって酸素が運搬されてい
ること、酸素を使ってエネルギー

導入

を取り出していることを確認す

５分

る。
・本時の目標を確認する。

・本時の目標を提示する。

酸素の運搬について、ヘモグロビンの性質から説明できる。
・お腹の中で赤ちゃんはどう

・外気に触れていない胎児の呼吸に

やって酸素を得ているの

ついて個人で予想をさせ、課題に

か考える。

取り組む意欲を引き出す。
・４人程度のグループを作り、ペア
を決めさせる。

【ペアワーク】
・教室内のポスターを確認

を示しているのかを考えさせ、ヘ

し、酸素解離曲線からヘモ

モグロビンの性質を見い出させ

グロビンの性質について

る。

考える。
展開
４０分

・酸素解離曲線を提示し、曲線が何

・教室内に貼った３枚のポスターを
適宜参考にすることを伝える。

【グループワーク】

①CO2 濃度が低いときの曲線

・ペアで考えた内容をグルー

②CO2 濃度が高いときの曲線

プで共有し、ヘモグロビン

③肺や組織での酸素と二酸化炭素の

の性質を見い出す。

割合

・母体と胎児のヘモグロビン ・グループの結果を発表できるよう、
について酸素解離曲線を

「ヘモグロビンの性質」、「胎児の

考える。

酸素解離曲線」について分かりや
すくプリントにまとめさせる。
・グループごとに説明させ、全体で

・各グループでまとめた結果

共有する。

について発表し合い、全体
で意見の共有をする。
まとめ
５分

・練習問題に取り組む。

・練習問題に取り組ませ、本時の振
り返りをする。
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・酸素解離曲線
を用いて，赤
血球が酸素
を運ぶしく
みについて
考察できた
か。
【B】
プリント、発表

〇授業研究会
１

参加者
職名

２

氏名

１

指導主事

能美

２

教

頭

佐々木

３

教

諭

４

教

５
６

備考

佳央

助言指導

誠

参観者(理科)

太田

聖矢

授業者(理科)

諭

猪股

秀明

参観者(芸術科)

教

諭

木村ふさ子

司会(理科)

教

諭

佐藤

記録(数学科)

協

授業者から
今日は生物基礎の「体内環境の維持」をテーマにしたところでした。酸素の行きわたり方について、

生徒たちに胎児のことをイメージさせながら考えさせたいと思い、授業を組み立ててみました。課題
でもあった、グループワークや生徒同士の話し合いを意識して授業を構成してみました。授業を行っ
た感想として、意図した答えまでたどりつくまでにはもう少し準備や工夫が必要に感じました。授業
が終わってからの生徒の感想からもヒントの出し方などもうひと工夫あれば、こちらが意図した結論
に持って行くこともできたのではないかと思います。
３

参観者から感想等

〈猪股〉
自分自身も生物を学習したことがないので、生徒と同様に授業を受け、理解するので精一杯でした。
生徒の力の差が大きくて、最初からはてな？のついている生徒もいて大変そうでしたが、途中から疑
問をもっている生徒はその疑問を大事にすることが生徒を高めていくのではないかと感じました。
〈佐藤〉
数学という教科の特性上なかなか生徒を動かして授業を行うのが難しいと思っているのですが、今
日のポスターを用いての授業は珍しく参考になりました。生徒はいつもよりも積極的に活動していて
良かったと思います。最後の結論を生徒側から出すことができませんでしたが、生徒の疑問を次回以
降の授業に繋げることで、よい学習になるのではないかと感じました。
〈木村〉
教えづらく難しい分野だと思います。興味関心の持たせ方が生徒にこれから身近となる内容で工夫
していると感じました。ポスターを使用しての授業は初めてみましたが、生徒の皆が動いていてよか
ったです。
〈木村〉
酸素解離曲線は二酸化炭素の濃度が高いときのものと低いときのものを別々に見せることで、グラ
フ同士の違いが分かって良かったと感じました。ポスター３つを見て、ヘモグロビンの性質について、
生徒自身が気付くことが一番大切かと思うのですが、最後に太田先生が言ってしまっていたので、時
間配分の問題もあったと思いますがもったいなかったです。全体的に生徒が主体的に取り組んでいて、
いい授業だったなと思います。
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〈佐々木〉
日頃からプロジェクタを用いた授業で、生徒も違和感なく参加できていました。生徒の解答をその
場で写真を撮って写してみせることはいまどきだなと感じました。
ポスターを使うことは生徒が動くので効果的だと感じました。パワーポイントでの表示は見やすく
てよいと思いますが、場面が変わるとその授業のテーマが消えてしまっていたので、画面が切り替わ
ってもテーマが常に残るような工夫があるととても良いと思います。
生徒の発言で「羊水に酸素が含まれている」というものがありましたが、太田先生の反応が薄かっ
たように感じました。いい発言だったと思うので、もっとリアクションをとるべき内容だったのでは
と思います。
今回の内容は、とても難しい内容だったので最後の時間が足りなかったのは仕方がない部分もあっ
たかと思いますが、生徒の意見を発表させる時間を設けたかったなと思います。
【意見交換】
・ポスターは自作のものか？(木村)
→今回のために自作した。２年生の授業で一度試してみた。不足していた部分を補って今回の授
業へ活用した。(太田)
・生徒の「なんで？」の段階を踏んだポスターがあれば良かったか。より考えるヒントになったので
は？（佐々木）
・ポスターを使う実践には名前がついているのか？（佐藤協）
参考にした実践はあるのか？（能美）
→ポスターの使用は以前の研修で行っていた方がおり、それを参考にした。ジグソー法は生徒の
状況から難しいかなと判断してペアで考えさせた。
・授業の中での個人、ペアワーク、グループワークはどのように考えていたか。（佐々木）
→生徒たちは当初の予想とは違う形で動いていた。（太田）
動き方をしっかりと指示するとよいのではないか。（能美）
・ポスターは他の分野のものもあるか。(能美指導主事)
→ポスターは他にも転写のものが一つある。他にもホルモン、血糖値、血液凝固な

ど図から

読み取る分野のものには活用できそうである。（太田）
・授業の雰囲気がとてもよくこれは日頃の授業もそうか。(能美)
→今日、授業を行ったクラスは日頃から同じような雰囲気で行われている。(太田)
【一ヶ月前課題について】
〈佐藤〉数学科
数学の教科の特性から実際に動かす実践は行いづらい部分はあるが、問題演習をペアで担当させて
考えさせるなど日頃から工夫して行った。生徒同士の教え合いを大事にして授業を進めた。
今日の授業では微分の増減表を書かせて、関数の最大値・最小値を求める作業を通して、
「増減表の
大切さ」を生徒から発言させることを目標に授業に臨んでみた。いつもうまくいくわけではないが、
なるべく生徒に発見させるようにヒントを与える工夫をしている。
〈猪股〉音楽科
音楽は感想が一番大事かと思うが、知識的なものが足りず、言葉で説明出来ない部分が多いと感じ
る。この一ヶ月間は、答えのない質問を生徒に投げかけることで、色々な意見が出てきて、指導者側
としても面白いなと感じた。
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【指導主事講評】
太田先生は初任研の頃から授業がとても上手な印象だったので、今日はとても期待していました。
ポスターの活用は太田先生らしいものに修正されていてよかったです。ＩＣＴの活用により授業がテ
ンポ良く効果的で、生徒との人間関係も形成されていて、普段の授業から今日のように行われている
のだなと感じることができました。授業の構成も、今日は何をすべきかというのがよく分かるものに
なっていましたし、ポスターの活用で生徒が主体的に動いていて、他校に紹介したい実践となってい
ました。準備をするのはとても大変かと思いますが、今回のポスターは勤務校が変わっても使えるも
のですからブラッシュアップしてよりよいものを作ってほしいです。
少し辛口になりますが、生徒が主体的に動いているのはすごく良かったのですが、ポスターの内容
をただ写しているだけかなとも感じました。ペアでポスターを見て相談することに狙いがあったと思
いますが、ペアでの話し合いなどもあまり見られなかったので、例えば、ポスターに簡単に問いを設
けることで、その場でペア同士による話し合いを生み、それによって次のステップに進むことで、ペ
アでやる意味も生まれてくるのかなと思いました。プリントも非常にきれいにまとめられてはいるの
ですが、生徒の思考に合わせた配置の工夫なども必要なように感じました。
全体的には、授業や使用するプリントの構成で深い学びに繋がる問３への流れは準備できていたよ
うですが、途中の過程でヘモグロビンの性質についてしっかり整理したうえで結論に臨ませることで、
最後の核心まで辿りつくことができたのではないかなと思います。ある男子生徒が問題の核心をつい
て「右左って書いているけど、なんで右と左で考えなければならないのかな？」というつぶやきをし
ていました。教師側が当たり前だと思っていることを生徒の視点にたって、知識をしっかり押さえて
から発問をすると、よりよい授業になるのではないかなと感じました。
今日の授業で、矢島高校では生徒間で話し合う環境が出来ていていると思いました。また、今回の
授業では、秋田県の理科の課題が見えました。学力学習状況調査によると生徒たちは「実験の結果を
表したグラフや実験の結果を言葉で表した表を分析して解釈することはできるけれども、その実験の
結果を数値で表した表を分析して、その中から規則性を見いだしたりすることに課題がある」という
分析があり、今回の太田先生がやろうしたことにやはり課題があるのだと実感しました。今後も実験
だけではなく、その結果から規則性などを分析するような授業を実践してもらえればと思います。
全体的には生徒が主体的に活動し、よい研究授業であったと思います。
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３

「キャリア教育ＣＡＮ ＤＯリスト」調査結果
進路指導部

１．はじめに
昨年度から始めた「キャリア教育ＣＡＮ ＤＯリスト」であるが、今年度、新校長が示された教育理
念の下で調査を実施し、調査結果をもとに本校生徒のキャリア発達の度合いを分析し指導にいかすこ
とにした。
２．調査方法
全学年

年３回（４月・７月・１２月）実施。

【調査の流れ】
①次ページ掲載の調査用紙「キャリア教育ＣＡＮ ＤＯリスト」
（Ａ４プリント１枚）を生徒に配付。
②生徒は、２３項目のそれぞれについて４段階での自己評価を行う。
③調査結果の集計
④集計結果を分析し、その後の指導にいかす。
３．調査結果と分析
別紙「平成３０年度『キャリア教育ＣＡＮＤＯリスト』集計結果」に各回・各学年の平均値を一覧
にしている。また、各回の学年部で分析をした結果も示した。
まず感じたのは、その学年によって傾向に大きな違いがあるということである。２年生だけが平均
値で３ポイントをわずかに下回っている。それは必ずしも能力が低いということではなく、あくまで
自己評価なので、慎重な生徒または自信のない生徒が多い、と見ることもできる。単純に年度比較し
てよいものではないことがよくわかった。だからこそ、生徒に一番近い学年部の職員が分析したこと
により、手間のかかる作業ではあるが、生徒の実態把握やその後の指導に役立てやすかったのではな
いかと考える。
また、在校中調査を継続することで、成長の度合いなどの経年変化を見ることができる。ほとんど
の生徒がまじめに答えていることは、数値がよく表している。生徒自身が自分のこととして真剣に取
り組んでくれていることはとても嬉しい。そのように指導している各学年部での指導の賜物であろう。
４．授業で取り組むキャリア教育
第１回調査で全学年共通して数値の低い項目が、
「Ｃ．課題解決能力」１７、１８であった。他にも
数値の低い項目はあるが、昨年とはあえて違う項目に注目することにした。
昨年度の重点項目は「Ａ．対人関係能力」４、５であった。今年度第１回調査でも、低い数値であ
るが、授業改善という視点でからは、教務部作成の「授業３か条」にすでに提示されているので、重
複を避けるねらいである。そのため、生徒だけでなく教員も教室で目にすることで、教員が意識する
ことも期待した。
第１回調査の結果が出た後、生徒にも日頃から意識して生活してほしいという願いを込めて、調査
用紙を拡大コピーして、１７、１８を蛍光ペンでラインを引き、ラミネートして各教室に掲示しても
らった。
効果のほどは残念ながら定かではない。しかし、いつも教室に掲示されていることで、時々は目に
してくれたのではないかと願っている。調査の時だけその項目を見るだけでは、打ち上げ花火的な単
発の調査になってしまいかねない。繰り返すようだが、だからといって効果があったかはわからない。
「そういう力が必要なんだ」と、少しでも感じてくれていたらいいな、と思う。
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(

)年(

)組(

)番

氏名(

)

教育理念
正しい判断に基づく適切な行動ができる生徒の育成
本校のキャリア教育の目標
知・徳・体を兼ね備え，地域の一員として将来を担う人材の育成
育む生徒像
(1)

自他を知り，社会を知ることで謙虚に学びを続ける生徒

(2)

場と状況を把握し，マナーを守り，責任ある行動をとる生徒

(3)

他を思いやる心を持ち，共に学校行事や諸活動に積極的に取り組む生徒

(4)

明確な進路目標を持ち，その実現に向け日々の努力を継続する生徒
対人関係能力・自己調整能力・課題解決能力・キャリア形成能力

学校生活全般を通して，生徒の皆さんに身に付けてほしい力を以下のように設定しました。
授業も含め学校生活全般でこのような力を育むことを意識して取り組んでください。
年数回調査し皆さんのキャリア発達の度合いを見ていきます。

基本的・汎用的資質能力
４点（大変よくできている），３点（まあまあよくできている），２点（あまりできていない），１点（ほとんどできていない）

A.

対人関係能力（人間関係形成・社会形成能力）

1「相手の気持ちを考えて話したり行動したりすることができる」
2「自分とはちがう考え方を持つ人のことも受けとめて接することができる」
3「規律やルールを守って，周囲に配慮して行動することができる」
4「自分の意見をきちんと整理して相手に分かりやすく伝えることができる」
5「必要なときには，自分の意見をはっきり言うことができる」
6「ほかの人と一緒に何かをするときには，自分ができることは何かを考えて行動することができる」
7「ほかの人と一緒に何かをするときには，周りの人と力を合わせて取り組むことができる」

B.

2

1

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

4

3

2

1

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

4

3

2

1

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

4

3

2

1

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

課題解決能力（課題対応能力）

13「わからないことがあったときには，自分からすすんで情報を集めることができる」
14「何か問題がおきたときには，なぜそうなったかその原因について考えることができる」
15「何か問題がおきたときには，どのようにしたらその問題が解決できるか調査，検討することができる」
16「何か問題がおきたときには，次に同じようなことがおきないように工夫し，提案することができる」
17「何かに取り組むときには，計画を立てて取り組むことができる」
18「何かに取り組むときには，進め方や考え方がまちがっていないか，振り返りながら考えることができる」

D.

3

自己調整能力（自己理解・自己管理能力）

8「自分が何に興味や関心があるのかわかっている」
9「自分には良いところがあるとわかっていて，その良さを伸ばそうと努力している」
10「必要なときには，苦手なことにも頑張って取り組むことができる」
11「やるべきことがわかっているときには，ほかの人から指示される前に取り組むことができる」
12「気持ちが沈んでいるときであっても，しなければならないことにはきちんと取り組むことができる」

C.

4

キャリア形成能力（キャリアプランニング能力）

19「勉強や仕事をすることの意味について，自分なりの考えを持っている」
20「世の中には，さまざまな働き方や生き方があることを理解している」
21「職業や働き方を選ぶ際に，どのように情報を集めれば良いかわかっている」
22「将来の夢や目標が具体的で，それに向かって継続して努力している」
23「身に付けた知識を生かして広く社会に貢献できる仕事に従事したいと考えている」
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平成 30 年度

キャリア教育 CAN DO リスト（第 1 回）分析

【１学年】
23 項目全体の平均は 3.10 である。領域ごとに見ると、A 領域「対人関係能力」が高く、C 領域「課
題解決能力」が低い。
A 対人関係能力（3.22）
・平均値が低かった項目
４「自分の意見をきちんと整理して相手に分かりやすく伝えることができる」（2.85）
５「必要なときには、自分の意見をはっきり言うことができる」（2.88）
授業等で、自分の意見を相手に分かりやすく伝えたり、自分の意見をはっきり言ったりすること
を意識した指導を行う必要がある。
B 自己調整能力（3.12）
・平均値が高かった項目
８「自分が何に興味や関心があるのか分かっている」（3.65）
この項目が、２３項目のなかで最も値が高い。
・平均値が低かった項目
９「自分には良いところがあるとわかっていて、その良さを伸ばそうと努力している」(2.85)
C 課題解決能力（2.91）
・平均値が低かった項目
１７「何かに取り組むときには、計画を立てて取り組むことができる」（2.73）
１８「何かに取り組むときには、進め方や考え方がまちがっていないか、振り返りながら考える
ことができる」
（2.65）
「計画を立てて物事に取り組む」ということを生徒に意識させていく必要がある。
D キャリア形成能力（3.14）
・平均値が高かった項目
２０「世の中には、さまざまな働き方や生き方があることを理解している」（3.58）
・平均値が低かった項目
２２「将来の夢や目標が具体的で、それに向かって継続的に努力している」（2.62）
項目２２については、将来の進路を具体的に考えるにつれ、値が上昇していくと思われる。HR、
総学、三者面談等で進路意識を高めていきたい。
【２学年】
A の対人関係能力では１「相手の気持ちを考えて行動できる」３「規律やルールを守って周囲に配
慮して行動できる」の項目が比較的高めであるが、４「自分の意見を整理して相手にわかりやすく伝
える」５「必要なときは自分の意見をはっきり述べることができる」の数値が A~D 全項目の中で最
も低い。相手のことを考えてはいるが、自分の意見を述べられず、相手に合わせているだけという状
態が考えられる。
B の自己調整能力では８の「自分が何に興味や関心があるのかわかっている」項目は高いが、９～
１２までの項目が低い。自分の興味関心のあることはわかっているが、自己肯定感が低めで、やるべ
きことに自分から積極的に取り組むまでには至っていない状態である。他の人がやってから、誰かに
言われて初めて動く、という傾向が見られる。このことは C の課題解決能力の１７「何かに取り組む
18

ときには、計画を立てて取り組むことができる」の数値が低いこととも関連があると思われる。自分
自身で計画的に行動できるようになることが２年生全体の課題であるように思う。
D のキャリア形成能力の項目は昨年度の結果よりも上昇した項目である。２年生になり、自分の進
路について少しずつではあるが、考え始めた結果であると考える。今後さらに上昇するようにこちら
からもガイダンスや進路学習を通して働きかけをしていきたい。
【３学年】
２年第１回

２年第２回

２年第３回

3.02

3.05

3.10

3.17

↑

Ａ領域【対人関係能力】

3.08

3.03

3.10

3.20

↑

Ｂ領域【自己調整能力】

3.00

2.98

3.04

3.12

↑

Ｃ領域【課題解決能力】

2.87

3.03

3.04

3.06

↑

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.16

3.18

3.22

3.33

↑

全

体

３年第１回

上の表の通り、Ａ～Ｄ領域の平均値が２年生第３回と比較して全て上昇した。その中でも、Ａ領域
とＤ領域が大きく上昇しており、社会に出てから求められる対人関係能力が備わってきたことと、進
路に対する意識が高まってきていることがうかがえる。
Ａ領域に関しては、全体的に上昇したものの、依然として項目４「自分の意見を整理して伝える」、
項目５「必要なとき、自分の意見をはっきり言う」が平均３未満であり今後の課題である。また、項
目７「周囲との協調性」は、Ａ・Ｂ組の差がとても大きい。
Ｃ領域に関しては、全体的に平均値が低く、特に項目１７「計画性」が低い。計画を立てて取り組
むことができるように指導したい。
Ｄ領域に関しては、全体的に平均値が高いが、項目２２「継続しての努力」が低い。何事にも粘り
強く取り組む姿勢が身に付くように指導していきたい。
【まとめ】
１学年は全体的に平均値が高く、特にＡ．対人関係能力の値が高いことから、自分自身から行動が
でき、
クラス内で協力し合って活動ができると期待される。個別の生徒においては様々な問題を抱え、
また、問題があっても表面に出さない者がいる可能性があるので、生徒の観察や面談等で１人１人の
状況をきめ細かく把握して指導に生かしてほしい。必要に応じて全職員へも周知してほしい。
２学年は全体的に値が低いことから、
学年主任も指摘しているように、自己肯定感がきわめて低く、
自分に自信が持てないで行動にも移せないでいるのではないか。１年次でも人間関係で問題が起こり、
その都度学年部で指導と対応に当たってきた。人間関係で問題が起こるのも、そのようなことも一因
ではないか。まだまだ大人の手と目が必要な生徒が多い学年である。現在進行中で指導と対応に当た
られていると思うが、引き続き１人１人の生徒の把握や人間関係について学年部でも共有し、必要に
応じて全職員へも周知して、できるだけ多くの職員との関わりの中で育てていくことも大切である。
３学年は２年次で実施した第３回と比較しても、全項目で数値が上昇している。最上級生として、
また、進路決定の学年としての自覚があると思われる。学年部としても進路希望達成に向けて鳥海総
合Ⅲを中心に指導を継続中である。中には意識の低い生徒もいるが、全員が納得のいく進路希望を達
成できるよう、最後まで粘り強く指導してほしい。
全学年共通して数値が低いのが、Ｃ．課題解決能力である。特に 17「何かに取り組むときには、計
19

画を立てて取り組むことができる」18「何かに取り組むときには、進め方や考え方がまちがっていな
いか、振り返りながら考えることができる」がどの学年でもすべての項目中で最下位に近い。この分
野・項目で数値が上がれば、他項目へ良い影響が出て生徒自身の全体的な資質能力の向上にもつなが
るのではないかと考える。
その手立ての一つとして、１・２学年ではＮＯＬＴＹ手帳を使用している。２学年は２年目だ。学
年で使用している手帳の中身は違うが、目的を持って導入したはずであり、教員・生徒それぞれに応
じたガイダンスも行っている。日常の指導は教員が行うにしても、使用する中で疑問などが出てくる
ものだ。全体に対するガイダンスだけでなく、ちょっとした使い方への疑問やアドバイスにも応えて
くれるのがＮＯＬＴＹなので、何かあれば担当者に連絡して相談するのもよい。
（言ってしまえばそれ
らのフォローも含めて、手帳の値段になっている！だから他の同様の手帳よりも高額なのである。）一
方、ＮＯＬＴＹでは現場の声を手帳に反映させてより良いものを開発しようとしている。どんどん要
求した方が私たち教員もやりやすくなるだろうし、何よりも生徒のためになるのではないか。
２学年には１１月の修学旅行後に、ＮＯＬＴＹ手帳ガイダンスを予定している。４月は使用法の確
認であったが、１１月は手帳の使い方を通して進路への意識付けを図るねらいである。学年部で点検
もしてもらっていると思うが、ちょっとした書き込みや逆に書かないことからその生徒が見えてくる
こともある。それらを利用して、生徒の進路も含めて全体的な指導に生かしてほしい。
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平成 30 年度

キャリア教育 CAN DO リスト（第２回）分析

【１学年】
１年第１回

１年第２回

3.10

3.22 ↑

Ａ領域【対人関係能力】

3.22

3.30 ↑

Ｂ領域【自己調整能力】

3.12

3.21 ↑

Ｃ領域【課題解決能力】

2.91

3.06 ↑

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.14

3.32 ↑

全

体

Ａ～Ｄ領域すべてで平均値が前回から上昇した。学校生活全般や行事を通して自己有用感や自己肯
定感を涵養すべく、生徒が主体的に活動できる環境づくりをしてきたことが生徒の成長につながった
のだと考えられる。
【Ａ領域】
前回同様、項目４「自分の意見を整理して伝える」が３．０未満と低く、課題である。また、項目
１「相手の気持ちを考えて行動する」が前回３．３１から今回は３．１２に下降しているため、学校
生活全体を通して適切に指導していきたい。
【Ｂ領域】
前回同様、項目１「自分の興味・関心が分かる」が３．６５と高い。前回の調査では３．０未満で
あった項目９～１１が３．０以上まで上昇している。自分の将来のために進んで学ぼうとする生徒が
増えている。
【Ｃ領域】
項目１７「計画を立てて取り組む」
、項目１８「振り返りながら取り組む」の項目が３．０未満と低
い。学校祭の準備等を通して、これらの力を伸ばしていきたい。
【Ｄ領域】
項目２２「将来の夢や目標に向かって継続して努力する」が前回２．６２から今回３．１２に大き
く上昇している。２学期は職場見学や来年度のコース決定の時期であるため、その機会をいかし進路
に関する意識をさらに高めていきたい。
【２学年】
２年第１回

２年第２回

2.85

2.93 ↑

Ａ領域【対人関係能力】

2.89

3.02 ↑

Ｂ領域【自己調整能力】

2.78

2.86 ↑

Ｃ領域【課題解決能力】

2.75

2.81 ↑

Ｄ領域【キャリア形成能力】

2.98

3.00 ↑

全

体

第１回目と比較して全ての項目で平均値が上昇した。数値としてはまだ低めの数値ではあるが、学
校生活の折り返しの時期をむかえ、生徒達の中に成長した、もしくは成長したいという気持ちが芽生
えてきているものと思われる。今後２年生は大きな学校行事が続くことになるので、それらの行事や
普段の学習等を通して生徒の自主性や自立心を高めていきたい。
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【Ａ領域】
第 1 回で最も低かった項目４「自分の意見を整理して伝える」が２．４９→２．６７に上昇した。
また、項目５「必要なときには、自分の意見をはっきり言うことができる」が前回の２．５４→２．
８３に上昇していることから、自分の意見を伝えたいという気持ちが少しずつ出始めてきている。今
後もより活発に自分の意見を述べることができるように授業や学校生活全体を通して指導していきた
い。
【Ｂ領域】
前回からほとんどの項目で数値の上昇が見られた。自分の良さを伸ばし、苦手なことにも取り組も
うとする生徒が増加している。項目１２「気持ちが沈んでいるときでも、しなくてはならないことに
取り組むことができる」の項目がやや下降しているので、生徒の心身のケアについて面談等を通して
サポートしていきたい。
【Ｃ領域】
項目１７「計画を立てて取り組む」が２．４３、項目１８「振り返りながら取り組む」の項目が２．
６１と他の項目に比べて低くなっている。問題が起こったときに自分から解決しようとする意識は高
くなっているが、そのためにどのような行動をとるか、どう対処するかという部分ではまだ課題があ
る。自分の行動をふり返り、上手くいかなかった事を今後どう克服していくかという視点も持たせた
い。行事や授業でのふり返り、自己分析などの機会も設けて、これらの力を伸ばしていきたい。
【Ｄ領域】
項目２２「将来の夢や目標に向かって継続して努力する」、項目２３「身につけた知識を生かして社
会に貢献できる仕事に従事したい」が前回よりも上昇した。面談をしていても自分の進路について真
剣に考える生徒が多くなってきており、その意識が現れたものと思われる。項目１９「勉強や仕事を
することの意味について自分の考えを持っている」項目２１「職業や働き方を選ぶ際に、どのように
情報を集めれば良いかわかっている」
の項目はやや下降しているが、自分の進路を真剣に考える中で、
自分が就く仕事の意義やその情報の入手について迷っている生徒がいると思われる。今後予定してい
る就職セミナーなどで、職業のガイダンスや求人の状況など具体的な情報を提供しながら生徒の進路
に関する意識をさらに高めていきたい。
【３学年】
２年第２回

２年第３回

３年第１回

３年第２回

3.05

3.10

3.17

3.28 ↑

Ａ領域【対人関係能力】

3.03

3.10

3.20

3.29 ↑

Ｂ領域【自己調整能力】

2.98

3.04

3.12

3.21 ↑

Ｃ領域【課題解決能力】

3.03

3.04

3.06

3.24 ↑

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.18

3.22

3.33

3.36 ↑

全

体

上の表の通り、Ａ～Ｄ領域全ての平均値が前回から上昇しており、特にＣ領域が大きく上昇した。
進路実現へ向け、課題や困難に直面したときに、やるべき事を把握してそれに取り組み、自らが試行
錯誤を繰り返したり他者から助言をもらったりしながら、課題や困難に向き合って解決しようとする
能力が備わってきたことがうかがえる。
【Ａ領域】に関しては前回同様、項目４「自分の意見を整理して伝える」、項目５「必要なとき、自分
の意見をはっきり言う」の平均値が３.0 未満であり今後の課題である。また、項目３「規律やルール
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を守る、周囲に配慮した行動を守る」
、項目７「周囲との協調性」は、クラス間の差がとても大きい。
卒業までに規範意識を高め協調性が身に付くよう、日常生活はもちろんのこと文化祭等の機会を捉え
て指導したい。
【Ｂ領域】に関しては、項目９「自分の良いところ」、項目１２「気持ちが沈んでいるときの行動」が
低い。
自己肯定感や自己有用感を高めるため、日頃の活動や行事等の機会を積極的に利用したい。
【Ｃ領域】に関しては、Ｂ組の数値が大幅に上昇した。外部と連携し様々な実践的なプロジェクトに
参加したことで、計画を立てて物事に取り組むことができるようになってきている。
【Ｄ領域】に関しては、項目２２「継続しての努力」が依然として高くない。進路実現に向けて何事
にも粘り強く取り組む姿勢が身に付くように指導していきたい。
【まとめ】
全学年の全領域で数値が上昇しているのは、各学年部で生徒自身の意識が高まるような指導をして
いる表れではないか。２学期は長く、様々な行事を通して大きく成長させられるチャンスでもある。
生徒に一番近く、生徒をよく理解している先生方が各学年部には揃っている。卒業後には自立した社
会人として生きていく土台を築けるよう、今後とも丁寧な指導をお願いしたい。
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平成 30 年度

キャリア教育 CAN DO リスト（第３回）分析

【１学年】
１年第１回

１年第２回

１年第３回

3.10

3.22

3.11↓

Ａ領域【対人関係能力】

3.22

3.30

3.17↓

Ｂ領域【自己調整能力】

3.12

3.21

3.10↓

Ｃ領域【課題解決能力】

2.91

3.06

2.94↓

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.14

3.32

3.26↓

全

体

第２回目と比較して全ての領域で平均値が下降したが、生徒の学校生活の様子を見ていると、生徒
の能力が下降しているとは感じられない。下降した理由としては、生徒が自分自身を客観的に厳しい
目で見ることができるようになったためだと思われる。
【Ａ領域】
前回同様、項目４「自分の意見を整理して伝える」、項目５「自分の意見をはっきり言う」が３．０
未満と低く、課題である。活発に自分の意見を述べることができるように授業や学校生活全体を通し
て指導していく必要がある。
【Ｂ領域】
項目１０「苦手なことへの取組」が上昇している。学習や行事への取組を通して、苦手なことに対
して逃げずに取り組もうとする気持ちが育ってきていると思われる。項目１２「気持ちが沈んでいる
ときの取組」が３．３５→３．０８に大きく下降している。生徒の心身のケアについて面談等を通し
てサポートしていきながら、どんなときでもきちんと取り組むことができるように成長させていきた
い。
【Ｃ領域】
学校祭では、この分野の能力について意識させ、伸長させたいと考えて準備等に取り組ませたが、
６項目のうち４項目で３．０未満となっており、領域の平均も２．９４と他に比べて低い。特に値の
低い、
「計画を立てる」「振り返りながら考える」ことができるように指導していきたい。
【Ｄ領域】
項目２０「さまざまな働き方や生き方があることの理解」が前回３．６２から今回３．７７へ上昇
し、非常に高い値になっている。これは、２学期に行われた職場見学やふるさと企業紹介の影響だと
思われる。３学期は進路ガイダンス等を有効に活用し、進路意識を高めていきたい。
【２学年】
２年第１回

２年第２回

２年第３回

2.85

2.93

2.94↑

Ａ領域【対人関係能力】

2.89

3.02

2.95↓

Ｂ領域【自己調整能力】

2.78

2.86

2.91↑

Ｃ領域【課題解決能力】

2.75

2.81

2.91↑

Ｄ領域【キャリア形成能力】

2.98

3.00

3.01↑

全

体

第２回目と比較してＡ領域以外全ての項目で平均値が上昇した。修学旅行や学校祭などの大きな行
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事が終わり、全体の数値としてはまだ低めの数値ではあるが、生徒の意識にも変化が見られてきた。
今回は自己調整能力や課題解決能力が上昇し、自分自身のことや進路のことを意識する生徒が増えて
きているように思われる。今後普段の学習や面談、進路活動等を通してさらに生徒の自主性や自立心
を高めていきたい。
【Ａ領域】
項目１「相手の気持ちを考えて話したり行動したりすることができる」が３．２３→３．０９に下
降した。また、項目２、３「自分とは違う考えを持つ人のことも受け止めて接することができる」
「規
律やルールを守って、周囲に配慮して行動することができる」の項目も下降していることから、対人
関係において、相手とのコミュニケーションに難しさを感じる、または上手く対応できでいない事が
原因として考えられる。今後は他者との関わり方、共同生活を送る上での対人マナーについて、授業
や学校生活全体を通して改めて指導していきたい。
【Ｂ領域】
前回からやや数値の上昇が見られた。自分の良さを伸ばし、苦手なことにも取り組もうとする生徒
が増加している。項目９「自分には良いところがあるとわかっていて、その良さを伸ばそうと努力し
ている」の項目が前回２．６９→２．８３に上昇した。自分の良さを見つけることは自己肯定感にも
つながる。今後も伸ばしていきたい項目である。また前回低めだった項目１１「気持ちが沈んでいる
ときでも、しなくてはならないことに取り組むことができる」の数値が２．６６→２．８６に上昇し
た。自分のやるべき事にしっかり取り組み、達成するという意識が芽生えてきている。
【Ｃ領域】
項目１７「何かに取り組むときは計画を立てて取り組む」が２．４３→２．６９、項目１８「振り
返りながら取り組む」の項目が２．６１→２．９４と大きく伸びている。前回はＣ領域の中で低めの
項目であったが、２学期の生活を通して計画的に物事を進めていくことに対する意識が上昇してきた
ものと思われる。問題が起こったときにどう対処するかという点についてはまだ課題が残るので、今
後はこれらの力を伸ばしていきたい。
【Ｄ領域】
項目１９「勉強や仕事をすることの意味について、自分なりの考えを持っている」項目２２「将来
の夢や目標に向かって継続して努力する」が前回よりも上昇した。自分の進路については２学期以降、
真剣に考える生徒が多くなってきており、その意識が現れたものと思われる。項目２１「職業や働き
方を選ぶ際に、どのように情報を集めれば良いかわかっている」の項目が下降しているので、進路関
係の情報の入手について迷っている生徒がいると思われる。進路指導室の利用や情報収集の方法など
を助言するとともに、今後予定している進路ガイダンス等を通して生徒の進路に関する意識をさらに
高めていきたい。
【３学年】
２年第２回

２年第３回

３年第１回

３年第２回

３年第３回

3.05

3.10

3.17

3.28 ↑

3.22 ↓

Ａ領域【対人関係能力】

3.03

3.10

3.20

3.29 ↑

3.25 ↓

Ｂ領域【自己調整能力】

2.98

3.04

3.12

3.21 ↑

3.16 ↓

Ｃ領域【課題解決能力】

3.03

3.04

3.06

3.24 ↑

3.12 ↓

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.18

3.22

3.33

3.36 ↑

3.32 ↓

全

体
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上の表の通り、Ａ～Ｄ領域全ての平均値が前回から下降した。社会に出る直前の者として、社会人
とし、大人としてどうあるべきかを理解したからこそ、つまり理想像が高くなったからこそ自分との
ギャップに気づき自己評価が下がったのではないだろうか、と前向きに捉えたい。それぞれの領域で
ポイントが低かったのは以下の項目である。
「Ａ領域」の項目に関しては、１年次からこのことを意識
した指導をする必要があると感じている。
【Ａ領域】
：項目４「自分の意見を整理して伝える」、項目５「必要なとき、自分の意見をはっきり言
う」
【Ｂ領域】
：項目９「自分の良いところ」
【Ｃ領域】
：項目 17「何かに取り組むときは、計画を立てて取り組むことができる」
【Ｄ領域】
：なし。
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平成 30 年度

キャリア教育 CAN DO リスト【まとめ】

今年度は全学年３回実施したこと、各回の分析を学年部がしたことが昨年との相違点である。
実施時期については３年生も実施できる時期ということで３回目が１２月となり、完全に１年の締
めくくりとはなっていないが、その分、３学期が次年度への準備期間とすることができると考えてい
る。
以下の表は、昨年度との比較のため、現２・３年生の結果を挙げた。
平成２９年度

１年第１回

１年第２回 １年第３回

２年第１回 ２年第２回 ２年第３回

2.88

2.88

2.87

3.02

3.05

3.10

Ａ領域【対人関係能力】

2.95

2.98

2.94

3.08

3.03

3.10

Ｂ領域【自己調整能力】

2.90

2.86

2.88

3.00

2.98

3.04

Ｃ領域【課題解決能力】

2.66

2.66

2.77

2.87

3.03

3.04

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.03

3.02

2.87

3.16

3.18

3.22

平成３０年度

２年第１回

全

体

２年第２回 ２年第３回

３年第１回 ３年第２回 ３年第３回

2.85

2.93

2.94

3.17

3.28

3.22

Ａ領域【対人関係能力】

2.89

3.02

2.95

3.20

3.29

3.25

Ｂ領域【自己調整能力】

2.78

2.86

2.91

3.12

3.21

3.16

Ｃ領域【課題解決能力】

2.75

2.81

2.91

3.06

3.24

3.12

Ｄ領域【キャリア形成能力】

2.98

3.00

3.01

3.33

3.33

3.32

全

体

今年度第３回で３年生が２回目より数値が下がったが、数値が回を追うごとに概ね上昇しているこ
とがわかる。また、２年生も今年度第１回が、クラス替えの影響もあってか１年第３回よりも若干数
値を下げているが、その後は大きく上昇している。様々な経験を通して自信を持てるようになってき
たのかもしれない。
この調査で成長の様子が数値としても明らかになり、また、分析を学年部で行うことでその後の指
導にも役立てられたのではないか。来年度も実施する予定なので、生徒に力をつけるための指標とし
て、今後も活用してもらいたい。
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Ⅱ
実

践

報

告

１

平成３０年度 商業高校生未来創造事業
矢島高校地域創造コースビジネス系列の取組
やしまブランディングプロジェクト
商業科

Ⅰ

土田

伸也

佐藤

文明

はじめに
平成２７年度から「課題研究」の中で矢島町のブランディングをテーマにしながら授業を進めてい

る。これまで、地域の特産品を活用した商品開発や観光マップ「やしまっぷ」の制作、地域をＰＲす
るロゴマーク作りなどの活動を行ってきた。これに加え、昨年度はＦＢページ「矢島高校

やしまブ

ランディングプロジェクト」を開設して、地域をＰＲしながらインサイト機能を活用したブランディ
ング効果の測定（マーケティング分析）を行うなど、年々その活動の領域を広げ、ビジネスの専門性
を高めながら授業を展開してくることができている。
今年度はこれまでの課題を見直し、着手できていなかった活動に着手するとともに、より地域の実
情に応じたブランディング活動を展開するため、これまで以上に様々なマーケティングの手法を活用
しながら授業を進めてきた。
以下、平成３０年度に取り組んだ「やしまブランディングプロジェクト（以下、ＹＢＰ）」について
報告する。
Ⅱ

ＳＷＯＴ分析とワールドカフェによるアイディアの創出活動

（１）ＳＷＯＴ分析
例年、矢島町のＳＷＯＴ分析を行っている。これは総合学習「鳥海総合」や学校設定科目「地域学」
を通じて、矢島町とその周辺地域を体験的に学習してきている本校生徒に、地域の良さを見つめ直す
機会として設定している。今年度のＳＷＯＴ分析で特徴的だった意見は、強みや機会の分析で平成３
０年７月に旧由利町にオープンした「鳥海山木のおもちゃ美術館」や、このオープンと同時に運行が
開始された由利高原鉄道の「鳥海おもちゃ列車なかよしこよし号」をあげる生徒が多かったことであ
る。また、ここから派生して、弱みと脅威の分析で「森林資源」に着目した意見が多く出される結果
となった。
（２）ワールドカフェ
ＳＷＯＴ分析を受けて森林資源を生かすアイディアを出すため、ワールドカフェを活用して話し合
いを行った。
テーマ：「森林資源を活用して、矢島町を活性化できるアイディア」
人

数：１グループ４～５名

グループ数：６
ラウンド数：５
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Ⅲ

仮説の設定と班編制について
ＳＷＯＴ分析やワールドカフェによる話し合いを経て、仮説・目標・期待効果・班編制・活動方針

について次のように決定した。
（１）仮説
「矢島町の素材を付加価値化し、持続的・継続的なビジネスモデルを創造することで、ブランディン
グ効果は高まる」
（２）具体的な目標
①由利本荘市の木材を活用した木工クラフトの店舗を運営する。
②市場調査とＳＴＰに基づくターゲティングと商品開発、他の木工関連ショップとの差別化を明確に
する。
③本校文化祭、地域産業祭、矢島冬祭り、ひな街道で店舗を運営する。
④年間を通じて生産・販売できる商品を開発し販売経路を確立させる。
⑤ＹＢＰと矢島町をＰＲするショッピングバッグを開発し、地元地域をＰＲする。
⑥ＦＢページ「矢島高校

やしまブランディングプロジェクト」のフォロワー数を１００以上にする。

（３）期待効果
①由利本荘市の森林資源の有効活用。
②一過性ではなく、年間を通じた地域活性化に貢献。
③地元地域の認知度の向上。
（４）班編制と役割
①商品開発班

６人

常時販売可能で矢島町活性化に結び付く商品開発と販売経路確保。
②ＦＢページ運営班

６人

矢島町の特産品、観光名所等の取材、その他矢島町に関わることをＦＢに掲載。インサイト機能を
使ったマーケティング分析。
③ショッパー製作班

６人

昨年度までに考案したロゴマーク等を活用しながらＹＢＰオリジナルのショッピングバックを製作。
④木工クラフトショップ運営班

１０人

木工クラフトショップの企画・運営・お客様への作業補助を担当。
（５）活動方針
①ＰＤＣＡサイクルに基づくこと。
②市場調査を実施し仮説や目標の予備調査を行うこと。予備調査の結果、仮説に修正が必要な場合は
修正を行うこと。
③ＳＴＰに基づき明確にターゲットを設定すること。
Ⅳ

各班の活動

（１）商品開発班
これまでＹＢＰで開発してきた商品といえば、「鳥海バウム（ジオスイーツに認定）」などに代表さ
れるスイーツであった。しかし、今年度「ＪＰＸ起業体験プログラム」に参加して８月に販売実習を
行った際、夏の気温の影響で「鳥海バウム」を少量しか製造できない事態となった。また、これまで
開発してきたスイーツ商品には矢島町にある「茂木農園産桃ジャム」や「くるみの里産ガーデンハッ
クルベリージャム」が活用されているが、今年度はやはり気温の影響で果樹の収穫数が例年に比べて
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少なく、生産できるジャムも少なくなってしまったのである。
以上のことから、季節的な影響を受けない商品開発を行う必要があると判断した。
「市場調査」や「ＳＴＰ」等の手法を経て今年度開発した商品は次の通りである。商品化には矢島
町にある「大井豆腐店」と「真坂麹味噌店」、東由利町にある「東由利特産物振興会」に協力して頂い
た。
この商品は現在、２月に行われる「矢島冬まつり」や３月に行われる「由利本荘ひな街道」等で販
売予定である。
・商品名「豆腐の味噌漬け（仮）」
・種類「漬け物」
・コンセプト「低カロリーで健康づくりで地域おこし（仮）」
・価格「１パック１５０円～１８０円（仮）」
（２）ＦＢページ運営班
ＦＢページ「矢島高校

やしまブランディングプロジェクト」は昨年度に開設された。目的は「地

域の魅力を発信すること」
「インサイト機能を使ってブランディング効果の分析を行うこと」である。
ＦＢはＴｗｉｔｔｅｒやＬＩＮＥに比べ、３０代以上が多く使用するコンテンツである（株式会社翔
泳社

佐々木幹夫

著『ＭａｒｋｅＺｉｎｅマーケティング最前線２０１７』掲載資料より）。また、

同誌では年齢が上がるにつれて観光に関する興味が高まってくることも述べられている。
そこでＦＢページ運営班では、上記のことを立証するため「市場調査」を行った。市場調査からは、
ビジネス誌で述べることとほぼ同等の分析結果が得られ「３０代以上が興味をもつ観光情報を、３０
代以上が多く利用するＦＢを使って発信する」ことの意義を確認した。
また、昨年度に比べて今年度は動画情報を多く配信するようにもした。このような取組が効果を生
み、昨年度よりもフォロワー数を増やし、エンゲージメントにも大きな伸びが確認できた。同時に、
矢島町の認知度を高めて、ブランディング効果を高めていることを分析することもできた。
（３）ショッパー製作班
ショッピングバッグは「歩く広告」と表現され、不特定多数の人が持つことによって販売促進効果
を高めることができる広告ツールである。これをオピニオンリーダーが手にするように工夫できれば、
販売促進効果は更に高まるといえる。ショッピングバッグはＹＢＰがスタートして以来作れずにいた
が、今年度はようやく製作することができた。
また、これまで地域をＰＲするロゴマークやご当地キャラクター等を考案しラベル化してきたが、
その活用幅を広げたいとも考えていた。
これまでのデザインと今年度の生徒が考案したデザインは本校卒業生でイラストレーターとして活
躍する黒木氏（
（株）dak）に仕上げを依頼し、アウトソーシングも実践した。
製作したショッピングバッグは、景品表示法に基づいて、販売実習の際一定額以上購入して頂いた
お客様に提供した。
（４）木工クラフトショップ運営班
ＳＷＯＴ分析とワールドカフェによる話し合いを経て、今年度は「体験を販売する」新たなビジネ
ス活動を創造できた。店舗の実現には、
「岩城少年自然の家」「やまなみの会」「（株）鳥海トライブ」
の皆様に協力して頂くことができた。詳細は次の通り。
・店舗名「木の実屋」
・無料ブース「自然素材を活用した作品製作」
・有料ブース「写真フレームとネームプレート、自然素材を活用した作品製作」
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このうち、有料ブースで販売される写真フレームとネームプレートは、由利本荘市産ヒノキや秋田
県産秋田杉を活用している。森林資源の活用についても知識を深めながら授業実践してくることがで
きた。
Ⅴ

最後に
今年度はマーケティングの手法を効果的に活用しながらＹＢＰの活動を進めてくることができた。

このことで根拠や裏付けに基づくビジネス活動を実践できたと思っている。
御協力いただいた皆様にこの場をお借りし感謝申し上げ、終わりとしたい。
御協力頂いた皆様（順不同）
所

属

氏

名
寛

岩城少年自然の家

髙

橋

輝

様

やまなみの会

神

長

侃

様

（株）鳥海トライブ

太

田

賢

様

ＫＳＰ代表

鈴

木

弘

和

様

大井豆腐店

大

井

良

助

様

真坂麹味噌店

真

坂

民

子

様

東由利特産物振興会

石 渡 香 菜 子

様

東由利特産物振興会

村

江

様

（株）ｄａｋ

黒 木

華 絵

様

茂木農園

茂

木

栄

一

様

茂木農園

茂

木

訪

子

様

風月堂

佐

藤

浩

様

風月堂

佐 藤 百 合 子

様

くるみの里

茂

木

宏

幸

様

くるみの里

茂

木

淳

子

様

くるみの里

沼

倉

只

輔

様

くるみの里

沼

倉

睦

子

様

由利本荘市役所

古

屋

雄

人

様

矢島総合支所

黒

木

浩

二

様
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上

主

２

平成３０年度

高校生学校生活サポート事業
特別支援・教育相談委員会

１

事業の状況について
(1) 校内支援体制等
・校内委員会の状況（組織、回数と時期、内容など）
①メンバー
教頭、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、保健主事（兼コーディネーター）、
各学年主任、養護教諭（兼コーディネーター）、コーディネーター、学習サポーター
以上１１名
②回数と時期、内容
第１回（

４／１９）

年間計画・役割の確認、１年生要支援生徒の共通理解

第２回（

６／２６）

１年生要支援生徒のリストアップ、個別の指導計画作成生徒の
検討

第３回（

８／３０）

第４回（１１／３０）

個別の指導計画の内容確認
支援を要する生徒についての情報交換、個別の指導計画の内容
確認

第５回（

２／１９）

個別の指導計画の年間評価、進路状況について、次年度の計画

・年間計画、個別の指導計画等の作成状況
①年間計画
４月に作成
②個別の指導計画
・２・３年生は昨年からの継続、８月に見直し。１年生は８月に作成。
・いずれも担任が原案を作成。対象の絞り込みと作成において、専門監とアドバイザー
から指導・助言
・教職員の特別支援教育に対する共通理解
・新入生の情報に関しては、中学校からの申し送りの情報を共有
・毎月の職員会議での情報交換の実施及び共有
・アドバイザー及び教育専門監からの指導助言の共有
・校内研修会の実施（７月）
・生徒の実態把握の方法
①中学校からの申し送り

②入学前個別面談

③学校生活での観察

④支援隊による巡回相談
・保護者との連携
・担任が保護者と連絡を取り合うことを基本とする
・入学前個別面談の実施、年１回以上の保護者面談の実施
・３年生については、進路指導部が入り保護者とハローワーク、障害者就業・生活支援セン
ター（イーサポート）
、学校関係者（進路指導主事、担任、学年主任、コーディネーター）
による面談を進めている
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(2) 対象生徒の支援内容（学習サポーターの活動状況等）
①職員の共通理解

②担任・学年部・教科担任・サポーターによる日常における支援

③進路指導部による進路指導

④ＳＣによるカウンセリング

(3) 高等学校特別支援隊等の活用状況、外部機関との連携状況
①高等学校特別支援隊等の活用状況
・６月、８月、１１月に授業参観や委員会を実施し、生徒の実態把握と支援の仕方のアドバ
イスを得る
・７月に校内研修会を開催し支援の仕方のアドバイスを得る
・適宜電話連絡、会合時の相談等により支援の仕方のアドバイスを得る
②外部機関との連携状況
・SC による面談（カウンセリング、スキルトレーニング）
・ハローワーク本荘及び障害者就業・生活支援センター（イーサポート）の担当者による面
談、相談、職業適性検査等の実施
(4) 学習サポーターの活動状況
①職務内容
・学習支援、生活支援、支援内容の記録、特別支援関連の委員会参加
②支援内容
・授業補助（書き写すことができない生徒への補助、集中力の喚起等）
・支援生徒への日常的な声かけ（衛生面での指導等生活支援も含む）
③研修
・校内外で実施の研修会への参加（小学校通級指導教室授業参観等）
・アドバイザー及び教育専門監からの指導助言
(5) 発達障害等の生徒への進路指導
・ハローワーク、障害者就業・生活支援センター（イーサポート）、障害者職業センターと連携。
手帳取得や職業評価、就労系福祉サービス利用等、体調や段階に合わせた支援を進めている。
(6) 教職員の研修等
①回数

１回（７月）

②対象者

本校職員２０名

③内容

「支援の必要な生徒の卒業後を見据えた指導の在り方」
（※在校生の事例を元にしたグループ協議）
指導助言：宮野俊実

ゆり支援学校

・その他外部研修
「発達障害者地域支援者研修会」
「コーディネーター研修」
「ゆり支援学校授業研究会」
「通級指導教員等専門性向上事業公開研修会」
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教育専門監

「発達障害地域理解啓発事業発達障害地域理解促進フォーラム」
「高等学校における特別支援教育の支援体制の充実に向けた研修会」
「インクルーシブ教育システム推進事業上級特別支援教育コーディネーター研修会『公開講
演会』
」
「通級指導教員等専門性向上事業拠点校訪問研修」

２

成果と課題について
①成果
・研修会や指導助言の共有、外部機関の活用などを通して、個々の職員が理解を深め支援を実
践している。分掌間の連携も概ね図られている。
・教育専門監・アドバイザーの訪問時に、担任、授業担当者も交えて支援方法について確認す
る場面を持つことができた。また、機会を捉えて教育専門監・アドバイザーからアドバイス
を得た。
・多くの生徒たちは、学校生活に意欲を持って臨んでいる。
・１、２年生について、ＳＣを活用し職員研修で具体的な方法を検討するなどして、進路を見
据えながら社会性の向上に向けた働きかけをしている。
②課題
・支援対象としている生徒について、より効果的な働きかけを考えたい。

３

今後の取組について

・教科指導やＳＣとの面談等を活用し、
ソーシャルスキルや学校生活への意欲の向上に結びつける。
・進路指導において分掌間連携、保護者や外部との連携を図っていく。
・コーディネーターも協働し、多様な角度から継続した支援を進めていく。
・サポーターの研修の機会を増やす。
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Ⅲ
研

修

報

告

１

Ａ講座

高等学校実践的指導力習得研修講座（３年研）
理科

太田 聖矢

１．研修の目標
学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高め、学習指導やホームルーム経営、生徒指導について
の実践的指導力を身につける。
２．研修の概要
〇Ⅰ 期
期 日 平成３０年６月２８日（木）
場 所 秋田県総合教育センター
内 容 １０：１０～１１：４０〈講義・演習〉保護者対応と連携
１２：４０～１４：００〈講義・講義・演習〉学校組織の一員として
―学校教育目標とホームルーム経営―
１４：１０～１６：１５〈講義・講義・演習〉単元（題材）及び単位時間の授業構想と実践
〇Ⅱ 期
期 日 平成３０年８月２４日（金）
場 所 秋田県総合教育センター
内 容 １０：０５～１０：４５〈演習・協議〉模擬授業研修に向けて
１０：５５～１２：１５〈演習・協議〉模擬授業研修①【地歴（日本史）
】
１３：１５～１４：３５〈演習・協議〉模擬授業研修②【農業】
１４：４５～１６：０５〈演習・協議〉模擬授業研修③【保健】
３．研修を通して
採用から３年目となり、教科指導だけでなくクラス経営、分掌業務においてこれまで以上に責任を感
じ取り組んでいる。昨年は初めてのクラス担任として、生徒や保護者との面談、電話等の対応を先生方
の協力を頂きながら行ってきた。今回の研修ではこれまでの指導の在り方なども振り返りながら、今後
の指導に活かしていくことを改めて確認できた。学級担任として、生徒が安心して学校生活を過ごせる
ように場を整えることはもちろんのこと、保護者や先生方と連携しながら、生徒をよりよい方向へ導い
ていけるように努めていきたい。そのためにも今回の研修で学んだ「ＳＷＯＴ分析」を今後の学級経営
に活かしていきたいと思う。
教科研修においては、次期学習指導要領で重点事項となっている「主体的・対話的で深い学び」を意
識した授業構想と実践を行った。今回の研修では、化学の先生と授業構想を行い、生徒役として他の先
生方の模擬授業に参加するだけであったが、教材や指導方法など参考になるものが多かった。自分自身
の授業でも取り入れているジグソー学習だけでなく、ワールドカフェなど様々な方法を体験できた。深
い学びとなるような課題の設定には、日々の教材研究だけでなく、生徒の強さや弱さなどの現状をしっ
かりと把握することも大事であると感じた。
来年度からは秋田県教員育成指標の第２ステージとなり、今よりも求められる力が高くなる。一日一
日を大切にして、教員として成長していけるよう日々精進していきたい。
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２

Ｂ講座

これからの運動部活動の在り方
特別活動部

太田 聖矢

１．研修の目標
運動部活動の望ましい在り方、運営上の留意点等の理解と、危機管理についての実践力を養う。
２．研修の概要
期 日 平成３０年５月２１日（月）
場 所 秋田県総合教育センター
内 容 １０：１０～１２：３０〈講義Ⅰ・協議・演習〉運動部活動指導・運営上の留意点の実際
運動部活動経営の実際
１３：３０～１６：１５〈講義Ⅱ・実習〉運動部活動での事故防止と応急手当
【運動部活動の現状】
運動部活動を取り巻く環境は複雑化、多様化しており、様々な課題が見られる。以下に例を挙げる。
○少子化の進展による部活動の維持、存続の危機
○生徒の心身の健康

○教員の多忙化（多忙感）

○生徒の多様なニーズを踏まえた活動の推進

○地域や保護者との連携

○体罰及びハラスメント（セクハラ、パワハラ等）

将来においても、生徒が生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育む基盤として
の在り方が運動部活動に求められており、抜本的な改革に取り組む必要がある。
【アンガーマネジメント】
アンガーマネジメント（怒りを上手にコントロールする）の 3 つの暗号
Ⅰ．衝動のコントロール（怒りのピークは長くて 6 秒）
深呼吸したり、別のことを考えたりして怒りのピークを下げる。すぐに怒らない。

6秒

Ⅱ．思考のコントロール（
「べき」自分の願望、希望、欲求←「べき」は人によって違う）
理想と現実のギャップが怒りを生む

③

①自分と同じ ②少し違うが許容可能 ③自分と違う、許容できない

②

①と②を大きくする努力をする

①

Ⅲ．行動のコントロール（思い込みの「分かれ道」
）
変えられる

変えられない

【コントロール可能】

【コントロール不可能】

【重要】

【重要】

【重要でない】

【重要でない】

３．研修を通して
現在、矢島高校でも運動部活動の維持・存続が危機的状況となっている。学校の実情に合わせ、早急
な対策が必要である。部活動だけでなく学校生活を通じて、生徒の健やかな成長をサポートできるよう、
アンガーマネジメントの考え方を身につけ、指導していく必要があると感じた。
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３

ワールド・カフェ及び KP 法を活用した英語プレゼンテーション活動の実践
－平成３０年度 B 講座

「各教科等の指導における言語活動の充実」から－
英語科 籾山 英輝

１．研修の概要
①「言語活動の充実」が求められた背景
知識基盤社会の到来やグローバル化の進展など急速に社会が変化する中、次代を担う子どもたちには，
幅広い知識と柔軟な思考力に基づいて判断することや、文化の異なる他者と協調していく力など、変化
に対応する能力や資質が一層求められている。一方、近年の国内外の学力調査の結果などから，我が国
の子どもたちには思考力・判断力・表現力等に課題が見られた。
こうした状況を踏まえ平成２０年改訂学習指導要領では、変化の激しい時代の中をたくましく生きる
力を育むことを目指し、基礎的・基本的な知識及び技能を活用しながら、課題を解決するために必要な
思考力、判断力、表現力などを育むために、
「言語活動を充実すること」が重要であるとされた。
② 言語活動を通じた授業改善のイメージ
文部科学省は言語活動充実のための指導事例集を公開するとともに、考えを深める場面、発表の場面、
書く場面という３つの場面毎に、次のような授業改善のイメージを提案した。

言語活動の充実に関する指導事例集（文部科学省、２０１２）
このイメージを基にした具体的な言語活動として、本研修ではワールド・カフェと KP 法という２つ
の活動方法を学び、実際に体験した。
③

ワールド・カフェ
ワールド・カフェは、あるフォーラムで休憩時間の会話が最も生産的であったということに着目され

ることで誕生した。
「参加者が心を開いて話し合う」ということを大前提とし、メンバーの組み合わせを
変えながら４～６人単位の少人数で話し合いを続けることで、「深い対話」を助ける手法である。
ワールド・カフェの基本的な流れは３つのラウンドとまとめのセッションで構成される。
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ラウンドの特徴

参加者の動き

第１ラウンド

テーマについて話し合って探求する。 問いについて話し合って探求する。

第２ラウンド

他のテーブルで多様なアイディアを

各テーブル１名を残して、他のメンバーは他のテ

「他家受粉」する。

ーブルに移動し、問いについて話し合う。

気づきをつなぎ合わせて統合する。

移動したメンバーが最初のテーブルに戻り、第２

第３ラウンド

ラウンドでの気づきを紹介しながら話し合う。
全体セッション

各テーブルの気づきや発見を共有す

各テーブルの話し合いの結果を全体で共有する。

る。

表１

ワールド・カフェの構成と進め方

ワールド・カフェという活動が機能するかどうかについて、石川（２０１４）は参加者全員が活動に
意味を見いだせるような問いを立てるべきであるということと、参加者（生徒）全員の前提条件が整っ
ている必要があるということを指摘している。
④

ＫＰ法
ＫＰ法とは、伝えたい内容を A４あるいは B４用紙に１０文字程度でまとめ、黒板やホワイトボード

にスライドを一枚ずつ貼りながら発表を行う、プレゼンテーション技法のことである。伝えたいことは
文にせず、キーワードやキーフレーズでまとめたり、必要に応じて絵やグラフを付け加える。また情報
を精選して、なるべく少ないスライド数でプレゼンテーションを行うように留意する。

KP 法による提示例
プレゼンテーションは一般的に PowerPoint を使用することが多いが、田畑（２０１６）はそれぞれの
長所と短所を把握して、場面に応じて PowerPoint と KP 法とを使い分けることを提案している。
メリット
PowerPoint

デメリット

・映像等、多くの情報を提供できる。
・アニメーションで児童生徒の注意を引くこ
とができる。

・スライドが進むと、以前の情報が消えてし
まう。
・聴講者が必要に応じて、各自で振り返るこ
とができない。

KP 法

・話の軌跡が見える。

・アニメーション等、視聴覚に訴えることが

・聴講者が必要に応じて、各自で振り返るこ

できず、文字が見えにくくなることもある。

とができる。

表２

PowerPoint と KP 法（田畑、２０１６）
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２．実践事例
コミュニケーション英語Ⅱ（３年文理コース１２名）の６時間を使って、ワールド・カフェ及び KP
法の実践を行った。
「矢島高校を活性化させるための提案」というテーマについて、ワールド・カフェで
発想を広げさせた後に、各グループのアイディアを KP 法で発表するという活動を行った。
① グループ討議
４人１組のグループを編成しグループリーダーを決めた後、ワールド・カフェの手順に沿ってグルー
プ討議を行った。使用言語は議論を活性化させるために、英語ではなく日本語とした。第１ラウンドで
ブレインストーミングを行い、第２ラウンドではアイディアをさらに発散させ、第３ラウンドでアイデ
ィアを収束させるという流れである。各グループに戻り最終的に３つの提案に絞り込んだ。

ワールド・カフェの様子
② 英文ドラフトの作成
背景説明、提案１～３という構成でプレゼンテーションを構成するように指示し、それぞれの担当パ
ートを決めた。その後、それぞれの生徒が担当パートの英文ドラフトを作成した。ALT に協力してもら
い、３度の添削を経て英文ドラフトを完成させた。

英文ドラフト作成の様子
③

プレゼンテーション研究

“good presentation and bad presentation, all tips are here”というビデオを見て、良いプレゼ
ンテーションと悪いプレゼンテーションを比較させた。また、英語プレゼンテーションの定型句や構成
を確認した。

“good presentation and bad presentation, all tips are here”より
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④ スライド作成
英文ドラフトを基に自分の担当パートのスライドを作成した。その際、イラストや図などの visual aids
を適宜入れることや、文ではなくキーワードやキーフレーズで構成すること、一枚のスライドに情報を
詰めすぎないことなどを確認した。

スライド例
⑤ プレゼンテーション
作成したスライドを提示しながら、KP 法を用いて英語でプレゼンテーションを行った。その際、聴衆
とアイコンタクトをとりながら発表すること、聞き取りやすい声量ではっきりと英語を話すこと、聴衆
の反応を見ながら必要に応じて黒板を使って説明することなどを評価項目とした。また ALT にも聴衆に
なってもらい、各生徒のパフォーマンスを評価してもらった。

KP 法プレゼンテーションの様子
３．成果と課題
ワールド・カフェでは、一つの問いに対してメンバーを変えながらアイディアを発散していく中で、
様々な視点や考えを吸収し思考を深めることができる。また最終的にアイディアを統合・分類していく
ことで、情報編集力が身につくだろう。KP 法に関しては、文中からキーワードやキーフレーズを抜き出
して情報を伝えることで、必要な情報を取り出す能力や読解力が育まれるものと思われる。いずれの言
語活動もアウトプットすることが前提であるため、自分の考えを聞き手に正確に伝えるための表現力を
育むことができる。
一方、英語の授業としてこれらの活動を取り入れるには、解決すべきいくつかの課題がある。ワール
ド・カフェで議論した内容をわかりやすい英語にまとめるために、充分な英語運用能力が求められるこ
と、
「見やすいスライド」を作れるかどうかには個人差があるということ、英語でプレゼンテーションを
行いながらスライドを掲示するには相当な練習が必要であること、などである。
本校の実情を鑑みると英語授業内でこれらの活動を取り入れるには、充分な英語運用能力が求められ
るため、
３年間を見通した段階的な指導が必要である。しかし英語での発表が求められない他教科や LHR
などのクラス討議の場において、ワールド・カフェや KP 法は十分に活用可能であると思われる。
参考文献
石川一喜・小貫仁（２０１４）.「教育ファシリテーターになろう」
文部科学省（２０１２）. 「言語活動の充実に関する指導事例集」
田畑忍（２０１６）. 「PowerPoint と KP 法」
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４

「ＳＯＳの出し方に関する教育」先進事例研修会
学級担任 太田 聖矢

１．研修の目標
子どもや若者の自殺対策推進の一環として「ＳＯＳの出し方に関する教育」を新規に実施するにあ
たり、その概要や効果等を先進地の事例から学ぶことで、関係者が事業に対する共通認識を持つこと
を目的とする。
２．研修の概要
期日 平成３０年５月２９日（火）
場所 秋田県庁第二庁舎８階 大会議室
内容 １３：３５～１３：５０〈事業説明〉
秋田県における自殺の状況及び「子ども・若者の自殺対策強化事業」について
１３：５０～１５：２０〈講演〉
足立区のＳＯＳの出し方教育 特別授業「自分を大切にしよう」
１５：２０～１６：００〈ディスカッション〉
【事業の目的】
近年、自殺者数は減少傾向にあるものの、児童生徒の自殺者数は横ばい傾向となっており、これを
減少することが喫緊の課題となっている。そのため、児童生徒に対する「困難な辞退、強い心理的負
担を受けた場合等における対処のしかたを身につける等のための教育」（「ＳＯＳの出し方に関する教
育」
）の推進を図る必要がある。それぞれの学校で効果的に実施されるよう、モデル事業によりマニュ
アルを作成し、各学校等への普及を図るものとする。
【事業の内容】

※平成３１年２月６日（水）
本校１年生を対象に「ＳＯＳの出し方講座」
、教職員向け研修会を実施
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【相談があったら心がけること】
・あたたかみのある印象
・
「傷つけちゃダメ」はだめ
自傷しないことよりも援助関係が続くことが大事
・
「よく来たね」
援助希求行動を評価・支持する
・存在を承認する
自傷のメリット（生きるためのリストカット）を理解し、共感的に対応する
・懸念を伝える
エスカレートに対する「懸念」謙虚に伝える
・
「もうしない」約束はしない
無意味な約束はしない⇒「やりたくなったら、また来なさい」
・問題の解決を援助する
表層の行動の背景にある困難を解決する
・
「よく言えたね」
「ありのまま」を承認しながら助言
・
「死にたい」には傾聴を 人生哲学を語らない
【子どもの様子に対して】
・うつのサインに気をつける
疲れているのに 2 週間以上眠れないのはうつのサイン
（例） 成績が落ちる。朝調子が悪い。登校できなくなる。
・普段と違うと感じたら傾聴する
・ＹＥＳ、ＮＯの問いかけではなく、オープンな問いかけで
元気？大丈夫？⇒この頃どう？気分はどう？調子はどう？何かあった？
・ひょっとして？と思ったら自殺について話題にする
「ＴＡＬＫの原則」
誠実な態度で話しかける（Talk）

自殺についてはっきりと尋ねる（Ask）

相手の訴えを傾聴する（Listen）

安全を確保する（Keep safe）

３．研修を通して
「ＳＯＳの出し方教育」が必要になっている背景を十分に理解し、今後の生徒指導に活かしていきた
い。今回、モデル事業として本校の１年生を対象として講座を開催していただいたが、１回の授業だけ
にならないように、事後指導等の継続的な指導が必要になると感じた。私たちが生徒との信頼関係を構
築していくことは、教員として常に心がけていかなければいけない。また、生徒にとって身近な信頼で
きる大人として、生徒の力になれるようになりたいと思う。
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５

平成 30 年度

道徳教育指導者養成研修

～道徳教育推進教師の育成に向けて～
地歴公民科

鎌田 勉

・はじめに
道徳教育の充実が求められる背景には、深刻化するいじめに対し本質的な解決に向き合う必要性が生
じていることが挙げられる。生徒に人間としての在り方生き方を考えさせるため、学校の教育活動全体
を通じて行われる道徳教育が果たす役割は大きい。
道徳教育の充実を図ることで、自己肯定感や自己有用感、社会参画への意識などを涵養し、決まった
正解のない予測困難な時代を生きるための資質・能力の育成をしていかなければならない。
・研修の概要
講義１

１ 講義２
日
目 講義３
協議

道徳教育の抜本的充実に向けて
今、求められる道徳教育の充実をめざして
実践活動や体験活動を通した道徳教育
学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の推進上の課題－情報交換・課題の共有－

講義(高校)
２
日 事例発表
目
演習・協議

人間としての在り方生き方に関する教育の展開

事例発表
３
日 演習・協議
目
講義４

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の実践と課題

人間としての在り方生き方に関する教育の実践と課題
全体計画の改善策・展開例の検討・協議・発表

道徳教育の効果的な推進方策－研修プランの作成－
道徳教育を推進するリーダーとして

・研修で学んだこと
１

道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて、校長のリーダーシップのもと道徳教育推進教師を中心
に全職員で行うこと

２

高校では、道徳が教科化されていないため教職員の意識が低いということ

３

道徳教育全体計画に不備がある学校が多いので、全体計画の見直しを早急にやるべきであること

・改善に向けて
１・２については、職員研修で今回の道徳教育指導者養成研修の成果を報告し、学習指導要領の改定
にともなう重要事項を職員間で共有した。また、道徳教育は特別なものではなく矢島高校には、鳥海総
合（総合的な学習の時間）や各種ボランティア活動、地域の有識者との交流、コミュニティ・スクール
としての役割など生徒の人間性をはぐくむ教育環境がすでにあり、教育資源の有効活用が為されている
ことを確認した。
３については、来年度に向け道徳教育の全体計画の見直しをした。校訓や教育目標、学年や分掌、教
科や中学校および地域との連携を盛り込み、各項目が機能的につながる計画となった。この全体計画に
基づき職員全体が同じ認識のもと、道徳教育に取り組まなければならない。
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・矢島高校の道徳教育
本校の道徳教育に関して考察した内容を、今回の研修課題として提出した。
提出課題①では、道徳教育を実践するにあたって現状の教育活動をどのように活用し、道徳教育の目
標を満たしていくのかについて具体的な指導案を作成した。
提出課題②では、学校として道徳教育の全体計画を見直し、指導の方針や目標を共有するにはどうす
ればいいか。教職員だけでなく保護者や地域の人材をどのように活用して、連携協力体制をどう構築す
るか。日常の指導や地域との連携活動を具体的に想定して、発展的に道徳教育を考えるにはどうすれば
いいかなど、現状と課題について考察した。以下に課題と考察を記載した。
・提出課題①
「学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の推進上の課題－情報交換・課題の共有－」

あなたの学校では、どのような
子供像を目指して道徳教育を 「知・徳・体」を兼ね備えた生徒を育成すること
推進していますか？

道徳教育を推進する上でのポ
イントは何ですか？

主体性

郷土愛

思いやり

心身の調和

たくましく豊かな心

そのポイントは道徳科のどの Ａ

主体性（自分自身に関すること） Ｃ 郷土愛（集団や社会との関わり）

内容と関わりがありますか？ Ｂ

思いやり（人との関わりに関すること） Ａ心身の調和（自分自身に関すること）

Ｄ

たくましく豊かな心（生命や自然、崇高なものとの関わり）

それがあなたの学校の重点内容項目です。これは、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の重点でもあるのです！
それでは、重点内容項目に関わる指導を考えてみましょう！ 教科と学年、単元や題材などを想定してください。
教科名

単元・題材名
本時の目標
（道徳教育の視点）

総合的な学習の時間（鳥海総合）

（校種 高等学校 第１学年）

矢島郷土資料館見学（事前学習含む）
郷土資料館で見学し、歴史的分野、自然科学分野などを学ぶことで、地域を多角的に知る。
（地域に関して興味関心を喚起し、郷土愛をはぐくむ。級友と知識を共有することで、年間を見通した活動の土台を形成する。）

１時間の授業の中で、どのように道徳性を養うのかが分かるような授業の流れを想定してください。このときに、教科の特質をしっかり押さえましょう。
１

事前学習を通して、どのような展示があり、見学のポイントがどこにあるのかを確認す

る。
２

本時の目標を共有する。
郷土の歴史や文化、自然環境の特徴を理解する。

指導の流れ

３

ワークシートを活用して、見学のポイントをまとめる。

４

グループで、見聞したことを確認し合い、文章にまとめる。

５

帰校後、見学を通して新しく学んだことや、気付いたことについて発表する。
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提出課題②
「人間としての在り方生き方に関する教育の実践－全体計画等の改善策・展開例の検討･発表･協議－」
●高等学校学習指導要領第１章第１款の２に記載されている「人間としての在り方生き方に関する教育」
について
（１）①学校としての指導の重点や方針を明確にした全体計画や年間指導計画の作成・活用
総合的な学習の時間「鳥海総合」を通して、地域の文化や歴史、自然環境について学ぶ。その際、主体
性をもち自らの役割を明確にして、課題に取り組む姿勢を身に付けるとともに、学び得た知識を級友たち
と協働する中で共有していく。
年間３０時間以上ある総合的な学習の時間の中で、１年次は約１０時間、２年次は７時間の体験学習を
行う。また、学習のまとめのプレゼンテーション作成を行うことで、体験学習から得たものを説明し、言
語活動の充実を図る。
②効果的な体験活動の工夫
１年次から「鳥海総合」の目的を生徒へ指導することで、将来の進路実現へと繋がる矢島高校の特色あ
る活動であるということを生徒自身が理解することができる。目的の共通理解を図る中で、お互いに協力
し教え合い学び合う雰囲気を涵養していく。
身近な教材を活用することで興味関心を喚起し、知的好奇心を育むことができる。生徒が、地域の将来
について提言したり、自分の担うべき役割について考えたりするきっかけになることが期待できる。
高校生活を通じて継続的に活動を行うことで、地域に対する理解、保護者及び地域の方々との連携が深
まることへ繋がる。
③全教職員や保護者・地域の人々の理解の促進及び連携協力体制について、学校全体の取組と課題
について整理する。
総合的な学習の時間「鳥海総合」では、学年部に所属する職員が全員指導に当たるとともに、地歴公民
科と理科が中心となって行う歴史分野と自然科学分野が計画されているため、全教職員が生徒とともに学
ぶ体制を構築している。
学校周辺の三町全戸に学校誌「日新」を奇数月に配布し、地域の方々に対して生徒たちの活動について
の情報を発信している。また、教育委員会、資料館や歴史的建造物で説明をしてくださる方々、地域の歴
史家や営林局員の協力体制が確立されており、地域とともに歩む学校の教育活動に賛同を得ている。
保護者には、座学だけでは決して経験することができない特色ある教育活動によって、生徒たちが、将
来地域を支え社会の一員として活躍するための土台作りと捉え、協力いただいている。
その一方で、活動の目的が曖昧なままになってしまうと、体験すること自体が目的になり、そこから何
を考え、何を得ることができるのかが見えなくなりかねない。また、系統だった活動にするためには綿密
な準備や、事前事後を含めた指導の充実が欠かせないために、一部の教職員に仕事が偏ってしまうなどの
弊害も考えられる。多様な教材を体験させたいがために、一つ一つが中途半端にならないように、毎回の
振り返りや生徒の意見のフィードバック、生徒の変容を検証していくことが必要になる。職員や生徒が疲
弊してしまわないよう、バランスのとれた活動にし、継続していくことが必要である。
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●高等学校学習指導要領第１章第１款の２に記載されている「人間としての在り方生き方に関する教育」
について
（２）日常の指導や、家庭や地域社会との連携など具体的な実践事例について整理する。
生徒と教職員、保護者や地域の方々が一体となって、矢島高校及び矢島地域の未来を担っていく意志を
持ち、日々の教育活動を行っていく。そのためには、生徒との信頼関係を構築する必要がある。生徒への
確かな学力を保障するという観点から、授業のユニバーサルデザイン化を一層進めていく。また、特別な
体験からだけではなく、日常の指導（挨拶や礼儀作法、授業へ臨む姿勢、清掃指導、係や委員会活動等）
を通じ、自身が他者の役に立っている、必要とされていることを実感させ、自ら考え自ら行動する生徒を
育成していく。そこから生徒自身の自己有用感と自己肯定感を涵養していく。
また、地域貢献活動として、ボランティア活動の充実を図り、全校を挙げて高齢者宅の除雪や地域の各
種行事への参画を行う。これらの活動や座学だけでは経験できない、世代を超えた多くの人達とのコミュ
ニケーション等を通して、郷土を理解し、郷土への愛着と誇りを育むとともに、将来一人の社会人として
生きていくために求められる判断力や行動力等の育成を図っていく。
全校生徒で行う鳥海山登山では、地域の山岳会や保護者ボランティアの協力を得て、毎年全員が参加し
、自らが設定した目標に向けて一歩ずつ歩みを進める。この行事を経験することで、生徒は生まれ育った
由利本荘地域を改めて見つめ直し、困難へと立ち向かう勇気、自分の足で歩んでいく覚悟、将来社会を背
負って立つ決意などが身に付いていく。過酷な体験ながら、こつこつと積み上げることで必ず目標へ到達
できることを体験できる行事である。
以上のような活動をさらに進化・発展させるべく、矢島高校では今年度、公立高校として県内初のコミ
ュニティ・スクールとしての認定を受けた。
述べてきたように、本校にはボランティア等を通した地域貢献活動の実績や、地域の伝統文化・自然環
境を知る学習機会がある。そこで得た経験や知識を生かし「地域の担い手としての貢献活動」と「伝統文
化の保存や自然環境保護」を大きな柱として、学校所在地である矢島町の地域活性化に貢献することがで
きる。さらに、地域との協力体制をこのような形で強化できれば、お互いの顔が見える双方向的な協議が
期待でき、学校の力と地域の力を互いに生かし合い、互いの課題解決に資することが可能になると考えら
れる。

以上のように現状を把握した上で、矢島高校として道徳教育の充実を図っていかなければならない。
ただし、
「学習指導要領の改訂に伴って」であるとか、
「新たな取り組みによって」ということではない。
なぜならば、これまでの矢島高校独自の活動は非常に教育的価値が高く、生徒の将来を見据えた取り組
みであることは間違いなく、生徒の人間性を涵養し将来にわたって自らのキャリアを形成していくのに
十分な働きかけであると言えるからである。
今後は、生徒・教職員・保護者・地域の方々が、矢島高校の教育活動が道徳教育と関連していると意
識することで、より一層効果的なものになっていくと考えられる。
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６

ＮＩＥ全国大会（盛岡大会）派遣研修報告
－岩手県の高校ＮＩＥ発表を中心に－
地歴公民科

石澤 宏基

派遣団体：秋田県ＮＩＥ推進協議会
〔会長：秋田大学大学院・阿部昇教授〕
派遣期間：平成３０年７月２６～２７日
主 会 場：岩手県盛岡市および大槌町
この夏、第 23 回（平成 30 年度）ＮＩＥ全国大会盛岡大会に、秋田県ＮＩＥ推進協議会の派遣教員と
して参加しました。ご推薦くださった関係各位には心より感謝申し上げます。この全国大会で、私は岩
手県の「高校」ＮＩＥ活動を中心に参加したので、その研修内容を報告します。

【ＮＩＥ（エヌ・アイ・イー）とは？】
Newspaper in Education「教育に新聞を」の略称で、学校等の教育現場で新聞を教材
として活用することです。1930 年代のアメリカで始まり、日本では 1985 年、静岡市で
開かれた新聞大会で提唱されました。その後、教育界と新聞界が全面協力し、青少年
の教育や民主主義社会の発展などを目的に掲げ、全国で活動が展開されています。

１．【公開授業】岩手県立沼宮内高等学校

ＮＩＥアドバイザー

山下佳子 教諭

「災害を自分事として考えよう」

【公開授業：東日本大震災の時は小学生だった】 【高校生になった自分が、今ならどうするか？】

この県立沼宮内（ぬまくない）高校は、岩手県内陸部の岩手郡岩手町にあり、東日本大震災の際、比
較的被害が少ない地域であった。このため、当時小学生だった生徒は「ここ岩手町は災害が少なくて安
心」だと思っている者が多く、災害を「自分事」として捉える意識が稀薄だったため、本単元を設定し
たとのこと。まず、岩手大学の土井宣夫教授や、岩手日報の金野訓子記者から出前授業を受け、過去の
岩手町域の災害を学ぶと、八幡平と接する「七時雨山（ななしぐれやま）」の火山活動など、決して安
全な場所ではないことが理解できた。その上で、本時＝公開授業では「岩手町で起こりうる災害に対し
て、自分ができることは何か？」をテーマに取り組んだ。授業での重要キーワードは「自分事」である。
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公開授業では、前時の振り返り後、自分事で考える目的を確認し、グループ毎に話し合った結果をＫ
Ｐ法でまとめた。１グループは４～５人で構成され、全部で６グループあり、ホワイトボードの前に出
て来て、各グループ毎にＫＰ法で発表する。最初は恥ずかしがっていたが、別のグループの発表を聞い
た上で、学習振り返りシートに記入し、彼我の違いや自分たちに足りない事柄を追加して次第に堂々と
発表していった。あえて、ＫＰ法を採用した点や、生徒自身による調査と発表で、災害を「自分事」と
して考え、行動する意識が向上していた。我々参加者も授業の盛り上がりに圧倒された。

【参考：ＫＰ法とは？】
紙芝居（Kamishibai）プレゼンテーション（Presentation）の略称。日本環境教育フォ
ーラム理事長の川嶋直先生が提唱しているプレゼン手法です。Ａ４の紙、マグネット、
ホワイトボードまたは黒板があればＯＫ。プロジェクターやスクリーン等の機械は不要。
教室を暗くする必要もなし。生徒は考えたキーワードをＡ４の紙に太マーカーで手書き
し、マグネットで順々に貼り付けるだけ。シンプルなので、学習者／聴衆が聞くだけに
ならない。自分たちで手書きするので学習者／発表者の思考にキーワードが強く残り、
話す内容も整理される。生徒の字が多少汚くてもご愛嬌で済む。しかし、１学級を越え
るような大人数や、精細な図表・写真の紹介には適していない。

２．【実践発表】岩手県立宮古水産高等学校

村上美香 教諭

「３校種連携して復興缶詰を作ろう！～缶詰につめこんだ防災と未来～」
実践主体：宮古市立藤原小学校６年生：缶詰ラベルのデザインを考案
宮古市立河南中学校３年生：缶詰の中身レシピを考案
岩手県立宮古水産高等学校：缶詰の製造全般を担当

【３校種の連携によって完成した「復興」缶詰】 【ラベルのデザインは藤原小学校６年生が考案】

秋田県と同様に、岩手県も少子化が著しく、県央沿岸部の宮古市立藤原小学校・河南中学校と、県立
宮古水産高等学校は、同じ宮古市内の「地域連携指定校」になっています。東日本大震災で得た教訓と
して、非常食の「缶詰」が再評価され、これを児童・生徒の防災意識を高める好素材と考えて、宮古市
内３校種（小・中・高校）の連携したＮＩＥ実践発表となった。
この取り組みのリーダーとなるＮＩＥ実践生徒は、宮古水産高校の食品家政科・食品管理系の女子４
名で、平成 29 年 11 月、藤原小・河南中に出前授業に行き、東日本大震災当時の新聞記事切り抜き、読
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み聞かせ、ワークシートを用いて「復興缶詰」を制作する提案を行った。その役割分担として、藤原小
学校６年生 11 名が缶詰のラベル制作を、河南中学校３年生 29 名が缶詰のレシピ考案（食材や味付け等）
を、宮古水産高校が缶詰製造を担当することに決定した。
藤原小学校６年生は「缶詰ラベルを見た人に元気や勇気を与えるデザインにしたい」と考え、岩手方
言の「がんばっぺす」を入れることにした。河南中学校３年生は、食材を「骨ごと食べられる食感にし
たい」と思い、地元の三陸海岸産「秋刀魚（サンマ）」とした。また「どの世代にも好まれる味付けに
したい」と考えて、水煮と梅煮の二種類に決定した。宮古水産高校では「長期保存可能にするため内容
量を限定したい」ことと、「魚の骨ごと軟らかくする高圧蒸気殺菌法を用いる」ことで缶詰の製造に当
たった。こうして完成した「復興缶詰」は、ＮＩＥ全国大会の会場にて、盛岡商業高校「盛商マート」
が販売したところ、初日の開場約２時間で大会用の限定分８００個が瞬く間に完売した。岩手県では、
このような小中高３校種連携してＮＩＥを実践した前例が県内になく、かなり手探りの学習だったよう
だが、宮古水産高校が水産専門高校である強みを最大限に生かした取り組みとなった。また、３校の連
携した地域防災意識も高まった。

３．【実践発表】岩手県立久慈東高等学校

田表孝史 教諭 ・ 原田智生 教諭

「地域の未来を救う～教訓から学び、生かす取り組み～」
実践主体：県立久慈東高校情報ビジネス系列の流通ビジネス科目群３年生 34 名が実践
小高連携学習（平成 30 年５月 29 日）久慈市立久慈小学校４年生 105 名対象
中高連携学習（平成 30 年６月 26 日）久慈市立久慈中学校２年生 150 名対象

【久慈小･中学校、久慈東高校による３校種連携】

【実践発表された田表・原田先生、村上先生】

県立久慈東高校は、平成 16 年４月に久慈農林高校・久慈水産高校・久慈商業高校の３校を統合した総
合学科高校です。近年中に県立久慈工業高校との統合が予定されています。岩手県久慈市は、平成 25 年
のＮＨＫ連続テレビ小説『あまちゃん』の舞台で有名になった地ですが、平成 23 年の東日本大震災だけ
でなく、平成 28 年８月 30 日の台風 20 号でも大きな被害を受けました。このように連続して災害を経験
した地域事情のため、被災時および被災後の「対応」を重視する学習に、小中高連携して取り組みまし
た。主体となったＮＩＥ実践生徒は、久慈東高校の情報ビジネス系列・流通ビジネス科目群の３年生 34
名です。
まず、岩手日報社の「新聞読み方講座」を久慈東高校生が受講し、震災に関係する記事を調べた。そ
49

の生徒 34 名を３つの調査班に分け、岩手県の被災地域を５ブロックに分担調査した壁新聞を作成→発表
し、この発表経験をもとに、久慈小学校４年生 105 名を対象にした小高連携防災学習を行った。高校生
が前述の壁新聞を活用して、東日本大震災の被災状況を語り継ぎ、久慈小学生に「災害の怖さ」を伝え
ることができた。その後「具体的に自分たちができることは何か？」を考えて、お互いに意見を出し合
い「被災後の避難所運営」をテーマ課題に設定した。
次に、久慈中学校２年生 150 名を対象に、全 15 班に分かれて避難経路・避難所運営の中高連携防災学
習を行った。その際、久慈市ハザードマップも活用し、避難場所の最適地は、本校＝久慈東高校との結
論に至った。避難所に必要な物品や被災住民の配置（教室・体育館等の割り当て）などを考え、お互い
に意見を出し合って、避難所における中学生・高校生の役割分担も決定した。一連の防災対策を小中高
３校種連携して考えた結果、久慈地域への理解が深まり、より帰属意識が高まった。また、異年齢間で
の学習活動を通じて、生徒たちのコミュニケーション能力も向上したという。

４．参考【ポスターセッション】岩手県紫波郡 矢巾町立矢巾中学校
「学級新聞作り みんなに伝え、記憶に残そう」千葉淳子 副校長
岩手県民情報交流センター４階の県民プラザ会場で、矢巾中学生自身が発表した。
・学期に１回の『学級新聞』作り(年３回)
・生徒会広報委員会と学級の広報係が協働
・10 月の文化祭では新聞コンクールを開催
・前岩手県ＮＩＥ協議会長・川村久子氏を
講師に新聞作り方講習会を８月下旬実施
・校内のコンクールで優秀な作品を全県へ
・岩手県小中学校新聞コンクールの中学校
壁新聞の部で平成 28・29 年度連続最優秀
賞を受賞している。
・大勢の見学者を前に堂々と発表していた。
【ずらり並んだ矢巾中の学級新聞を解説する生徒】

５．【まとめ】岩手県は東日本大震災の経験を「防災教育」に最大限活用していた
今回のＮＩＥ全国大会盛岡大会に参加してみて、強く感じたことは「東日本大震災」の経験を、岩手
県内の各校が新聞を通じた学習活動に最大限活用していることである。大槌町で開催された公開授業（大
槌学園）も同様だが、あの大震災で打ち拉がれた岩手県民は「復興」を建物やインフラだけでなく、教
育をもって防災意識や制度作りまでに及ぼしている。私たち秋田県民は、隣県でありながら東日本大震
災の記憶・記録をあそこまで学習に活用している事例は少ないように感じる。折しも、平成 30 年４月に
発表された新しい学習指導要領には「防災教育」の指導が正式に明記された。岩手県の場合、公開授業・
実践発表した学校のすべてが、岩手県ＮＩＥ協議会または岩手日報社等の学習支援（出前授業や新聞読
み方・作り方講習会）を受けており、学校外のバックアップ体制も強力なようだ。我々、秋田県のＮＩ
Ｅ実践もお隣りの岩手県に学ぶところが大きいと感じた次第である。

なお、本校も平成 27 年 11 月 20 日に、秋田県高等学校文化連盟新聞部会が主催する学校新聞研修
会に、生徒 10 名が参加した。平成 28 年８月８日には、本校を会場に、秋田魁新報社読者局ＮＩＥ
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推進部の三浦ちひろ記者（当時。現在は男鹿支局長）より、生徒９名が新聞作り方講習会を受講し
「秋田県立矢島高等学校創立 90 周年記念『矢高新聞』特集号」を作成して、同年 10 月 10 日の秋田
魁新報に全面掲載された。本校では、あらゆる教科
の授業（鳥海総合と地域学を含む）・主権者教育・
地域ボランティアなどで、多く新聞が活用されてい
る。今後は、新しい学習指導要領に対応した形で、
授業に新聞を活用し、様々な学習の場でＮＩＥを実
践していきたい。

【陸前高田「奇跡の一本松」がんばっぺし】

【参考文献】
ＮＩＥ全国大会盛岡大会実行委員会編『第 23 回ＮＩＥ全国大会盛岡大会資料集』岩手日報社
『岩手日報』平成 30 年７月 26 日 特集「新聞と歩む 復興、未来へ〔特集〕ＮＩＥ全国大会盛岡大会」
『岩手日報』平成 30 年年７月 26 日 社説「ＮＩＥ全国大会 岩手から生きる力 発信」
『岩手日報』平成 30 年７月 27 日「新聞から考える未来 全国大会が開幕」
『秋田魁新報』平成 27 年 11 月 21 日「高校 16 校が新聞づくりを学ぶ 学校新聞研修会」
『秋田魁新報』平成 28 年 10 月 10 日「秋田県立矢島高等学校創立 90 周年記念『矢高新聞』特集号」
『秋田魁新報』平成 29 年９月９日「地域の歴史に思いはせ 矢島高生 旧佐藤政忠家を見学」
『秋田魁新報』平成 30 年７月 27 日「ＮＩＥ全国大会盛岡大会が開催」
『読売新聞』秋田版 平成 30 年９月６日「矢島高生が「戊辰」学習 由利本荘 先人の苦労に感銘」
『秋田魁新報』平成 30 年 12 月９日「NIE 学習会 ことばの貯金箱(大曲農）NIE 全国大会報告(矢島高）」
秋田県ＮＩＥ推進協議会報『ＮＩＥあきた』vol.4 平成 30 年(2018 年)12 月号 同協議会事務局

【補 記】
本稿は、平成 30 年 12 月８日、横手市かまくら館で開催された、秋田県ＮＩＥ推進協議会主催の
2018 年第３回「ＮＩＥ学習会」で発表した原稿を『研究紀要』向けに改稿したものである。発表
当日は、学習会の参加者（小中高教員・新聞記者等）に様々なご指導をいただいた。また、本校
の全校生徒・全職員の協力を得て本稿が完成している。この場をお借りして感謝申し上げます。
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↑【上】『岩手日報』2018 年（平成 30 年）
7 月 27 日（金）１面より

←【左】『岩手日報』2018 年（平成 30 年）
7 月 26 日（木）論説より

岩手日報社：編集局の礒崎真澄氏
（岩手県ＮＩＥ協議会事務局長）より
掲載許可をいただきました。
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７

部活動指導者資質向上事業研修報告

－運動部活動のあり方と高校における指導体制について－
特別活動部

石澤 宏基

主 催 者：秋田県教育委員会
期

日：平成３０年７月４日（水）

会

場：秋田県総合教育センター

主管担当：教育庁保健体育課
３年前の本誌（秋田県立矢島高等学校『平成２７年度 研究紀要』平成２８年３月刊行）に、私は「秋
田県総合教育センター専門研修講座 -これからの運動部活動の在り方- 受講報告」を執筆した。あれか
ら３年経過したが、運動部活動を取り巻く環境は、ますます変化を求められている。今回の「部活動指
導者資質向上事業研修」で、そのことがよく理解できた。なお、本研修に出席を求められた研修者は、
全県各高校の教頭か特別活動部主任、または校内の運動部顧問の中で指導的な立場にある教諭である。
以下、研修の概要を記す。
【研修の概要】
１３時００分～受付
１３時３０分～１３時４０分
【開会行事】教育庁保健体育課あいさつ、諸連絡等
１３時４５分～１４時１０分
【講 義 Ⅰ】『運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』
スポーツ庁（平成３０年３月発行）について
１４時２０分～１４時４５分
【講 義 Ⅱ】『運動部活動運営・指導の手引（骨子）』
秋田県教育委員会（平成３０年７月版）について
１４時５５分～１５時５５分
【協

議】合理的、かつ効率的・効果的な運動部活動の運営について
（運動部活動運営委員会等）

１５時５５分～１６時００分
【閉会行事】教育庁保健体育課あいさつ、諸連絡等
【研修の提出物】・運動部活動の組織図（文化部も含んでよい）
→ 平成３０年度 秋田県立矢島高等学校『学校要覧』から抜粋提出。
・運動部活動の共通実践事項等
→ ４月２６日付「運動部活動の休養日及び活動時間について」を提出。

まず、研修の冒頭に、平成３０年３月に刊行されたスポーツ庁『運動部活動の在り方に関する総合的
なガイドライン』の趣旨が示されて「少子化が進展する中、運動部活動においては、従前と同様の運営
体制では維持が難しくなってきており、学校や地域によっては存続の危機にある」（同前文）と、まる
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で矢島高校のことを直接言われているような気分になった。そのため「運動部活動を持続可能なものと
するために」（同前文）、全国で「速やかに、運動部活動の在り方に関し、抜本的な改革に取り組む必
要がある」と述べられ、全国最速で少子化が進行する秋田県の場合は「学校全体として運動部活動の指
導・運営に係る体制を構築すること」（同策定の趣旨）を求められた。
次に、秋田県教育委員会としても
『運動部活動運営・指導の手引』を
策定中（７月の研修時点では骨子版）
であり、これを８月までに正式版と
して完成させ、スポーツ庁に報告す
る旨、研修参加者に説明があった。
このとき、教育庁保健体育課の「運
動部活動」に対する強い危機感が感
じられ、近年、秋田県代表の高校各
種競技が「全国大会で初戦敗退」し
ている状況と、少子化による部員数
激減、部活動指導上の体罰や不祥事
発生、事故防止のマネジメントなど様々な問題があることを知らされた。そして、国会等で議論されて
いる「働き方改革」の秋田県教育界における運動部活動指導の現状は、特に中学校教諭で「過労死レベ
ル（新聞報道の表現）」とされ、本手引に従って運動部活動の「適切な休養日等の設定」を行うよう促
された。
最後に、研修参加者が１グループ４～５人の班に分かれて「協議」が行われた。各校で「合理的かつ
効率的・効果的な運動部活動の運営について」どのように取り組んでいるかを話し合い、グループ協議
の後に全体会で発表する形式で、これが最も参考になった。本校は、大館鳳鳴・秋田西・角館・雄物川
高校のグループに入った。この協議では、他校の教師から「小規模校でどうやって運動部経営している
の？」とか「野球部って３校合同チームをどう運営しているの？」とか「３校合同チームだと野球応援
どうやるの？」など、折しも第 100 回全国高等学校野球選手権秋田大会が翌週に迫っていたため、本校
に質問が集中した。私は、矢島高校が置かれている苦しい状況も含めてありのままお答えした。また、
由利本荘市立矢島中学校と共有の校舎（体育館等）運用のことも説明した。
他校の事例で、特に参考になったのは「選択と集中」である。どの高校も、部員数が激減して大会出
場ができなくなった運動部は、部活動に関する諸規程を躊躇せず改訂し「非情だが潰している」という。
もちろん不満に思う生徒や保護者も出るが、生徒数（部員数）の減少は教員定数の削減も意味しており、
限られたリソースを「大会に出場して活躍できる部活」に集中するのは「高校の生き残り」方策でもあ
るという。そういう意味では、生徒数 110 人で運動部（硬式野球・バドミントン・卓球・バレーボール・
バスケットボール・サッカー）６つに、文化部（吹奏楽・美術・ボランティア・茶道）４つもある本校
は、少人数の割りに部活動の選択肢が多すぎると言える。それでも、私が特別活動部主任になった５年
間で、ソフトボール部・テニス部・アニメーション同好会・剣道同好会・柔道同好会の５つが廃部・廃
会となり、本校の拓道同窓会役員やＰＴＡ役員からは厳しいご批判もいただいている。現３年生の引退
に伴い、硬式野球部とバスケットボール同好会は「部員不在」なので、遠からずもう２つ加わる可能性
がある。
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教育庁保健体育課学校体育・部活動班の高田屋馨・主任指導主事からは、運動部活動を適切に運営す
るための体制整備として「運動部活動運営委員会」の設置を推奨された。これは、部活動の外部指導者
や地域スポーツの関係者・医療関係者を、教職員（部活動顧問）と保護者に加えた組織である。平成３
０年７月段階では、全県高校の運動部活動運営委員会設置率５５.０％（３３校／６０校）で、委員会未
設置校は管理職と相談して検討してほしいとのことであった。矢島高校の場合、教員数が著しく少なく
（校長・教頭・教諭・講師で２０名）、部活動顧問会議を開催するとほぼ全員参加となるため、本稿執
筆現在（平成３１年２月）は未設置である。しかし、部活動の精選を進めつつ、委員会の設置を検討し
ていかなければならない。今回の研修では、貴重な他校の実践事例を聞くことができた。運動部活動の
在り方や指導者としての資質向上を、今後の部活動運営に活かしていきたい。
【参考文献】
スポーツ庁『運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』平成 30 年３月発行
秋田県教育委員会『運動部活動運営・指導の手引』平成 30 年８月発行
秋田県立矢島高等学校「運動部活動の休養日及び活動時間について」平成 30 年４月 26 日策定
秋田県立矢島高等学校「部活動に関する規程」平成 13 年４月１日改訂
秋田県立矢島高等学校「部活動顧問の手引」平成 30 年４月１日改訂
『秋田魁新報』社説「教職員の多忙化 業務削減への道筋示せ」平成 30 年４月 13 日
『秋田魁新報』「甲子園秋田大会 ３校連合が２チーム登場 男鹿海洋・能代西・二ツ井、
大農太田・雄勝・矢島」平成 30 年６月 14 日
『朝日新聞』秋田版「孤独な守備練習 連合で生きた 矢島高・菊地翔大選手」平成 30 年７月 17 日
『秋田魁新報』社説「部活動指導員 教員の負担軽減に期待」平成 31 年２月 20 日
『秋田魁新報』「部活動指導員 秋田市・由利本荘市の公立中学校に配置」平成 31 年２月 22 日
『読売新聞』秋田版「どうなる小規模校」平成 31 年２月 24 日
曽根一男（埼玉県立所沢高等学校長）「学校の働き方改革に欠けた視点」
（『日本経済新聞』平成 30 年３月 16 日、教育面）
石澤宏基「秋田県総合教育センター専門研修講座 -これからの運動部活動の在り方- 受講報告」
（秋田県立矢島高等学校『平成 27 年度 研究紀要』平成 28 年３月発行）
石澤宏基「地域とともに歩む学校を目指して -高校生の自己有用感を育てる活動-」
（矢島教育研究会『矢島の教育』平成 29 年度 第 52 号 平成 30 年３月発行）
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Ⅳ
コミュニティ・スクール
について

コミュニティ・スクール１年目を終えて
校

長

今年度の「高校の窓」臨時増刊号に「コミュニティ・スクール県立高校第一号

熊 澤 耕 生
手探りの船出」とい

う文章（今年度の記録という意味で、この「研究集録」にも再録）を寄稿したが、字数の関係で「手探
り」の部分をあまり伝えることができなかったのが少々心残りであった。今回機会をいただいたので、
船出の舞台裏とその後について、そして次年度のＣＳの流れについて書いてみたい。
そもそも前校長の「設立趣意書」に示された年間計画は、全体協議会を年４回（４月、７月、１１月、
３月）実施し、それ以外の月は毎月１回ずつＷＧの協議を行う、というものだった。この計画の実現に
あたり、まず障害となったのが委員報酬に充てる県の予算である。委員には１回の出席につき１，５０
０円の報酬を支払うことが「秋田県立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱」で定められて
いるが、ＣＳに係る今年度の予算では全員集まる会を３回開催するのがやっと。４回開催は早々に断念
した。もう一つの障害は、委員としての任命の時期である。委員を引き受けてくださる旨の内諾を２月
にいただいていたとは言え、あくまでも内諾。正式に県から任命されないことには、学校運営協議会は
スタートできない。学校評議員と同様に、履歴等を作成・送付し、県から任命書を作成してもらい、１
回目の協議会で任命書を委員の皆さんに渡す必要がある。しかし、本校ではＰＴＡ会長にも委員になっ
ていただくため、全員分を送付できるのはどうしても４月末のＰＴＡ総会後になる。よって１回目の協
議会を４月中に開催することも断念した。
とは言え、コミュニティ・スクールになったということは、その年度の学校の経営方針は運営協議会
の承認を経ないと正式なものにならないということなので、なるべく早い時期に開催する必要がある。
ここで注意しなければならなかったのは「秋田県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則」
にある「会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない」という項目である。こちらの都
合で日程を設定しても、委員の過半数が出席できなくては意味が無い。１２名の委員全員に対して５～
６月のスケジュール調査を行ったところ、運動会の代休である６月１８日（月）だけが全員出席可能で
あり、任命書もさすがにこの時期までにはできるだろうということで、この日に１回目の運営協議会を
開催することにした。
ここから後は、各回に何を行えば良いかを考えることで１年間の流れが自然にできていったように思
える。今年度は最初の年なので、これまでの本校の取組について委員の皆様に理解していただき、こち
らで課題と捉えている事項について改善のための御意見をいただくことを最大の目的に据えた。また、
これまで学校評議員会で扱っていた「学校評価」については、そのまま学校運営協議会で引き継ぐよう
に高校教育課から指導があったので、
「第１回（学校運営方針承認、ＷＧの日程調整）→ＷＧ（学校の取
組の説明と意見交換、取組の視察：１～２回）→第２回（各ＷＧの協議内容を全体で共有・意見交換）
→ＷＧ（第２回学校運営協議会の内容をふまえた意見交換、提言のまとめ：１～２回）→第３回（ＷＧ
の提言をもとに学校側で立案した次年度の取組内容の確認、次年度の運営スケジュールの確認、学校評
価）
」という流れになった。また、協議会の運営のために並行して校内ＣＳ委員会を開催し、論点や方向
性の確認をその都度行った。
第３回目の運営協議会を前に、今年度の運営について委員の皆さんにアンケート調査を行ったところ、
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運営協議会及びＷＧの開催頻度については、ほとんどの委員が「ちょうどよい」であった。やはり毎月
何かしらの会議を開催するのはきつい、ということだろう。また、一部の委員からは、
「協議会がやや形
式的」という意見をいただいた。第１回と第３回については、扱う内容がほぼ決まっているのでやむを
得ない面もあると思うのだが、第２回については全体での意見交換があまり活発でなかった印象を確か
に受けた。実際１０数名がずらりと並んだ状態で意見交換をするというのはやりづらいものである。
以上の回答をうけて、次年度は基本的には今年度と同様の年間スケジュールとすることを第３回運営
協議会で提案し、了承をいただいた。
「議論を深めるために熟議の開催を」という要望もあり、次年度の
開催を提案したが、
「この学校運営協議会がもう少しこなれた組織になってからでもよいのではないか」
というアドバイスを県のＣＳアドバイザーからいただいたこともあり、無理して実施はせず、もし運営
協議会側から要望があれば実施（プロデュースも運営協議会にお願い）するこということになった。
「学
校存続について意見を出し合う機会がほしい」という要望もあったので、その類いのテーマで熟議を実
施することもあるかもしれない。学校運営協議会は決して学校存続のための会ではないのだが、やはり
委員の皆さんが大きな関心をよせる部分であるので、意見交換の場は必要であると思う。
次年度は、運営協議会の協議内容をもとに、別ページに掲載した内容に取り組むことになっている。
もちろんこれだけではないだろうが、少なくともこれらの内容については、検証と改善のサイクルが必
要となる。委員の皆さんに視察をしていただければベストだが、そうならない場合の方が多いと思うの
で、我々自身が取組の振り返りをきちんと行った上で、協議を進める必要がある。今年度は始まりの年
なので、あえて少数精鋭（？）で運営の道筋をつけたが、次年度からはより多くの先生方にも関わって
いただくことになると思う。委員以外の先生方にも加わってもらって意見交換、といった場も考えられ
るので、よろしくお願いしたい。
最後に。御多忙中のところ、御都合をつけていただいて協議会、ＷＧに出席してくださり、本校のた
めに熱心に議論してくださった学校運営協議会委員の皆様にこの場をお借りしてお礼を申し上げる次第
である。１年間ありがとうございました。
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平成３０年度 学校運営協議会に係るアンケート

まとめ（回答数１１／１２）
秋田県立矢島高等学校

１．学校運営協議会（＝委員全員が集まっての会議）の開催回数について
＊ちょうどよい…１０
＊その他…１
・回数は何をやるかによって決まる。目標を実際に行うために必要
な回数が、適切な回数だと思う。
２．ＷＧの開催回数について
＊ちょうどよい…９
＊もっと増やしたほうがよい…１（５回程度）
＊その他…１
・回数は何をやるかによって決まる。目標を実際に行うために必要
な回数が、適切な回数だと思う。
３．ＷＧの構成・協議テーマについて
＊今年度の構成・内容の継続でよい…４
＊特になし（「記載なし」を含む）…７
４．ＷＧ開催のタイミングについて
＊ＷＧにより異なると思うので、グループ員全員で協議して決めれれ
ばよい…３
＊取組が始まると、課題も見つかったりするかと思われるので、都合
のよいときに連絡が取り合える連絡方法もあったほうがよい。…１
＊回数は何をやるかによって決まる。目標を実際に行うために必要な
回数が、適切な回数だと思う。…１
＊特になし（「記載なし」を含む）…６
５．その他
＊ＣＳの活動自体が初なので、ある程度成果や結果が出るまで役員は
残留がよいと思う。ＷＧの構成やテーマも継続でよい。
＊生徒はもちろんですが、担当の先生方の頑張る姿に感心している。
＊学校運営協議会が形式的であるという印象を受ける。活発な話し合
い展開のためにも「熟議」の開催が望まれる。
＊高校存続についての協議時間も作ってほしい。
＊実現、実行に移れなければ、１回の集まりも無駄である。
＊現状の学校運営と将来についてを話し合う機会があれば良いと思う。
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２０１８年度 各ＷＧの協議内容と次年度の取組
秋田県立矢島高等学校
【ＷＧ１】
①「生徒数減少」と「教員数減少」という現状があり、新たな活動を増やすのではなく、
「今やって
いることを深化させる」方向にもっていくべき。
→＊全校規模（学校行事）
、学年規模（総学・地域学）、有志（ボランティア部、生徒会等）等
の様々な形態毎にこれまでの取組を整理し、内容を検討する。
②本校の地域ボランティア活動については、もっと宣伝してよい。ＨＰの大幅リニューアルは評価
できる。
→＊本校のボランティア活動の年間計画を作成する。年度初めに町内会長の集まるような場で、
学校運営協議会から配布してもらえればありがたい。
＊ＨＰの更新については、ボランティアや学校行事の実施時期とリンクするようにあらかじ
め計画しておき、ボランティア以外の内容も含めて更新回数の増加と内容の充実を図り、
広報活動を充実させる。
【ＷＧ２】
①現在「地域学」で行っている「地域就業体験」と通常のインターンシップとの差別化をどう図る
か。
→＊「地域就業体験」のもともとの趣旨である「地域で働く人々の思いを聞く」に立ち返り、
次年度の１年生から実施する「総合的な探究の時間」の中の「地域の大人に話を聞く（仮）」
に統合する。１年次での実施もありうる。
※新学習指導要領（2022 年度から）において「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時
間」に変わることをうけて、従来の「総合的な学習の時間（鳥海総合）」（１～３年次）と
「地域学」
（２年次）の内容を統合して「総合的な探究の時間（名称未定）」（１～３年次）
とする。現在カリキュラムを作成中。
※「総探」は移行措置として平成３１年度新入生から開始。現行の「地域学」は現在の１年
生が次年度に履修し、それが最後となる。
②「地域を思う人を知る」をもっと充実させたい
→＊今年度は２回（
「天寿」代表取締役社長、
「本荘ハムフライ ハム民の会」代表）だったが、
更に回数を増やしたい。
＊講話をしてくれる人の候補についての情報を、学校運営協議会からもいただきたい。
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③ＹＢＰ（やしまブランディングプロジェクト）をもっと充実させたい
→＊地元とのコラボが不可欠。商品開発で依頼する企業や農家の情報についてＣＳの情報網を
活用したい。学校運営協議会からも情報提供いただければありがたい。
＊「鳥海ダムカレー」については検討してみたい。
＊ビジネス系列の生徒の授業の一環であるので、メインの活動に繋がる内容の授業時数を確保
し、授業内容を充実させるとともに、土台となる地域理解の学習（「総合的な探究の時間」
等）とリンクさせ、一過性の活動で終わらないようする。
＊ＹＢＰを含むビジネス系列の教育内容を中学校側へきちんとＰＲする（福祉系列も）
。
④「八朔祭」と関わりをもてないか
→＊【ＷＧ１】①の内容を考慮し、参加は見送りたい。現在行っているボランティアの充実に
力を注ぎたい。
【ＷＧ３】
①「番楽」についての学習を充実させたい
→＊生徒、職員に本物を見せるために「まいーれ」を活用したいが、公演は休日のみなので日程
調整が課題となる。
「出校日となる休日（ＰＴＡ総会等）に実施」
「土日を出校日として授業
と番楽見学を行い、月曜日を振休とする」等の形態を検討。
＊鳥海教育学習課が窓口になってくれる。候補日を伝えれば、その日に公演可能かどうかを各
団体に問い合わせてくれる（１／２９（火）
「まいーれ」運営協議会の席で確認）
。
＊「総合的な探究の時間」の課題研究のテーマの一つとして検討する。全体を対象とした学習
を行った後に、課題として選択したグループが、矢高祭等で演舞発表を行う。他にも次のよ
うな内容が考えられる。
・衣装や面等のデザイン（高校生の感覚で）
・番楽の魅力の発信
②鳥海ダムについての学習を取り入れてはどうか
→＊来年度、可能であれば国交省の担当者による招聘講話を開催する。学校運営協議会に交渉窓
口をお願いしたい。
＊「総合的な探究の時間」の課題研究のテーマの一つとして検討する。
③地域学習の際に必要なバスの手配について
→＊学校運営協議会から市教委にバス借用の交渉をしていただきたい。
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地域活性化に向けた提言をするなど、地域と密接に関

系列の課題学習を通して、地域理解につながる学習や

す る地 域貢 献活 動 」「 伝統文 化 の継 承保 存や自 然環境

ボ ラン ティ ア等 の地 域貢 献 活動 」「 地域の 活性化 に資

「地域とともにある学校」

全体で協議を行う予定である。第一回学校運営協議会

特集

る。そこでＣＳという形態をとり、地域貢献活動の実

は六月十八日に中山生涯学習課長の御出席の下で開催

保護に資する教育活動」について課題とその解決策、

績や、地域を知る学習機会があるという本校の〔強み〕

し、現在まで各ＷＧ毎に、生徒のボランティアの取組

わってきた。しかし、学校側はここ数年の急激な生徒

と、旧城下町としての独自の文化や伝統をもち、教育

や地域学の指導の様子の視察も含め、数回協議を行っ

及び新たな取組について協議を行い、それを踏まえて

耕生

に対する関心も高いという矢島町の〔強み〕の結び付

た。その内容を全体で協議する第二回学校運営協議会

減、地域側は少子高齢化の進行という問題を抱えてい

熊澤

手探りの船出
校長

きを今まで以上に深め、本校の教育活動の更なる充実

は、十月三十日に開催予定である。

りありがたかったのは、長岐前校長が今年の二月に設

学校運営協議会委員は、校長を除いて十二名。何よ

ＣＳに指定されたと思う。しかし何と言っても本県の

がすでに確立している。だからこそ県立高校第一号の

ころだが、本校の場合はこれまでの取組を通じてそれ

通常であれば地域連携の在り方の模索から始めると

立趣旨説明会を開催し、その席でこの十二名の皆様か

県立高校では前例のないシステムである。県の規則に

セプトである。

と矢島町の活性化を図る、というのが本校の基本コン

コミュニティ・スクール県立高校第一号
矢 島 高 等学 校
そもそもコミュニティ・スクール（ＣＳ）というも
のは、地域の子ども達を地域ぐるみで育てよう、とい
う考え方が原点になっており、全県から生徒が入学し
てくる高等学校で取り入れるのは難しいのではない
か、と個人的には考えていた。しかし、引き継ぎの際
に長岐康彦前校長から託されたＣＳ設立趣意書の次の
一 文を 読ん で 納得 した 。「 協議 会が 校長 の作 成する 学

ら学校運営協議会委員及び会

沿う形での運営や組織、

年間スケジュール、会の

次第、扱う議題等々、す

べて手探り状態での船出

となった。来年四月の指

に亘って勤められた元ＰＴＡ会長、といった本校と縁

園長、同窓会長、ＰＴＡ会長、本校ＰＴＡ会長を二期

島総合支所長、本海獅子舞番楽伝承者協議会長、保育

小中でも学校運営委員を務める元公立小中校長、元矢

ンバーは昨年度までの学校評議員四名をはじめ、矢島

である天寿酒造の大井建史社長にお願いした。他のメ

は矢島地域を代表する企業人

構成について今後の検討が必要かもしれない。まずは

校評価も関係してくるため、協議会で扱う内容や部会

が、本協議会は学校評議員会としての機能も兼ね、学

点集中だからこそ何とかスタートできたとも言える

本校は「地域連携」一点集中のようなものである。一

部会を予定しているが、

全防災」
「キャリア」の三

工業高校は「地域連携」「安

-2-

校運営の基本方針を承認することは、
そ の 方針 に 対 し 、

長・副会長になることの内諾
を得てくれていたこと、加え
て自分が一昨年の三月まで本
校教頭として勤務していたた
め、十二名中十名とすでに面

が深く、かつ矢島地区に本校が存在することの重要性

一年、手探りで試行錯誤を重ねながら、矢島高校とし

定に向けて準備中の大曲

を十分認識してくださっている皆様である。今年度は

てベストのスタイルを模索したい。

識があったことである。会長

三つのワーキンググループ（ＷＧ）に分かれて「地域

ＷＧの様子

地域が責任をもつと言うことである。高校は全県から
入学するとはいえ、学校所在の地域に属している。高
校でのコミュニティ・スクールは、所属する地域にど
の よう な貢 献 がで きる かと いう テー マ 設
( 置 のコン セ
プト）をもったテーマ型コミュニティ・スクールとい
う 位置 付け が 考え られ る 。」 これ は昨 年の 十月三十 一
日に大曲工業高校で開催されたＣＳ研修会における貝
ノ瀬滋氏（文部科学省視学委員）による説明の一部で
ある。長岐前校長もこの研修会でこの言葉に触れ、一
気に構想を練り上げ、ＣＳ導入に向けて準備を進めて
いた六郷・大曲工業の両校よりも先に、本校が県立高
校 第 一号 のＣ Ｓ に指 定 され る こと と なっ た 。
本 校は これ ま で 、「 地域に 根ざし、 地域と ともに 歩
む学校」を標榜し、地域イベントへの参加や独居老人
宅除雪など様々な地域貢献活動を行ってきた。また、
鳥海総合や地域学などの特色ある教育活動やビジネス

中山生涯学習課長挨拶
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