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本校では、平成２４年度から「幸せの一番星さがし～キャリア教育の視点から魅力あ
る教育活動をめざして」を研究テーマとし、３年間の研究に取り組みました。
この研究に取り組むに当たっては、平成２２年度から取り組んだ「キャリア教育」を
研究の柱とした成果と課題を受け、キャリア教育を教育活動に具現化をしていくという
研究のさらなる発展を目指す目的がありました。
３年間の研究では、平成２５年度から２年間、教職員全員が授業を公開し、学びを深
め合う「授業公開週間・授業研究」を実施しました。さらに全体研修においては、研究
を教職員の合意形成を図りながら進めるため、ワークショップの手法を活用した参加型
の協議を行いました。
これらの取組を通して、キャリア教育の意味、意義の本質を理解し、生徒のキャリア
発達を促すための「授業づくり」について教職員全員が学び合う実感を得て、生徒の成
長・発達のために、教師自身の学びの充実が大切であることを教職員全員で確認できた
ことが、大きな成果であると考えております。
生徒の幸せのために、生徒の学びの充実のために、本研究で取り組んだ過程と成果を
大切にして、さらなる充実・発展に努めてまいりたいと思います。
皆様には、御高覧いただき、忌憚のない御意見、御教示をいただければ幸いです。
最後になりますが、本研究の推進に当たり、御支援・御協力いただいた関係者の皆様
に心より感謝申し上げます。
平成２７年３月
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実践研究の要旨

実践研究主題

「幸せの一番星さがし～キャリア教育の視点から魅力ある教育活動をめざして」

研究の目的
キャリア教育の定義や意義、効果の理解をさらに深め、キャリア発達を促す授業を実践、公開し、キャリア
発達の視点に基づいた授業実践を組織的に取り組むことをねらいとする。

研究の内容と方法
一年目は、「今」を知ることからはじめた。見直すためには、まず「今」を知ることが大切であり、平成
24 年度に開校から 20 年目をむかえ、長い歴史の中で培った財産の価値を改めて全職員で共有、共感し、新
しい歩みを重ねていきたいと考えた。大きな集団だからこそ、組織の中の自分の役割を考えることが大切であ
り、研修スタイルを講義型から参加型に変え、キャリア教育の意義や効果などを教職員自身が体験、体感しな
がら、理解を深められるように取り組んだ。一年目のまとめとして行ったワークショップ「KPT」において、
全グループから「授業公開・授業参観・授業研究」に取り組んでみたいとの TRY の声が上がり、全体での合
意形成を図ることができた。
二年目は、より具体的な課題に一人一人が向かえるよう「授業の目標や内容をより広げて高め、子どもの興
味・関心を育み、新たな体験や学習に充実感・満足感・達成感を生み出す「授業づくり」が重要」であること
を確認し、「授業づくり」に焦点を当て、研究グループを３つつくり、取り組んだ。
また、一年目の学びである、みんなの TRY を「授業公開週間・ミニ授業研究」と題し、形にした。グルー
プ研修の学びの成果を実践し、公開する場とし、設定した 1 週間の中で、教諭、実習助手、MT、ST 問わず、
教職員全員が授業公開シートを作成し、授業を公開した。参観者はプラスカードに、授業の気づきを記入し、
授業者に返し、相互に学び合える機会を設定した。二年目のまとめとして、さらに充実した授業公開週間を目

指し、「どのような授業公開週間・ミニ授業研究にしたらよいのか」をテーマにしたワークショップ「ペイオ
フマトリクス」を行い、改善策を全教職員の合意の基で生みだすことができた。
三年目は、グループ研修を継続し、「ペイオフマトリクス」でだされたアイデアをもとに「授業公開週間・
ミニ授業研究」を改善し、実践した。学年単位で公開し、計３週間の公開を行い、授業公開週間最終日に研修
日を設け、振り返りがすぐにできるようにした。また、あらかじめ参観の希望をとり、人数等の調整を図り、
より多くのプラスカード（気づき）を得られるようにした。

成果
「幸せの一番星さがし」は、私たち教職員の「学び」であった。キャリア教育の本質は「教育改革の理念」
であることを理解し、生徒の学びの充実のためには、教師の学びの充実が必要であり、生徒のキャリア発達に
は、教師、保護者、地域のキャリア発達も必要であることが確認できた。
激しく変化する社会の中で生きていく生徒の「今」「ねがい」をしっかり受けとめ、「人」「地域」「社会」
「学び」「将来」「夢」などさまざまな「つながり」をつないでいくことが必要であり、社会の変化に伴い、
今の教育活動を振り返り、問い直す機会も必要である。学校が変化し、新しく創造することは、大きなエネル
ギーを要するが、創造する過程で組織的に「合意形成」を図るためのプロセスを大切にすることで組織的な取
組になる。そして組織的に生徒の学びの充実のためのつながりのある教育活動・授業を「創造」していくこと
ができ、生徒の学びの充実を実現する授業が「魅力ある教育活動」になることを学んだ。これら全ての過程が、
私たちの「幸せの一番星さがし」であり、「学び」であった。

今後の課題
各指導形態の中での「つながり」は、授業者が意図的に計画し、実践することができているが、教育活動全
般を通しての「つながり」を考える必要がある。「教育課程」「授業づくり」は、社会の変化、生徒のニーズ
により、常に変化、創造していくものである。中央教育審議会「初等中等教育における教育課程の基準等の在
り方について（諮問）」（H26,11）の中でも自立と社会参加を一層推進する観点から、自立活動の充実や各
教科の改善などをどのように考えるべきかと課題があげられている。今後の学習指導要領改訂を見据え、合意
形成を図りながら本校の在り方、取組を考えていく必要がある。そして取組前後の変化、成果を実感できるこ
とが、教師自身、組織、学校全体の有用感、達成感を感じられ、次へのステップとなる。変化、成果を形に、
そして実感できる研究に取り組むことが必要である。
社会の変化、社会のニーズに対応し、本校の組織、教育活動が変化してきている。平成 26 年度から、1 学
年７クラスのうち生活科が２学級から３学級になり、生活科の割合が増加した。さらに平成 27 年度は、さら
に１学級生活科が増設され、1 学年 4 学級になる。生徒の障がいの状態や教育に対するニーズも多様化してい
る。学校行事や授業の取組など、全体で検討する必要がある。
「なぜ学ぶのか」については、生徒の学びの質を大切に、授業をつくっていくことは今後も必要である。中
央教育審議会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）」（H26.11）においても、
生徒が「主体的・協働的に学ぶ学習」が必要であり、そのための指導方法の充実も必要であるとしている。教
師の専門性は、「授業づくり」に表れる。生徒が学ぶ楽しさ、おもしろさを感じ、達成感、満足感を味わえる
ような「授業づくり」を協働で考え、実践する組織的な取組は今後も必要である。
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実践研究の概要

１ 実践研究主題

「幸せの一番星さがし～キャリア教育の視点から魅力ある教育活動を
「幸せの一番星さがし～キャリア教育の視点から魅力ある教育活動を目指して」
て」

２ 実践研究主題の設定理由
平成 23 年度までの研究から
平成 22，23 年度の研究では、平成 21 年の学習指導要領改訂の中で明示された「キャリア
キャリア教育推進」に基づき、
本校における「キャリア教育」の推進を
を目指し、2 カ年研究として取り組んだ。
平成 22 年度は、まず「キャリア教育
教育」の定義や意義など、基本的な理解に努めた。また
また各指導形態において、国
立特別支援教育総合研究所（NISE）の「
「キャリア発達段階・内容表（試案）」を基にキャリア
キャリア教育の４能力領域から
見た「キャリア発達を支援する内容表」
」を作成した。本校で取り組んでいる学習が、キャリア
キャリア教育の４能力領域の内
容を網羅していることが確認できた。
平成 23 年度は、キャリア発達を促す
す教育において大切である「本人の願い」とキャリア
とキャリア発達を支援する「授業づ
くり」について着目した。生徒一人一人
一人の「願い」を把握することによって、学級スタッフ
スタッフ内での生徒理解を深める
ことができ、また「願い」は、身近な存在
存在や社会での経験をつなげることで、変化、発展していくことを
していくことを確認できた。
「授業づくり」では、本校の学習の中心
中心となる「作業学習」と「キャリア学習」に着目
着目し、「授業における観点位
置付け・授業改善シート」（NISE）を活用
活用し、生徒が達成感、満足感を得られるような授業
授業づくりを目指した。その
中で、「作業学習」と「キャリア学習」
」の関係を確認し、支援や手だての見直し、授業改善
授業改善など様々な「気づき」が
うまれた。その「気づき」から、他形態
他形態、家庭などとの「つながり」、「つながりの必要性
必要性」を確認することができ
た。また、学科の「気づき」から、学科
学科として新たな取り組みを試みる動きがでてきた。
。

（１）背景
節目
本校は平成 24 年度で開校 20 年目を
を迎えた。学校教育目標である「豊かな心とつよい
とつよい体をもって
立する

たくましく自

生徒を育てる」ことを目指し、
、長い歴史の中で様々な教育活動に取り組んできた
んできた。この 20 年の中で、社会

は大きく変化している。平成 19 年に学校教育法
学校教育法が改正され、特別支援教育へと変換し、
、平成 21 年には学習指導要
領が改訂し、「キャリア教育」の推進が
が明示された。さらに平成 23 年には障害者基本法
障害者基本法が改正され、「障害」のと
らえ方が変わり、今後様々なところへ波及
波及していくことが予想される。この歴史の中で、本校
本校の生徒の実態も変わり、
教育課程も変わり、進路先も変わってきている
わってきている。社会の変化に伴い、学校が変化していくことは
していくことは必要であると感じる。
しかし、学校の役割である生徒の成長を
を願い、生きる力を育て、支えていく理念はなにも
も変わらない。２０年の歴史
の中で培った財産の価値を改めて全職員
全職員で共有、共感し、新しい歩みを重ねていきたいと
ねていきたいと考えた。
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平成 23 年度からの課題
平成 23 年度の研究において、キャリア教育の定義や意義についての理解を深めてきた。はじめは、誰もが「キャ
リア」の意味や、「キャリア教育はすでに特別支援教育において取り組んでいるので必要ないのでは」という疑問や
困惑を感じた。しかし、講演や校内研修においてキャリア教育の理解を深め、キャリア教育の定義は「一人一人の社
会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」であり、
キャリア教育は「学校教育を構成していくための理念と方向性を示すものであり、教育活動全体で教育意図に基づき、
体系的、系統的に取り組む」ものであることが理解できた。
また、平成 23 年度までの研究から、学校全体としてのキャリア教育の推進、「キャリア学習」の実践の積み重ね、
「キャリア学習」と「生活単元学習」との関連づけ、「生徒の願い」を大切にしたキャリア発達を支援する授業づく
り、教師自身のキャリア発達、様々な観点においての「つながり」が必要であると課題が残った。
長い歴史の中で、様々な教育活動に取り組んでいるが、指導内容や取り組み自体が「断片」的になっているものが
ある。この「断片」を丁寧につなぎ合わせ、意図的に体系的、系統的に指導することよって、生徒の理解度が増し、
達成感や満足感が得られると考えられる。平成 23 年度までの研究の課題にもあげられた「つながり」を「今」考え
る必要がある。

（２）キャリア教育の視点で見直す
「時代の変化とともに、様々なものが変化している。社会の構造も変化し、価値観も変化している。この変化の大
きい時代を生きる力こそが、生徒に必要な力になる。様々な変化に対応しながら、生徒一人一人のキャリア発達を支
援していくことが必要になる」と平成 23 年度の研究でまとめた。
キャリア教育の中で「今」は大きな意味を持つ。「今」は現実であり、かつ将来の礎であり、「今」は過去を取り
戻すことができると渡辺三枝子氏は述べている。本校における現在の教育活動も、今までの積み重ねであり、そして
未来への土台となるものである。学校も変化すべきものは、今変える必要がある。生徒のキャリア発達を支援するた
めに、学校の「今」を整理し、良いもの、継続すべきものには、意味付け、価値付けをし、改善すべきものには、方
向付けをする必要がある。生徒のキャリア発達を支援するために、私たち教師は何ができるのか、何をすべきなのか、
よりよい方策を探し続けることが大切である。すべては、「生徒のため」につながる。キャリア教育の定義、意味を
理解できた「今」だからこそ、この私たちの学校の意味付け、価値付け、方向付けができるときがきている。

（３）それぞれの幸せの一番星
PATH（Planning Alternative Tomorrow with Hope）とは、1991 年にカナダのフォレスト氏らによって開発
された「希望に満ちたもう一つの未来の計画」のことであり、キャリア教育の大切にしている「本人の願い」を達成
させるためにどのように支援したらよいのか、段階を経て考えられるツールである。本校でも、個別の教育支援計画
を作成するに当たり参考にし、生徒の支援策を話し合うシミュレーションしている。PATH において、幸せの一番星
は、「本人の願い」「夢」である。
生徒の幸せは何か…。もちろん、生徒一人一人、幸せの一番星は違うものだが、一般的な表現を使うならば、自分
の願いが叶い、自己実現し、いきがい・やりがいを感じながら生活できることではないだろうかと考える。では、教
師の幸せは何か…。おそらく生徒が幸せになり、また教師自身もいきがい・やりがいを感じられることではないか。
では、学校の幸せは何か…。生徒、教師ともに幸せで、地域に愛され、魅力ある教育活動を行い、魅力ある学校にな
ることではないかと考える。

（４）魅力ある教育活動、魅力ある学校を目指して
PATH の考え方に基づき、生徒の幸せはもちろん、教師の幸せ、学校の幸せをキャリア教育の視点から考えていき
たい。生徒の幸せは、教師、学校の幸せへとつながる。生徒のキャリア発達を支援するためには、どのような学校、
どのような教育、どのような授業に取り組むのか、今までの歴史の中で培ってきた財産と新しいつながりの中で考え
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ることにより、納得感のある教育活動を行うことができるのではないか。教師がその教育活動にどのような意味付け
をし、どのように取り組むかで生徒の意欲、理解も変わる。教師も生徒も生き生きと取り組む魅力ある教育活動、魅
力ある学校づくりを目指すことを目的とし、本研究主題を設定した。

３研究仮設
キャリア教育の視点から本校の教育活動を見直すことにより、つながりのある生徒のキャリア発達を支援する
授業づくりができ、魅力ある教育活動、学校づくりができるのではないか。

４研究の内容と方法
（１）1 年次
内容
1

幸せの一番星さがし

方法
①

PATH の技法をアレンジしたワークシートを作成。

②

個人が記入したものを大きく４つのカテゴリーにわけ、集約。

③

一人一人が想う学校の「幸せの一番星」を共有。

①

「学校行事・生徒会活動」「進路指導」「ＬＨＲ・道徳・自立活動」「生単・総合」
「作業学習・キャリア学習」「音楽・美術」「体育・体力つくり」「教育課程」「教職

2

新篠津の価値再発見

員に関すること」「生徒指導に関すること」「その他」とカテゴリーに分け、「新篠津
のココがいい！」「新篠津のココが変！」と感じる点をアンケート方式で記入。

3

たてのつながり

②

全ての声を集約し、共有。

①

学習形態ごとに生徒が入学から卒業までの 3 年間分の年間指導計画をつなげる。

②

「見える化」したものから、どのようなねらいのもと、必要な時期に必要な内容を必要

（3 年間の流れ）

な分だけ指導できているのかを各グループで振り返る。
③

グループ発表「たてのつながり」を行い、本校の 3 年間の流れを見える化し、共有する。

①

グループ発表「たてのつながり」からの「見える化」からの気づき、「見える化」から
見えてきた課題を踏まえ、その取組はなぜ行っているのかを振り返る。

②

その取組は、自分らしい生き方を実現していく過程を支援する、つまりキャリア発達を
支援する内容なのか。その取組は、生きる力が身に付く内容なのか。その取組は、本校の
生きる力の定義にもあげられている自立と社会参加を目指した内容なのか。その取組は、
本校の生きる力のもう一つの定義、豊な心情を育む内容なのか。その取組の一番のねらい

4

意味づけ、価値づけ、
方向づけ

は何かを考える。
③

各教科、領域などの目標に照らし合わせて、指導形態ごとの学習指導要領の目標を確認
し、その目標を踏まえたうえで、本校の実際の指導目標が適切であるか、そしてその指導
目標を達成させるための指導計画になっているのか見直す。

④

グループ発表を行い、情報を共有。発表のポイントは、「意味付け、価値付け、方向付
けの中で、全体にねらいをおさえておきたい（伝えておきたい）こと」「意味付け、価値
付け、方向付けの中で、他とのつながりの必要性を感じるところ、他と関連付けた方がよ
いところ」「グループからの情報発信」「全体へのなげかけ」

①

各グループから出された「他との関連、つながり、提案」をまとめ、テーマをしぼる。

②

一つのテーマに対し、３～４名のパネリストを設定し、それぞれの立場での考え、アイ
デアを発表する。
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よこのつながり会議

③

フロアは、テーマごとのパネリストの発表を聞き、「賛成する意見」「自分のアイデア」
などを「ここが賛成！こんなアイデアあり！」に記入する。

④

生徒のキャリア発達を支援するために、魅力ある教育活動を行うためにはどのようにし
たらよいのか…という視点で考える。

3

「○○したら、生徒の生きる力をより育むことができる」「△△したら、さらによい教育
活動になる」「□□すると、実現できる」という、具体的なアイデアを盛り込んだ内容で
考える。
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１年次のまとめ／

①

教職員の経験年数でグルーピングを行う。

ワークショップ

②

「KPT」の手法に沿って、グループ内でアイデアを出し合う。

「KPT」

③

全体で共有する。

（２）２年次
内

容

方

法

「キャリア学習を考える」「授業力・指導力を考える」「T,T、専

グループ研修

門性を考える」の３つのグループを設定し、日々の課題、悩みを解
決する。

キャリア発達を支援する

「授業を考える会」と題し、「キャリア教育」の意味、意義の確

授業づくりを考える
全体研修

認や「授業」「専門性」などについて考える。
2 年次のまとめとして、さらに充実した授業公開週間を目指すワ
ークショップ「ペイオフマトリクス」を行う。

キャリア発達を支援する

授業公開週間・

授業の実践をする

ミニ授業研究

１０月２８～１１月１日の１週間を設定。キャリア発達を支援す
る授業を公開し、キャリア発達の視点に基づいた授業実践を組織的
に取り組む。

（３）３年次
内

容

キャリア発達を支援する
授業づくりを考える

方
グループ研修
全体研修

法

H25 のグループを継続し、キャリア発達を支援する授業づくりの
在り方を検討する。
本校の「キャリア教育全体計画」を理解し、キャリア発達を支援
する授業づくりの方策を考える。
６月、８月、９月に各１週間設定し、学年ごとにキャリア発達を

キャリア発達を支援する

授業公開週間・

支援する授業を公開する。キャリア発達の視点に基づいた授業実践

授業の実践をする

ミニ授業研究

を組織的に取り組む。授業公開週間最終日に研修日を設定し、授業
公開の振り返りを行う。

５

研究サイクル

PDCA サイクルと問題解決型、環境適合型のサイクルを合わせ、研究サイクルを設定した。問題解決型サイクルは、
合理的な成果が求められるように、環境適合型は、栄養教諭や養護教諭など専門職にとって、自分自身と自分を取り
巻く外部環境と照らし合わせて考えられるようにと採用した。
Plan 計画は、まず「問題の共有」から始める。問題意識は人によって異なるので、現状とあるべき姿のギャップを
明らかにして、何が問題なのか、課題なのか、何を学びたいのか共有する。そして、「原因の探索」を行う。いきな
り解決策を考えるのでは、本質的な問題が解決できない。なぜ、その問題があるのか、課題があるのか、なぜ学びた
いのか。対処療法にならないようにするために、しっかり原因を理解することが大切である。そして、「解決策の立
案」を行う。たくさんのアイデアを出しながら、柔軟な発想で課題解決につなげることが大切になる。最後に「意思
の決定」を行う。合意形成を図り、最良のアイデア、案を実行につなげるためには意思の決定が必要である。納得で
きるものをつくりあげる。
Do 実行は、各グループ研究の学びの成果を実践する。これが授業公開週間・ミニ授業研究、授業公開日である。授
業公開週間は、全員が受け持つ授業の中から一つ選び、授業公開シート（MT 用、ST 用）を書き、授業を公開する。
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Check 評価は、授業公開週間、ミニ授業研究の振り返りを行う。公開した授業の、参観者からの「気づき」から自
分の授業を振り返ることが、最も大切な研究になる。平成 24 年度においては、グループ研究においての、「KPT」
を行い、1 年間の研究の振り返りを行う。（KPT の詳細は、P7 に記載）
Action 改善は、グループ内で行った「KPT」の TRY の部分である。TRY は、問題点への対策を含めた、これか
らやってみたい点をあげる。その TRY の部分をぜひ、グループ内で再度、学び直しをする。ただ、一方的に課題や問
題を上げるのではなく、Action が大切になる。平成 25 年度のまとめとして、ワークショップ「ペイオフマトリクス」
を行う。授業公開週間・ミニ授業研究をより良いものにするために教職員全員で改善策を考える。
PDCA サイクル

環境適合型サイクル

問題解決型サイクル

Plan 計画

Action 改善

Do 実行

意思の
決定

問題の
共有

Do

Will

解決策
の立案

原因の
探索

Must

Can

Check 評価

H25 校内研究サイクル

H26 校内研究サイクル
Plan 計画

Plan 計画

•問題の共有・原因の探索
•解決策の立案・意思の決定
•ゴールの設定

• 問題の共有・原因の探索
• 解決策の立案・意思の決定

Action 改善

Do 実行

Action 改善

Do 実行

•KPTからの学び
•ペイオフマトリクス

•授業公開週間／ミニ授
業研究
•授業公開日

• 日々の授業実践

• 授業公開週間／ミニ授業
研究
• 授業公開日

Check 評価

Check 評価

•授業の振り返り
•KPT

• 授業公開の振り返り

Ⅱ

研究仮説の検証の方法

研究仮説
キャリア教育の視点から本校の教育活動を見直すことにより、つながりのある生徒のキャリア発達を支援する授業
づくりができ、魅力ある教育活動、学校づくりができるのではないか。

研究仮説を以下の５つの視点から研究内容としてまとめ、研究の成果に結ぶ。
１

キャリア教育の視点

２

本校の教育活動を見直す

３

つながり

４

生徒のキャリア発達を支援する授業づくり

５

魅力ある教育活動、学校
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Ⅲ

キャリア教育の視点

１ キャリア教 育 の意 義 と効 果 の理 解
本校では、平成 21 年の学習指導要領改訂
学習指導要領改訂の中で示された「キャリア教育推進」に基づき
づき、平成 22 年度より「キ
ャリア教育」を研究主題におき、研修をすすめてきた
をすすめてきた。その中で、平成 23 年 1 月の中教審答申
中教審答申の「キャリア教育」
の定義を全体研修の中で確認し、理解を
を深めてきた。平成 23 年度までの研究においては
においては、「キャリア教育」の意味
や意義について、国立特別支援教育総合研究所
国立特別支援教育総合研究所（NISE）で提案された「キャリアプランニング・マトリックス
キャリアプランニング・マトリックス（案）」
の内容の理解について、共通理解を図ることに
ることに重点をおいた。

H24
前研究の素地を生かし、さら
に理解を深め、キャリア教育が
目指す「教育改革の理念」を本
校の実情に照らし合わせながら
進めた。全体研修において、キ
ャリア教育の意味や意義を丁寧
に読み直し、キャリア教育がも
たらす効果についても学んだ。
そしてキャリア教育が問いかけ
ている「教育の在り方の見直し」
を本当に本校の教育が「生徒の
生きる力を身につける内容なっ
ているのか」「自立と社会参加
にむけた内容になっているのか」
という問いかけととらえ、それ
ぞれが今までの取組の振り返り
をし、課題意識をもつことができた。これは
これは、キャリア教育の意味、意義、そしてキャリア
そしてキャリア教育が示す本質「教育改
革の理念」の理解を深めることができたから
めることができたからと言える。

H25
グループ研究において、生徒のキャリア
のキャリア発達を促す授業づくりをベースに取り組んだ。
。渡辺三枝子氏は、「キャリ
ア教育は、まず教師が自分の担当する教科
教科そのものの教え方を見直すことであり、児童生徒
児童生徒が教科の存在、内容に関
心をもち、その価値に気づき、学びたいという
びたいという意欲を導き出すことができるように工夫する
する姿勢を教師に求めている」
と述べている。また、菊地一文氏は、「
、「キャリア発達を支援する教育によって期待されること
されること」として、３点を上げ
ている。①これまでの取組の価値を再発見
再発見し、より発展させること
や関係諸機関を変えること

②教員の意識や学校組織
学校組織が変わること

③地域

である。

教師が生徒に学ぶ意味、意義、そして
そして学ぶ楽しさを伝えることにより、生徒の意欲、理解度
理解度が変化する。生徒の学
びの充実が、生徒の幸せにつながり、生徒
生徒の幸せが教師や学校の幸せにつながる。幸せの
せの一番星さがしは、私たちの
学びである。生徒の学びの充実のためには
のためには、教師自身の学びの充実が必要であることが確認
確認することができた。これ
らのキャリア教育の意義、効果を理解し
し、一人一人が自分の「授業」の意味や意義について
について問い直し、生徒の学びの
充実を実現する授業が「魅力ある教育活動
教育活動」になることを確認できた。
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２ 組 織 の一 員 としての「自
自 分 の役 割 」から「組 織 的 な取 組 」へ
キャリア教育において、「自分の役割
役割」は大切なキーワードである。キャリア教育は、
、キャリア発達を促す教育で
あり、キャリア発達は、「社会の中で自分
自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現
実現していく過程」のことで
ある。平成 23 年度の研究においても、「
、「自分自身のキャリア」「自分自身のキャリア発達
発達」について研修をしてい
る。私たち教師にも職業人の他に、家庭人
家庭人として、余暇人としてなど、様々な役割があり
があり、その役割を果たしながら
自分らしい生き方をしているのである。
。

H24
平成 24 年度においては、「学校の中
中の組織の一員としての役割」を意識し、それぞれが
それぞれが課題意識をもつことをね
らい、一人一人の「役割」を意識した数多
数多くの声を集約する方法を中心に取り組んだ。できるだけ
できるだけ多くの声を聞く機
会を設け、全職員が本校の幸せの一番星
一番星をさがすことに積極的に参加できることを目指し
した。ワークシートやアンケ
ート方式、パネルディスカッション新篠津
新篠津バージョンなども行い、研究の成果にもつながった
にもつながった。また、平成 24 年度
のまとめとして、教職員全体で行うワークショップを
うワークショップを取り入れた。人は自分の役割を理解
理解し、果たし、そして達成感、
充実感を味わいながら、発達していく。
。生徒に指導、支援する私たち教師自身が、「自分
自分の役割」を考え、行動化す
るよいきっかけになったと言える。

H25
「組織的取組」は、キャリア教育を推進
推進していく中で、全国の学校から出される最大の
の課題である（H24「特別支
援学校におけるキャリア教育の現状と課題
課題に関する実態調査」菊地・松為・杉中）。本校
本校においても、組織的な理解
を図る経過を大切にし、校内研究に取り
り組んだ。平成 24 年度から研修の進め方を講義型
講義型からワークショップ形式に
転換し、一人一人の声が学校をつくる価値
価値ある声であり、同意ではなく「合意」が組織的
組織的に形成されていく過程を体
感することができた。
森脇勤氏は、教師自身が自己効力感や
や自己肯定感をもてることが大切であると述べている
べている。「仕事に対する効力感
とは、『生徒が育ち変容する姿を指導の
の成果として実感すること』とともに、組織の中で
で仕事をする教員一人一人が
『自分が必要とされている』と感じられることである
じられることである」
本校生徒の「自立と社会参加」に向けた
けた教育は、本校の教職員一人一人の力が必要である
である。一人一人が組織をつく
り、組織としての大きな力が本校の教育
教育を支えている。今後も組織の一員としての役割を
を自覚し、他者との協働によ
り教師個々の専門性を学校づくりに生かす
かす「協働による学校の組織力の向上」（竹林地毅氏
竹林地毅氏）を目指し、組織的に取
り組んでいきたい。そのためには、組織
組織としての方針の明確化を図り、組織的な取組から
から、組織としての成果を感じ
られるようにすすめていくことが今後も
も大切である。

３ 合意形成
H24
1 年間の研究を一人一人が振り返り、次年度
次年度の方向性を出すことを
ねらい、ワークショップ「KPT」を行った
った。KPT の手順は、①これ
からも続けるべき良い点（K：KEEP）をできるだけたくさん
をできるだけたくさん出す。
②今後、改善が必要な問題点（P：PROBLEM
PROBLEM）を洗い出す。③問題
点への対策を含めて、これからやってみたい点
これからやってみたい （T：TRY）をあげる。
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教職員歴でグループを構成し、話し
やすい環境を設定した。その中で全グ
ループから「授業研究・授業参観・授
業公開」に TRY したいとの発表があり、
全体で次年度の方向性の合意形成を図
ることができたのが最大の成果であっ
た。その合意形成を平成 25 年度に「授
業公開週間・ミニ授業研究」と題し、
実践することができた。

ワークショップ KPT のグループ発表

菊地一文氏は、キャリア教育を推進していくためのポイントとして２つ
上げている。「１点目は、目的の明確化と共有化であり、『なぜ』『なん
のため』キャリア教育に組織的に取り組むのかについて問い直し、丁寧に
押さえていくことである。そして、２点目は、知識伝達型から演習等を通
した共同作業型の研修への転換を図ることである。推進者が結論を提案し、『同意』を得るのではなく、組織的に合
意形成を図るプロセスが重要である」と述べている。
平成 24 年度で図られた合意の「授業研究・授業参観・授業交流」は、生徒に学びを教えるプロとしての向上心の
表れであり、教師の学びの表れである。その「合意」を実現できたことは、キャリア教育の理解と組織的な取組への
進展であり、大きな成果であった。

H25
ワークショップ ペイオフマトリクスのグループ発表

平成 25 年度のまとめとして、さらに充実した授業公開を
目指し、「どのような授業公開週間・ミニ授業研究にしたら
よいのか」をテーマにしたワークショップ「ペイオフマトリ
クス」を行った。このワークショップも教職員歴でグループ
を構成し、話しやすく発想を広げやすい環境を設定した。各
グループ内でだされたアイデアを「学びの大小」と「実現可
能度」の切り口で評価し、学びが大きく、実現可能なアイデ
アの優先順位をつけ、全体で合意形成を図った。グループ内
でだされたアイデアをチャートに照らし合わせながら、グル
ープ内で話をしながら、納得してはっていくことが大切で、さいごに、学びが大きく実現可能なものが選び出される。
これが合意形成を図るうえで、納得感を得られるものになる。この合意形成を図るプロセスを重ねることが、組織的
取組、組織力の向上につながったと考える。

４ 取 組 の創 造
講義型から演習型・ワークショップ型の研修へと、様々な方法を取り入れ、実践を積み重ねてきた。短い研修時間
の設定でも、アイスブレイクを取り入れ、意見やアイデアを出しやすい雰囲気づくり、そして議論ができる雰囲気づ
くりに努めた。この積み重ねにより、一人一人の内面にもっているものを「表現しづらい場」から、自分自身が持っ
ているものを「気軽に表現できる場」へ変化することができた。そして、新しい発想で新しいことを試みることがで
きるようになり、平成 24 年度の公開研修会では、受容と承認を大切にしながら、対話を通して、相手のやる気、可
能性をひきだしていくコーチングの研修を行った。
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H25
例年、夏季休業中に講師を招いての講演型
講演型の公開研修会を行っていたが、
はじめて近隣の高等支援学校４校の教諭
教諭をパネリストとして招いた「パネ
ルディスカッション」を行った。「授業づくり
づくり」に焦点をおいている「今」
の本校には、現場で実際に「授業」を行
行っている教諭から、多くのことを
学び、共に考える場を設定したいと考えた
えた。その中でも、アイスブレイク
と参加者の声を発散する場を設定した。
。パネリストの情報提供を聞いたあ
とに、感想や質問などをカードに記入し
し、ホワイトボードで貼るようにし
た。その際に、書いてはるだけの行動ではなく
ではなく、周りの方との対話、また、
貼られたカードを見るための移動・人の
の動き、そしてそこでパネリストも
交えた多くの対話が生まれていた。この
この対話、空気感が、公開研修会の学びへとつながっている
びへとつながっている。「自己理解と経験
の広がり、つながりなどを大切にするキャリア
にするキャリア教育の意味、意義を正しく理解し、キャリア
キャリア教育の視点から授業づく
りを考えることにより、生徒との向き合
合い方、授業の在り方など教師自身の学び方が変化
変化する」ことを全体で確認す
ることができた。
参加者の半数は、外部からの参加であったが
であったが、このような学びの場を作り出せたのは、
、本校の学びの場を作り出す
力の表れである。新しい試みを柔軟に対応
対応できる組織力を確認することができた。これは
これは、組織として、学校として
のキャリア発達した成果だといえる。

北海道小樽高等支援学校

北海道札幌稲穂高等支援学校

•個別の教育支援計画
教育支援計画、個別の指導計画を合わせた「OKSライフキャリアプラン
ライフキャリアプラン」の発表
•平成25年度
年度よりキャリアカウンセリングを導入
•文脈学習理論
文脈学習理論をもとにつながり、学ぶ意味を大切にした教育活動
教育活動
•教科部会
教科部会を設け、教科間のつながり、連携を全職員で図る取組
取組

札幌市立豊明高等養護学校

•自己理解
自己理解と経験を広げる「職業」の実践
•個別の移行支援計画
移行支援計画を自分自身で作成（職業の中での「将来設計
将来設計」）

北海道新篠津高等養護学校

•自分の学校
学校を自分で紹介する「オープンスクール」の実施
•「キャリア
キャリア学習」～自己評価、肯定的な他者評価から自己理解
自己理解を深める学習

５ 生 徒 の学 びの充 実 のためには、教 師 の学 びの充
びの 実 を
H25
グループ研究において、生徒のキャリア
のキャリア発達を促す授業づくりをベースに取り組み、それぞれ
それぞれ自分が担当する「授
業」について、考える、問い直す機会になった
になった。それぞれ「グループにおいて、課題解決
課題解決したいこと」「学びたいこ
と」を上げ、日々感じている課題、悩みの
みの解決が「学び」であるとおさえた。
「生徒の学びの充実」は、全教職員が
が願い、日々達成に向けての努力をしている。平成
平成 25 年度は、その生徒の学
びの充実のためには、教師自身の学びの
びの充実が必要であることを確認し、「授業を考える
える」という学びをすすめるこ
とができた。
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本グループでは、「キャリア学習」を自分の言葉で説明する研修に取り組んだ。学びの学習効果が最も高いのは、
「教える」ことである。この「キャリア学習を説明する・教える」研修は、「キャリア教育」の定義、意義など本質
を理解し、本校における「キャリア学習」を整理する必要があり、大変学びが深く、成果が大きかったと言える。「オ
ープンスクール」の、生徒が自分の学校、作業学習を教えることの学びの深さも同様であり、大きな成果である。
説明文
キャリア学習が作業学習の中に位置付いているのは、作業や現場実習をとおして学習している「知識・技能・態度」を整
理し補完するためです。
将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力が求め
られている。この視点に立って、学校の特色や地域の実情を踏まえ、一人一人の必要な基盤となる能力や態度を育て、
発達の段階にふさわしいキャリア発達を促す教育。
私が考えるキャリア学習とは、『生きる力を身に付けさせる学習』です。『生きる力』とは、ただ単純な生命維持力ではな
く、生き生きと生きがいをもって生きて行くための力です。人間にはその力が必要不可欠であると思います。人間は生きて
いるからには日々充実した人生を過ごす権利を持っています。そのために必要な知識や技術そして働く力を蓄えるので
す。つまり、キャリア学習とは自分自身を見つめそして未来に向かって希望を持って羽ばたくための『自分を幸せにする学
習』であり『わくわくする学習』でなくてはならないと私は考えます。
私が考えるキャリア学習とは、自分たちがこれからの人生をどう展開していくか、そのためにどんなことが必要なのか、
それを実践する知識を得るのがキャリアの学習ではないかと考えています。誰でもよりよい人生を歩みたい、それはどう
いう人生？そこから話が展開できるとよいと思います。
生徒たちが、これから先、「生活する」「働く」「余暇を楽しむ」ことについて、「どう生きていくのか？」を考えたり、情報を集
めたりするための授業である。
大きくは、自分らしく生きるため、自分の将来(人生)について考え、知識や情報を得て必要な力を身につける学習。
一人一人の生徒が、将来、「働く」ことで、社会の一員としてなんらかの役割を担って生きていくということを意識させるこ
と。自分を知り、自分に自信を持ち、自分の進路を周囲と相談しながら自分で考え決め、目標持ち、それに向けて必要な
力を身につけようと努力する意欲を育てることが大切。（これはキャリア教育？）
…↑は、学校教育全般を通じて行われることかなぁと思いますが、あえて「時間」で設定されている本校では、作業面や
生活面(実践)での課題や疑問を洗い出し、よりよい解決の方法を考えたり、生きるために必要力(仕事面、生活面、余暇
面など)の知識や技能、態度を学習すること。そして、また実践面に返していくという経験を積み重ねていくことでしょうか。
社会参加（社会自立）をめざし、生徒個々の実態に応じて、自分の将来について自ら考え、「将来なりたい自分」になる
ための知識、技能を育て、経験を広げる学習であると考えます。
生徒たちが、様々な経験を通して自己を形成していきながら、生き方の一つの表現としての職業を選んでいく過程…?
そのプロセスがキャリア学習となるのではないかと思います。
よりよい生活を送るために、自己理解を深めたり「働く」ことの理解を深めたりする学習。
それがすべてではないが、一昔まえの高校を卒業した新入社員研修みたいなもので、それを個々の発達年齢に応じた
内容のもの。
将来、社会人となって自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するために必要な力(具
体的には、日常生活の力、社会生活の力、働く生活の力)を育てる教育。
キャリア学習は、キャリア教育における「要」である。
生徒は、学校の諸活動の中で「キャリア発達を促す」であろう学習場面に接している。しかし、それは各学習場面で断片
的に行われているため、キャリア学習の指導内容は扇の要のようにキャリア教育の要所を押さえて中心で留めるような役
割を持つといえる。
本人が今後生活していく上で自分の役割を知り、それを実践（活用）でき、よりよく生きていくことを学習することです。
これはワークキャリアのみならず、ライフキャリアについても同時に学習しなくてはならないことです。つまり働く力（work）
をつけることだけに捉われず、日常生活や社会生活に必要な力(life)をつけることを目標としています。
本来は学校におけるあらゆる学習機会でキャリア発達を学習しますが、本校ではあえて「キャリア」という時間を設けて
います。この時間は作業学習に含まれます。
生徒一人一人が、社会の中で自分らしい生き方ができるために必要な力が培われるように支援したり、育成する学習で
ある。
支援＝キャリア発達を支援すること
（４領域８能力の発達支援）
４領域＝「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将来設計能力」「意志決定能力」
８能力＝「自他の理解力」「コミュニケーション能力」：「人間関係形成能力
「情報収集・探索能力」「職業理解能力」：「情報活用能力」
「役割把握・認識能力」「計画実行能力」：「将来設計能力」
「選択能力」「課題解決能力」： 「意志決定能力」
育成＝社会的自立に向けた「生きる力」を育成すること
子ども達に、人生において職業につくことの意味とか、求められている役割を果たそうとする意欲や果たすための具体
的な力を身につけること、また、将来の生活に必要な力を身につけたり、役割を積極的に果たそうとする意欲を育て社会
生活を主体的に生きる力を育成する学習を指すのだと思います。学ぶ側の視点でとらえれば、「キャリア学習」という言い
方になり、自分自身を見つめる学習であると思います。
自己の可能性を広げるために必要なskillを生徒に気づかせる学習。
この中には進路選択に必要な知識、職業に必要な技能、余暇を含む生活に必要な技能などが含まれる。
キャリア学習は、教科・領域を合わせた学習として作業学習の中に位置づけられている学習です。
端的に言うと「座学の作業」です。
作業学習は、いわゆる実習室等での「実技・実習」が中心で、それを通して、作業（仕事）をするための態度、技術習得
などを学習しますが、キャリア学習では、作業学習での課題をフィードバックさせると同時に、生徒がより主体的に取り組
めるよう、作業学習での「働くこと」の意味付け、価値付け、方向付けを行うこと基本とした学習を行います。
更には、「働くこと」の意義を考えることを起点に、進路選択、自己実現のための方法、自己の可能性の拡大を図るもの
です。
従来の生活単元学習でも行われていた「現場実習に向けて」の単元内容とも相互補完しつつ、通年にわたって行われる
学習です。
本校における「キャリア学習」は、いわゆる「キャリア教育」と同義語ではない。学習指導要領に位置づけられているキャ
リア教育（キャリア発達を促す学習）を促す教育「職業教育」のうちに含まれる一部である。
キャリア学習は、本校の教育課程において作業学習の授業時数に含まれている学習活動で、本校における作業学習の
意味付けや価値付け等補完的な学習を行うことによって、最終的には学ぶ意欲、働く意欲の向上につなげることを目標と
している。
具体的には、人間関係、情報活用、将来設計、意志決定の能力の定着・向上を図る指導を行う。
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本グループでは、日々の現実の授業と、理想の授業を照らし合わせた。「授業づくり」に際し、時間・生徒の実態
に関する情報交換が足りない現実や目標設定や指導内容選定の困難な現実が上げられている。これらの問題は、日々
の業務に追われ、同じように感じている人も多い。グループ内でその問題に共感し、経験してきた改善策などを共に
考え、情報交換ができたことが成果である。
現実の授業

・課題（授業内容）の設定ミス
実態把握

・実態把握ミス
・生徒の実態に合わないい教材を設定してしまう
・生徒一人一人の実態を把握できていない

理想の授業
わかる！わかった！

・生徒の実態把握や共通理解が不十分

・みんながわかる授業
・どの生徒も「できた」「わかった」という達成感のある授業
・生徒が「わかった」と思える場面が何回もある
・生徒一人一人が一つでも「できた」「やった」と思える授業

・一人一人の実態をきちんとつかんで一人一人にあった授業内
容や設定すると教材を準備することがなかなか難しい
生徒

・学びの意欲が低い

・生徒に伝わる

・生徒の気持ち（情緒）が不安定

・授業で伝えたことが頭に残る

・年計（題材）が決まっている上での授業なので、生徒の実態と合

・能動的な
・生徒一人一人が活動に参加し、お客さんにならない

致しないこともある
教育課程

・子どもにあわせた教育課程ではなく、教育課程を子どもにあわ

技と工夫

・指導計画がしっかりしていない（系統立て、目標）

・板書、掲示が計画的でわかいやすい
・わかりやすい言葉掛け、声など
・授業の量（学習活動）が時間に対して適切

せようとしてしまう

・１年間の授業にメリハリがあり、飽きない授業（興味をひく、発見

・学科制 特に既設学科と生活科の仕切りを考え直そう（希望し

がある、おどろきがある

ていない学科の実習はつらい→学科を移れるようにできない

・知識が身に付く

かなど）

・オリエンテーションで伝えたいことが伝わる

目標

・生徒の目標を覚えきれない

・達成感を子どもが感じられる授業

・一人一人の目標があいまいなまま授業をしている

・生徒にとってわくわくする発見のある授業

・考えることを重視してしまい生徒の発見、気づきをさそう工夫が

・生徒のやる気を引き出せる
やる気

ない
・指導目標がきちんと決まっていない

・授業でやったこと（作品、製品、発言、解答など）に自信がもてる
・生徒が意欲的に参加できる

指導力

・生徒の理解度の把握がむずかしい

・次を楽しみにできる

・わかりやすい話し方ができていない

・楽しい

・授業の小技がたりない

・全員が発言できる

・手立てが不十分

・実態にあった教材の準備をする時間がない
・共通理解、同じ方向を向いた指導のあり方が難しい

目標と評価

・準備の時間がたりない（会議、保護者対応など）

・指導目標がはっきりしており、そのポイントが生徒に伝わる
・設定（計画）～授業～評価がしっかりできる
・わかりやすい目標設定

時間・
ゆとり

・教材研究の時間がたりない
・教員のゆとり（心）がない

・生徒の実態（課題）にあった授業内容

・集団で同じことをするのには、教材的、時間的に難しい場面が
実態

ある

・生徒の実態にあった内容の授業

・準備不足
・教材研究を深める時間がたりない
・Ｔ.Ｔの打ち合わせができず、効果的に進められない
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本グループでは、サブティーチャー（
（以下、ST と記載）になる教職員が多く、ST の役割
役割、動きに着目した。T.T
が効果的に活用されるためには、日常的
日常的なチームワークが必要であり、皆チームワークの
チームワークの向上を望んでいる。そして
その効果に大きな期待をしていることが
をしていることが確認できた。「循環するチームワーク」の仮説をたて
をたて、組織のしかけとして、
アクションを起こす必要性を投げかけている
げかけている。ST が授業においても大きな役割、意味をも
をもつことを確認し、ST シー
トを作成し、授業公開したことが成果である
である。また、栄養教諭と養護教諭の「栄養会」の
の存在も大きな成果である。
専門的な知識をコラボレーションし、新
新しい取組への一歩を踏み出した。
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Ⅳ

本校の教育を見直す

１ 一 人 一 人 が想 う学 校 の「幸 せの一 番 星 」
H24
生徒、教師、学校の幸せを考える前に、どのような学校を目指しているのか、どのような学校が理想なのか、また
組織の一員としての役割は何か、自分自身の考えを整理するところから始めた。PATH の技法をアレンジしたワーク
シートに個人で記入し、全体で共有した。
多種多様な「一番星」が上げられた。自分と同じ考えには共感し、自分にはなかった考えを見ることにより、考え
を広げることができ、「学校の目指すものは何か」を考えるきっかけになり、また自分自身の役割は何か、何に取り
組むのか考えることができた。一人一人が学校のある姿を考え、「幸せの一番星さがし」の「はじめの一歩」を踏み
出すことがきた。

今

必要な人

必要な力

はじめの一歩

ゴール

一番星

低くとらえてい
る人が多い

専門職から保
護者、地域の
人までなど多
様な人が必要

行政、医療、
財力、教育力
など多様な力
が必要

自分自身の一
歩、学校として
の一歩など

さまざまな角
度から書かれ
ている

人の数だけ、
理想、夢の学
校がある

自分が

自分が

自分の

なるべき姿

もつべき力

役割を意識

現状に満足は
していない…

本来
どの学校にも
必要なこと

思いは
さまざま

２ 新篠津の価値再発見
H24
全教職員が生徒のためによりよい教育を、よりよい授業を思う気持ちは同じである。これからの本校の姿を考えて
いく上で、今までの新篠津の価値を再認識し、共有し共感することをねらいとして取り組んだ。自分と同じ価値観、
異なる価値観もあり、多くの目で学校を見ることの大切さを感じることができた。
「ココが変」の項目では、年度末反省や普段の反省などにも表面化されない多くの声が上げられた。普段思っては
いても、なかなか声に出す機会がなかった、できなかった貴重な声であり、この一つ一つが良い悪いという判断では
なく、これらの声、一つ一つの気づきも学校をつくっていく大切な声であり、「価値」であることを確認することが
できた。同じ取組でもプラスとマイナスの両面の見方があり、一つではない現状を知ることができ、これら全ての声
を本校の「今」ととらえ、共有することができた。
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３ 新 篠 津 の「今 」を共 有
H24
「幸せ一番星さがし」や「新篠津の価値再発見」などを通し、本校の「今」をとらえることができ、共有すること
ができた。前向きなことも、批判的なことも含め、多種多様な意見が出されたが、これが本校の「今」なのである。
同じ取組でも、プラス、マイナスの両方の見方がある。その結果を受け、やはり「ねらい」が大切であり、「ねら
い」の共通理解が必要であると、グループ発表から出されている。確かに、様々な意見が多々あり、どのように共通
理解を図ったらよいのかと困惑するが、全職員が「生徒の発達のために、成長のために」と考えているところは同じ
である。どのような指導方法が効果的か考え方はそれぞれ異なるが、同じ目的のために、生徒のために指導している
ことを共有、共感することができた。
また、この一つの取組に対しても、様々な見方、評価があることをプラスに考えるならば、本校にはそれだけ多角
的に物事を見られる、考えられる目がたくさんあるということである。方法や手段もアイデアも多数あることになる。
この多数のアイデアを引き出す場、活用できる場が、幸せの一番星さがしにつながる。
キャリア教育の中で「今」は大きな意味をもつ。
「今」
は現実であり、かつ将来の礎であり、「今」は過去を
取り戻すことができると渡辺三枝子氏は述べている。
本校における現在の教育活動も、今までの積み重ねで
あり、そして未来への土台となる。社会が大きく変化
している中で、学校も変化すべきものは、今変える必
要がある。
生徒のキャリア発達を支援するために、学校の「今」
を整理し、良いもの、継続すべきものには、意味付け、
価値付けをし、改善すべきものには、方向付けをする
必要がある。生徒のキャリア発達を支援するために、
私たち教師は何ができるのか、よりよい方策を探し続
けることが大切ではないかと考え、キャリア教育の視
点から「今」をみつめ直した。

Ⅴ

つながり

１ たてのつながり
H24
指導形態ごとに入学から卒業までの３年間分の年間指導計画を時系列でつなぎ、「見える化」を行った。 「見える
化」したことにより、３年間の流れを視覚的にとらえることができ、また他学年、他学科の取組を知ることができた。
「見える化」した３年間の流れから、取組の一つ一つを意付け、価値付け、方向付けを行った。グループ内で、一
つ一つの取組を振り返り、ねらいを再確認することができた。
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学校行事・
生徒会活動

進路指導

入学式
1
身体測定
学
年 ４月 生徒会役員

遠足
大掃除
７月 １学期終業
式

・自分の長所、短所・夏休み中 （生）現場実
の計画・日課
習に向けて
・夏休み中の生活心得
・休み中の生活を振り返る

生徒総会
体育大会

２学期始業
式

現場実習
（引率）

９月

・さまざまな職種（業種）・社会 （生）自分で
への貢献・ 休日、収入
できることを
１０月
増やそう①
（総）交流学
習
学校祭総練
・新高祭、新高祭準備の日程・ （生）自分で
習
新高祭の準備と心・さまざまな できることを
１１月 学校祭
職種（業種）・社会への貢献・ 増やそう②
休日、収入構え・新高祭の反
省
生徒会選挙 第１次進路 ・立候補、推薦、応援・選挙の
大掃除
希望調査
しかた・ 冬休み中の計画・日課
１２月 ２学期終業
・冬休み中の生活心得・ 休み
式
中の生活を 振り返る

断片的に行っているものを「関連づけ」
」て行うことが必要ではないかと思う。「こ
の学習は、次の○○の学習のために行っている
っている」などと、学ぶ意味を理解してから、

・現場実習の心構え
・働くことの大切さ
・現場実習の成果

８月 身体測定

を学ぶ場になっている。多岐にわたる
にわたる学習をより効果的に学びを深めるためには、

キャリア学習

６月

社会見学
５月

ことを学ぶ。一つ一つが意味のある貴重
貴重な学習であり、生徒にとって「生きる力」

生単・総合

ＬＨＲ

・学級目標 ・個人目標 ・ 学校 （生）高校生 ・自己紹介、私のプロ
生活の決まり ・日課表につい になって
フィール
て ・各委員・委員会につい
て・HRでの役割 ・言葉遣いマ
ナー ・交通ルールとマナー ・
事故と危険防止
・集団活動の心得
（総）地域を ・働くことの意義
・社会見学の意義
知ろう
・作業学習の目標
・宿泊研修の計画、準備
・３年間の作業学習予定
・勤労と報酬・労働災害
・働くとは、いろいろな仕
事
・体育大会の準備、心構え
（総）私たち ・社会人としてみにつけ
の心と体① たいこと
・服装や身だしなみ

任命式

「たてのつながり（3 年間の流れ）」からもわかるように
からもわかるように、生徒は 3 年間で様々な

１月

・食べ物と栄養、食事のしかた （総）私たち
・歯みがき、手洗い、うがいな の心と体②
どの予防策について

生徒総会

・自分の特性と長所・様々な職 （総）世界の
業
中の日本

卒業生を送
る会
卒業式
大掃除
修了式

・卒業について・卒業生を 送る （生）進級に
会の計画と準備・ 学習のまとめ 向けて
(成果と課題)・学級活動の反
省、資料整理・ 進級に向けて

２
学
年

1学期始業
式
入学式

・教室整備、係活動、学級目標 （生）2 年生に ・自分をもっと知ろう
・歓迎会準備、
なって

４月 身体測定

・ 先輩とし
ての自覚
よ り 成形②
「 つみあげ
る 」 「 ひろ
げ る」

・自分の長所・短所
・個人目標
・集団生活の意義、心得
・宿泊研修の計画・準備

学ぶことになれば、意欲も理解も増すのではないか
すのではないか。

（生）社会人 ・働くことの意義
になるため ・２年生になっての作業
に①
の目標
・これからの作業学習予
定を知る
・勤労と報酬・労働災害
・働くとは、いろいろな仕
事
・卒業後の進路を 考える
・体育大会の準備、心構え・ 練 （総）宿泊研 ・社会人としてみにつけ ・ 自信を
習時の健康安全・ 体育祭の反 修
たいこと
持っ て
省・ 避難場所、方法の確認・不
・時間の活用
審者の理解とその対応
・服装や身だしなみ
よ り 成形③
・交通ルールとマナー・ 事故と （生）現場実 ・作業学習の目標の評 「 ひろ げ
る 」 「 けず
危険防止・ さまざまな職種（ 業 習に向けて 価と反省
る 」 「 大き
種） ・社会への貢献・休日・収
・働くため に必要な力
入・ 夏休み中の日課の計画・
・あいさつ、返事、報告 なもの １ 」
夏休み中の生活心得
・言葉遣い、上下関係

５月

生徒総会
体育大会
６月
宿泊研修

７月

８月

藤田晃之氏（筑波大学教授）は、キャリア
キャリア教育推進の背景に、「学びの意味が見

遠足
大掃除
１学期終業
式

２学期始業
式
身体測定
現場実習
（単独及び
引率）

９月

えていない。だから、なぜ学ぶのかを学
学ぶのがキャリア教育」と述べている。生徒

学校祭総練
習
学校祭

・仕事を休まず続ける た ・ 実際の職
めに
場を意識し
・社会人のマナー
て
・施設職場見学に向け
て
共通題材
・現場実習の心構え・働くこと
・欠勤や体調管理
の大切さ・ 働くために必要なこ
・現場実習の事前、事後 「 新高祭の
取り 組み」
と・ 現場実習の成果。
実習
・事前面接
・卒業後の生活
（生）社会人 ・これから卒業までの高 校外販売
・自分の進路希望。
になるため 校生活の目標
に②
・働くため に必要な力
・社会人としての礼儀、
態度
・新高祭の準備と心構え
・新高祭の反省。

生徒会選挙 第２次進路 ・立候補、推薦、応援
大掃除
希望調査
・選挙のしかた
２学期終業
・冬休み中の日課の計画
１２月 式

１月

３
学
年

（総）世界の ・余暇･休日の過ごし方 ・ 様々なし
中の日本
・働く生活の実際
ごと
・収入と生活
よ り 成形④
（生）社会人 ・人生設計
「 あわせて
になるため
つく る １ 」
に③

３学期始業
式
身体測定

・食べ物と栄養、食事のしか
た・歯みがき、手洗い、うがい
などの予防策について

・進路選択

・ 進級に向
け て（ 学年
の まと め）

生徒総会

・友だちであるための節度ある （総）私たち
つき合い方
の心と体

・自己実現にむけて
・自分の生き方と進路
・進路選択

よ り 成形⑤
「 大き なも
の２ 」

卒業生を送
る会
卒業式
大掃除
修了式

・卒業について・送る会の計画 （生）進級に ・次年度の目標
と準備・学習のまとめ(成果と 向けて
・進路選択
課題）
・福祉制度
・学級活動の反省・資料整理・
進級に向けて

２月

３月

1学期始業
式
入学式
身体測定
生徒会役員
４月 任命式

・３年生の心構え
・年間行事予定
・教室整備
・係活動
・学級目標、個人目標

（生）最上級
生になって

・ 効率的な
生産

（総）修学旅
行

よ り 成形⑥
「 規格を合
わせる 」
「 大量生
産」
よ り 成形⑦
「 あわせて
つく る ２ 」
「 大き なも
の３ 」

職業相談
（一般就労
希望者）

・見学旅行の計画、準備・集団
生活のきまり・見学旅行の反
省

生徒総会
体育大会

重度判定
（一般就労
希望者）

・６～７月の学校生活・現場実 （生）卒業後
習の概要、面接・男女交際、生 の生活に向
活態度・体育大会の計画、準 けて①
備・ 練習期間の健康安全・現
場実習の計画・事前面接のマ
ナー
・夏休みの日課
（生）現場実
・夏休みの生活心得
習

・ 正確なし
ごと

・現場実習の準備、心構え・ 実
習中の諸注意

・ 作業の質
を 高める

５月

７月

８月

遠足
事前面接
大掃除
１学期終業
式
２学期始業
式
身体測定

よ り 成形⑧
「 細工」
「 装飾」
校外販売

共通題材
「 新高祭の
取り 組み」

現場実習
（単独前提）
９月

現場実習
・現場実習の反省と成果
（単独前提） ・自分の進路希望

１０月

１１月

学校祭総練
習
学校祭
生徒会選挙
大掃除
２学期終業
式

・新高祭の計画、準備・集団行 （生）卒業後
動のきまり・ 役割分担・冬の衣 の生活に向
食住・働く生活、社会生活にお けて②
ける健康管理
・冬休みの日課
（総）私たち
・冬休みの生活心得
の心と体

・ 自分で決
める

・冬休みを振り返る
・３学期の学校生活

・ 学習の成
果を生かす

自由製作
「 企画」
「 立案」

１２月

たてのつながり 一覧表

農業科
・ オリ エンテー
ション
・ 野菜及び花壇
用の鉢上げ
・ 播種
・ 蒔き溝づくり
・ マルチング
シートはり
・ 定植
・ 支柱誘引と整
枝
・ ポリ ポット、プ
ラスチイク鉢の
洗浄

・ 中耕除草
・ 培土
・ わき芽摘み
・ 収穫
・ 生産物の販売
・ 圃場整理
・ 農用具の手入
れ
・ 農場実習の反
省

・ 豆腐づくり
・ みそづくり
・ ソーセージづ
くり
・ もやし、スプラ
ウトづくり
・ ドライフラワー
づくり
・ 観葉植物の挿
し木
・ 除雪
・ 野菜の播種
・ 反省

３学期始業
式
１月 身体測定
生徒総会
２月

卒業生を送
る会
３月 卒業式

（生）（ 総）
卒業に向け
て

・卒業までの学習予定
・各種手続きの内容
・学校生活の思い出、反省
・卒業式練習
・就労内定通知の受取
・進路先での勤務要領
・社会人のマナー、モラル

・クリーニング オリエンテーション
・ オリ エンテー
の作業内容を ・年間の作業内容について
ション
知る。
・「 働く生活に必要な力」（態度、習 ・ 播種
慣、心構え） を確認し、目標を決定 ・ ポッ ト上げ
・ 施肥
・ 整地
・ 畝づくり
・ 播種
・作業工程を 清掃①窓清掃
理解し、決めら 清掃②校外窓清掃（新篠津村役 ・ マルチング
シートはり
れた手順に
場）
沿って正確に ・清掃場所に応じた工程を実践で ・ トンネルづくり
・ 播種
作業する。
きる。
・準備や後片付けを自主的に行え ・ 定植
・ 支柱立てと誘
る。
・工程を確認しながら作業を 進め 引、整枝
る ことができる 。
・相手と協力し ・協力して作業に取り組む ことが
て作業し、綺 できる。
麗にたたんで ・自分に与えられた仕事を責任を
持って取り組む。
仕上げる。
・作業手順を ・集中して最後まで働く態度を養
理解し、決めら う。
・ わからない時や困ったときは、す
れた手順に
沿って作業で ぐに報告や質問ができる 。
きる。

・作業手順を
理解し、決めら
れた手順に
沿って作業で
きる。
・受注作業を
通じ、緊張感
を持ち自分の
役割を果た
・丁寧に仕上
げる とともに迅
速に進めるこ
とができる 。

製材から始め
ることにより、
作業に必要な
体力、協調
性、調整力の
さらなる 向上
をめざす。作
業工程を確認
し、周りの状況
を判断しなが
ら行う。

・即売の準備
を通して、適切
な接客を 身に
つける。
・協力して作業
し、迅速に進
め、じゅうたん
を傷つけない
ようにする。
・必要な用具
の使い方を体
得し、協力して
作業できる 。
・品物を傷めな
いように丁寧
に洗う。
・正確に作業
するとともに、
基本的な裁縫
の方法を身に
つける。

修学旅行

６月

３～４人のグ
ループで取組
み、協同作業
の充実を 図
る。わからな
いことを自分
から聞く作業
態度を養う。ま
た、疑問やつ
まづきを設定
することによ
り、自ら考え、
解決する力を
身につけ、わ
からないとき
は聞く態度を
身につける。

・現場実習の心構え・働くこと
の大切さ・ 働くために必要なこ
と・ 現場実習の成果

１０月

１１月

や満足感を感じられるのではないか。
。日々の取組のつながりも考える必要がある。

家庭科

クリーニング科

板づく り 成
形「 の ば
す」 「 切
る」

３月

生徒会役員
任命式

が学ぶ意味を理解することにより、学ぶ
ぶ意欲が増し、さらに理解度が増し、達成感

木工科

木工作業での ・クリーニング オリエンテーション
基礎、基本（働 の作業内容を 清掃の基礎
く態度、安全、 知る。
衛生に対する
・時間、服装、挨拶など基本的な
知識、作業工
決まりを実践する。
程）を 身につ
・返事、報告、けじめなど基本的な
ける。
・作業工程を 働く態度を身につける。
理解し、決めら ・安全、衛生に対する知識や決ま
れた手順に
り を覚える 。
沿って正確に ・道具の名称、用途を覚える 。
作業する。
・清掃場所に応じた工程を理解す
る。
・ 仲間とは
・確実に食べ ・準備、後片付けを自主的に行う
たらく
かすを落とす ことができる。
ことを理解し、
組み立て整
正確に作業す
形①「 はり
る。
・作業学習の目標の評 あわせる」
ミニすのこで ・確実にしわを 調理
価・反省
学んだ基礎、 伸ばしながら ・衛生、安全について知る。
・働くため に必要な力
基本を理解し きれいに仕上 ・基本的な食材について知る 。
・あいさつ、返事、報告
応用する力を げる 。
・簡単な調理ができる。
・言葉遣い、上下関係
つける。大型
・身だしなみ
・ 客（ 相手) 製作物の共同 ・作業工程を 縫工
・作業学習の目標の再 を 意識する 作業によ るコ 理解し、点検 ・道具、名称、用途を覚える。
考
ミュニケーショ 漏れがないよ ・安全に留意して作業を進めるこ
・仕事を休まずに続ける 共通題材
ン能力を身に う作業する。 とができる。
ために・社会人のマナー 「 新高祭の つける。
・工程を確認しながら作業を 進め
取り 組み」
・こんな時どうする
・丁寧に仕上 る ことができる 。
・欠勤や体調
げる とともに迅
校外販売
速に進めるこ
とができる 。
・これからの高校生活の
・受注作業を
目標
通じ、緊張感
・働くため に必要な力
を持ち自分の
・社会人としての礼儀、
役割を果た
態度
す。
・余暇・休日の過ごし方 ・ 反省を生
・相手と協力し
・働く生活の実際
かす
て作業し、綺
・収入と生活
麗にたたんで
組み立て成
仕上げる。
蹊②「 ろく
・人生設計
ろ 」 「 円き
・協力して作業 清掃ー教室
り 」 「 ひろ
し、迅速に進
げ」
め、じゅうたん ・自分に与えられた仕事に責任を
を傷つけない もって取り 組む。
ようにする。
・集中して最後まで働く態度を養
・進路の種類
・ 進級に向
・必要な用具 う。
・進路選択
け て（ 学年
の使い方を体 ・ わからないことき、困ったときに
の まと め）
得し、協力して は、すぐに連絡、報告する。
作業できる 。 ・将来の働く生活に関心持ち 、作
・自己実現にむけて
よ り 成形①
・決められた手 業学習との関連を理解する 。
・自分の生き方と進路 「 より をつ
順に沿って正 ・協力して働くことの大切さを知
・進路選択
く る」 「 つ
確に作業す
る。
みあげ る」
る。
・次年度の目標
・基本的な裁
・進路選択
縫の方法を身
・福祉制度
につける。

３学期始業
式
身体測定

２月

産業科
・ 作業(学
習） に 慣れ
る

卒業制作
「 応用」
「 まと め」

縫工
・ 中耕除草
・道具の名称や用途を覚える。
・ 培土
・安全に作業を行うことができる。 ・ わき芽摘み
・必要に応じて協力して準備や片 ・ 芽かき
付け、作業を行うことができる。
・ 収穫
・ わからない時や困ったときは、す ・ ポッ ト上げ
ぐに報告や質問ができる 。
・ 施肥、耕起、
整地
・ 植え付け
調理
・調理に応じた身支度ができる 。・ ・ マルチング
安全に作業を 行うことができる。・ シートはり
必要に応じて協力して準備や片付 ・ 播種
け、作業を行うことができる。・ わ ・ 定植
からない時や困ったときは、すぐ ・ 間引き
に自分から報告や質問ができる 。 ・ 芽かき
・ 整枝管理
・ わき芽摘み
・ 中耕除草
・ 生産物の販売
介護
・介護に取り 組むための心構えを ・ 圃場の整理
・ 用具、農業資
知る。
材の手入れ
・介護の対象者について知る。
・自分や対象者の安全確保につ ・ ソーセージづ
くり
いて必要な事柄について知る。
・介護について必要な事柄を知
清掃（トイレ 清掃）
・ ソーセージづ
清掃（フロア清掃）
くり
・清掃場所に応じた公定を実践で ・ 生キャラメル
きる ・準備や後片付けを自主的に づくり
行える・ 工程を確認しながら作業 ・ 新田華園実習
をすすめ ることができる。・ 協力し ・ 除雪
て作業に取り組む ことができる 。・ ・ 播種
自分に与えられた仕事を責任を ・ 反省
もって取り 組む。・集中して最後ま
で働く態度を養う。・わからない時
や困ったときは、すぐに報告や質
問ができる 。

生活家庭科

芸術

生活園芸科

体育

歌唱（校
歌）

オリエン
テーショ
ン

集団行動

エアロビ ク
ス、ストレ ッ
チ

↓

デッサン

陸上競技
Ⅰ

ランニン
グ、ウォー
キン グ、ブ
レッ グスタ
イム

｜
絵手紙
歌唱、器
楽、鑑
賞、身体
表現
｜
七宝焼
（歌唱： 斉
唱、2 部合
唱）

↓

・自分の作業に適した服装を整 ・青空まつり
える ことができる。
・現場事前実
・作業に必要な道具を準備する こ 習(1年)
とができる。
・決め られた作業工程に従って
正確に作業を進めることができ ポット、鉢洗い
る。
・指示を聞き行動することができ
る。
・丁寧に作業をする ことができ
・農場の片付
る。
け、耕起
・豆類の脱
粒、選別

｜
（楽器の
奏法、合
奏）

↓

・他の人と協力しながら作業を進 即売報告会
めることができる。
・分担した作業を 最後までやり遂
げる。
・必要な場面で、返事、報告、あ
いさつができる。
除雪
・道具、材料の後片付けができ
る。
・安全に作業をする ことができ
る。
・作業を振り返り、自分の行動を 温室栽培管
評価するとともに行動目標を意 理
識する。

｜

↓

球技Ⅱ

工作（か
みコプ
ター）

式歌

・ポット、鉢洗 ｜
い
・ハーブ石け
んつくり
・食品加工に適した身だしなみや ・羊毛加工
↓
衛生面への配慮ができる。
・紙工のし袋
・説明や指示を聞いて作業に取 つく
り組む ことができる。・ 決められた
作業工程に従って正確に作業を
進める ことができ る。・ 他の人と
協力しながら作業を進めることが
できる 。
・安全に気をつけて作業をするこ
とができる。・製品の販売に必要
なあいさつ、受け答えなどができ
る。
・１年間の予定を 知り、学習に対
するおおまかな見通しを持つこと
ができる。
・生活家庭科の実習における 約
束事を確認する 。
・手縫いやミシンに関する 縫い方
の基本を身につけることができ
る。
・落ち 着いて作業に取り 組むこと
ができる。
・決め られた作業工程に従って
正確に作業を進めることができ
る。
・流れ作業の中で、自分の分担さ
れた工程に責任を持ってやり遂
げることができる。
・手早く正確な作業ができる 。

器械運動

鑑賞とま ↓
とめ

・オリエンテー 歌唱、器 オリエン
ション
楽、鑑
テーショ
・野菜類播種 賞、身体 ン
・野菜、花類 表現
ポット上げ
・農場の雪割
り、耕起

集団行動

エアロビ ク
ス、ストレ ッ
チ

・肥料撒き
・豆、野菜類
の播種
・野菜類の定
植

陸上競技
Ⅰ

ランニン
グ、ウォー
キン グ、ブ
レッ グスタ
イム

作物栽培管
理

収穫・販売

絵手紙

｜
一版多色 ↓
（その他、 木版画
前年度の
発展）
｜
水泳

・青空まつり ｜
平面構成 ↓
・現場実習に （実態に
関する 学習
合わせて
教材選
定）
現場事前実 ｜
立体造形 陸上競技 長距離走
習
Ⅱ、球技Ⅰ
・ポット、鉢洗 ｜
い
・農場の片付
け、耕起
・豆類の脱
粒、選別
・指示を聞き、丁寧に作業するこ 即売報告会 ｜
とができる。
・身だしなみや衛生に気をつけ 除雪
↓
る。
・決め られた作業工程に従って
正確に作業を進めることができ
る。
・協力しながら作業を進めること
ができる。
・工程表に従って作業を進めるこ ・鉢上げ
式歌
とができる。
・温室栽培管
理

球技Ⅰ

模写

↓

スキー

ポット・鉢洗い ｜

工作

・羊毛加工
↓
・紙工
・花壇花等の
播種

鑑賞・まと ↓
め

・時間を守り､作業に集中する 。 ・肥料撒き
・作業に適した服装ができる。
・花壇苗の定
・指示をよく聞き､安全に作業を 植
進める ことができ る。
・返事、必要な場面での報告、挨
拶ができる。
・衛生面に気をつけて製品作り
ができる。
・丁寧に作業を行うことができ
作物栽培管
る。
理
・周囲の人と協力して作業ができ
る。

・作業手順を 縫工
理解し、決めら ・安全に作業を行うことができる。
れた手順に
・必要に応じて協力して準備や片
沿って作業で 付け、作業を行うことができる。
きる。
・ わからない時や困ったときは、す ・ 収穫
・製品の販売に必要な挨拶、受
ぐに報告や質問ができる 。
・ 生産物の販売 け答えなどができる 。
・ 圃場の整理
・ 用具、農業資
材の手入れ

収穫・販売

現場事前実
習

｜
絵手紙
（その他、
前年度の
発展）

集団行動

エアロビ ク
ス、ストレ ッ
チ

ランニン
グ、ウォー
キン グ、ブ
レッ グスタ
イム

↓

工作（凧） 水泳

（実態に
↓
合わせて
教材選
定）
｜
スクラッチ 軽スポーツ 長距離走

・収穫、販売 ｜
・加工品等の
制作

模写

即売報告会

エッチン
グ

｜

・完成を意識して作業に取り 組む ・花壇の片付 ↓
ことができる。
け、耕起

温室栽培管
理

器械運動

｜
七宝焼き 陸上競技
（斉唱、2
Ⅰ
部・3部合
唱）

｜

エアロビ ク
ス、ストレ ッ
チ、ブレッ
グスタイム

七宝焼き 球技Ⅱ

・作業工程を 清掃①窓清掃
・自分の分担 理解し、決めら 清掃②校外窓清掃（新篠津福祉
を理解し実行 れた手順に
園）
することができ 沿って正確に ・安全に作業を行うことができる。
る。
作業する。
・作業工程を理解し、清掃場所に
応じた手順で効率よ く作業する こ
・相手のことを
とができる。
考えながら協
・必要に応じて協力して準備や片
力して取り 組
付け、作業を行うことができる。
むことができ ・相手と協力し ・集中して最後まで働く意欲、態度
て作業し、綺
る。
麗にたたんで を養う。
・ わからない時や困ったときは、す
仕上げる。
ぐに報告や質問ができる 。

・必要な用具 調理
・ ソーセージづ
の使い方を体 ・調理に応じた身支度ができる 。・ くり
得し、協力して 安全に作業を 行うことができる。・ ・ 生キャラメル
作業できる 。 必要に応じて協力して準備や片付 づくり
け、作業を行うことができる。・ わ ・ 新田華園実習
・品物を傷めな からない時や困ったときは、すぐ ・ 除雪
いように丁寧
に自分から報告や質問ができる 。 ・ 反省
に洗う。
・正確に作業 まとめ
するとともに、 ・３年間で学んだことを振り返り 、
基本的な裁縫 自己理解を深める。
の方法を身に
つける。

↓

スキー

自画像

・1年間の予定を知り 、学習に対 ・オリエンテー 歌唱、器 オリエン
するおおまかな見通しを持つこと ション
楽、鑑
テーショ
ができる。
・花壇花等の 賞、身体 ンＡ
・作業の個人目標を 考える ことが 播種
表現
できる 。
・花類ポット上
げ
・花壇の耕起

・学校祭に向 とができる 。
け良い製品を
・即売の準備
製作する。
を通して、適切
な接客を 身に
つける。
・作業学習の ・協力して作業 清掃③フロア清掃
反省をする． し、迅速に進 ・安全に作業を行うことができる。
自分たちの
め、じゅうたん ・作業工程を理解し、清掃場所に
持っている 知 を傷つけない 応じた手順で効率よ く作業する こ
識、技術で製 ようにする。
とができる。
作できる物を
・必要に応じて協力して準備や片
考え実行する
付け、作業を行うことができる。
ことができる。
・集中して最後まで働く意欲、態度
を養う。
・ わからない時や困ったときは、す
ぐに報告や質問ができる 。

水泳

｜
紙版画
陸上競技 長距離走
（様々な
Ⅱ、球技Ⅰ
音楽家や
楽曲につ
いて）
｜
立体造形 球技Ⅰ
エアロビ ク
（ハンドク （粘土を
ス、ストレ ッ
ラップ、手 使って）
チ、ブレッ
話など）
グスタイム

・カヌーの製作 ・クリーニング オリエンテーション
・ オリ エンテー
を通し最上級 の作業内容を ・１年間の学習予定を 知る。
ション
生として意識 知る。
・自分の課題を振り返り、3年の目 ・ 播種
をもつ。
標を設定する 。
・ 培土
・ 追肥
・今までの学
習で得た知
識、技術を 生
かし総合的に
取り組む。

・今までの学 ・受注作業を
習で得た知
通じ、緊張感
識、技術を 生 を持ち自分の
かし一人で最 役割を果た
後まで仕上げ す。
ることができ ・丁寧に仕上
る。
げる とともに迅
速に進めるこ

体力つくり

・家庭科の実習における約束事 ・オリエンテー
を知る 。
ション
・1年間の予定を知り 、学習に対 ・野菜・花類
するおおまかな見通しを持つ。 ポット上げ
・農場の雪割
り
・時間いっぱい落ち着いて作業 ・肥料撒き
に取り組むことができる。
・豆、野菜類
・手縫いの基本技術を身につけ の播種
る。
・野菜類の定
・道具の準備後片付けができる。 植
・安全に作業をする ことができ
・ミシンの準備、後片付けができ 作物栽培管
る。
理
・ミシンを使って直線縫いができ
る。
・安全にミシンを使うことができ
る。
収穫・販売

式歌

・除雪
｜
・ポット、鉢洗
い
・花き栽培、 ↓
管理
・ポット、鉢洗
い

軽スポー エアロビ ク
ツ、球技Ⅰ ス、ストレ ッ
チ、ブレッ
グスタイム
球技Ⅰ

↓

鑑賞・まと スキー
め

器械運動
↓

２ よこのつながり会議
H24
各グループでそれぞれの取組を「意味
意味づけ、価値づけ、方向づけ」を行い、その内容を
を共有し、「つながり」を考
えることにした。各グループでだされた
グループでだされた「他との関連、つながり、提案」をまとめ、テーマをしぼり
テーマをしぼり、一つのテーマ
に対し３～４名のパネリストを選出し、
、各自の立場での考えやアイデアを発表した。フロアは
フロアは、パネリストの発表を
聞き、「賛成する意見」「自分のアイデア
のアイデア」などを記入した。生徒のキャリア発達を支援
支援するために、魅力ある教育
活動を行うためにどのようにしたらよいのか･･･という
うためにどのようにしたらよいのか･･･という視点で考えることができた。結論を
を導くことはできなかったが、
多くのパネリストから前向きな意見、提案を聞くことができ、
提案
また参加者全員が同じテーマに
じテーマに向き合うことができた。
学校行事

進路指導

ＬＨＲ

• 職会で必ずねらい
を明確に伝える
（共有化）。
• ねらいの達成度を
記す反省項目を設
ける（振り返り）
• ねらいの達成度を
もとに、次年度の
方向性を考える。
• ねらいの達成度、
次年度の方向性を
全体に伝える。

• 卒業生の実
態について情
報提供を増や
し、授業にい
かした方がよ
いのでは。
• 本校の教育
にあった現場
実習のおさえ
の確認が必
要。

• 「種々の災害
時の安全に関
すること」の扱
いがほとんど
ないため、防
災の日、東日
本大震災の時
期に指導する
時間を設けて
はどうか（生徒
指導部）。

全体

作業学習

ねらいの共有化、
ねらいの達成度

キャリア学習との
すみわけ

卒業生の情報提
供、授業への活用

キャリア学習のア
ンケートを来年度
の年間計画に反
映

現場実習のおさえ
の確認
各行事などで取り
扱う「音楽」の情
報を音楽担当者
へ

キャリア学習と作
業学習の関連性
他の学科の取り
組みが見えるよう
に

生単

作業学習

総合

キャリア学習

• キャリア
学習との
すみわけ

• キャリア学習のア
ンケートを来年度
の年計に生かして
ほしい。
• 長さの理解ができ
るよう、数学との連
携が必要。
• キャリア学習と作
業学習の関連の
明確化。他の学科
がどのような指導
をしているのか見
えない

生単・総合

生徒指導部

キャリア学習との
すみわけ

芸術
• コンサート等で曲
名がわかれば、学
習で取り上げ、生
徒の意欲に結び
付けられる。
• 余暇活動につなが
るような指導の必
要性を感じている。
生単・総合との連
携。
• 感情表現として国
語で扱う物語のイ
のイ
メージ化。
• 各行事における自
画像や群像などの
表現の深化。

体育
体力つくり
• 全学年に軽ス
ポーツを入れる
など、余暇につ
ながる内容の検
討。
• プール、体育館
などの環境整備
が必要。
• 教育委員会やス
キー連盟など、
外部講師の活用
を検討。

国数

事務/外部

実際の仕事でい
かせるような数学
の学習（長さな
ど）

プール、体育館な
どの環境整備

芸術（美術）と国
語のコラボレー
ション

教育委員会やス
キー連盟などの
外部講師の活用

防災に関する指
導を設けてはどう
か
余暇につながる
音楽、軽スポーツ

15

３ 「つながり」をつなぐ
H23
「つながり」については、平成２３年度の研究紀要において、以下にまとめた。
キャリア教育を積極的に推進している地域（行政）は、産官学連携の基「地域の子どもは地域で育てる」と地域ぐ
るみで取り組んでいる。普通教育の中でも、ポートフォリオなどを使い、小中高へと「キャリア教育」の取り組みを
引き継いでいる地域もある。本校においても、中学校との連携、地域（企業）との連携をとっているが、本校の生徒
は広範囲から入学しているため、生徒の出身地域との関係を築く難しさがある。卒業後の生活をふまえ、生徒の出身
地域に対し特別支援教育への一層の理解と協力、つながりが深まる働きかけが必要になる。また、家庭との連携も不
可欠である。生徒のキャリア発達を支援する視点を中心におき、学校、家庭それぞれの役割の理解を深める必要もあ
り、保護者にも「キャリア教育」の理解を促す必要がある。
時代の変化とともに、様々なものが変化している。社会の構造も変化していき、価値観も変化している。教師自身
もその変化に伴い、自由な発想で、生徒とともにキャリア形成することも大切になる。キャリア教育は「つながり」
とも言える。人とのつながり、社会とのつながり、夢とのつながり。この生徒の「つながり」を支援するためには、
教師自身も「つながり」を広げることが必要になる。生徒とのつながり、家庭、地域とのつながり。指導者間とのつ
ながり、教科間のつながり、進路先とのつながりなど、教師自身が教師自身の「つながり」に目を向けることも大切
になる。この変化の大きい時代を生きる力こそが、生徒に必要な力である。そして、その「生きる力」を育むことが
私たち教師の役割でもある。様々な変化に対応しながら、生徒一人一人のキャリアを考え、キャリア発達を支援して
いくことが今後も必要である。

H24
自然なつながりも大切だが、意図的に「つながりをつなぐ」ことの必要性もある。北村博幸氏（北海道教育大学函
館校准教授）は、「授業改善は、一人でもできる『授業改革』である」と述べている。一人一人が自身の「授業」を
考え、公開する取組は、個人の「授業改革」ともいえる。一人一人が授業について見直し、授業改善を図ることは、
学校全体として「授業力」が向上することにつながる。
渡辺三枝子氏は、「遠い未来の生活と繋げることで、『今』前向きに学習に取り組めるように配慮する授業計画も
意味がある。『今、取り組んでいることの意味』を子どもたちが分かるように伝えることによって、子ども自身も『過
去と今、今と未来』をつなぐことができるようになる」と述べている。また「日々の教育活動のなかで『今』に注目
し、『今』の意味を話し経験を問いかけることで、今を未来につなげるように意識的、積極的に介入することがキャ
リア教育の実践といえる」と述べている。
菊地一文氏は、キャリア教育は「生徒自身が経験する様々なもの・ことに対して、『なぜ』『何のため』『なにを』
『どのように』という思いを大切にする教育」「教師自身が行う一つ一つの授業に対して、『なぜ』『何のため』『な
にを』『どのように』について問い直し、明確にした上で確かにつなぐ教育」「一人一人にとっての『今』を大切に
する教育」と述べている。
本校においても、「つながり」を大切にし、異学年合同作業学習を行い、先輩後輩のつながりの関係から学ぶ機会
を設けている学習もある。校外へ納品や清掃、花壇づくりなど、地域とのつながりの中で学ぶ学習も行われている。
また、作業学習の製品づくりは、新高祭の販売に向けての取組であるとつながりを持たせた学習も行われている。
この「つながり」の意味、価値を生徒が理解しているのかが重要である。生徒は、様々な学習の学ぶ意味、価値を
理解し、意欲を持って取り組み、またその学びの成果を日常生活につなげることが大切である。
「つながり」をつくること、「つながりをつなぐ」ことは、自立と社会参加の充実を目指している特別支援教育の
中心である。つながりを見える化できるのは、教育課程や年間指導計画である。本校の３年間の教育においての「つ
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ながり」を一人一人考えることが必要である。やはり地域、保護者の理解、つながりは必要不可欠である。「キャリ
ア」の意味は、生き方、在り方そのものであり、地域、家庭の中で生きている生徒にとって、生徒の「キャリア」の
理解者は、地域であり、家庭でなければならないはずである。もちろん、学校も社会であり、社会の一つの役割とし
て、生徒の「キャリア」を考え、支援していくことは重要なことである。しかし、長い人生を送るのは、地域（居住
地）であり、家庭である。学校では、生徒の「キャリア」を大切に考え、「キャリア発達」を支援している。卒業後
も地域や家庭で、「キャリア発達」見守り、支援してもらえるよう理解啓発を促すことも必要である。
「地域の子どもは地域で育てる」。本校の生徒は寄宿舎生活などで得るものも大きいが、地域（居住地）とのつな
がりは薄くなりがちである。卒業後の生活も踏まえ、地域（居住地）、保護者の理解を深め、つながりを太くしてい
くことも課題になる。

Ⅴ

キャリア発達を支援する授業づくり

１ キャリア教 育 とキャリア発 達
H24
「キャリア」とは、人が生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割の関係を見いだして
いく連なりの積み重ねであり、渡辺三枝子氏は、「広くは人生」とも解釈できると述べている。そして、このキャリ
アは、自然に獲得されるものではなく、発達段階や発達課題の達成と深くかかわりながら発達していくものであり、
外部からの組織的・体系的な働きかけが必要であるとされている。
そして、「キャリア教育」は、教師がものの教え方を見直すことであり、生徒が学びたいという意欲を導き出すこ
とができるように工夫する姿勢を教師に求めている。今を未来につながるように意識的、積極的に介入することがキ
ャリア教育の実践であると、渡辺三枝子氏は述べている。

H25
キャリア教育の意義、効果を生徒自身が経験する様々なもの・ことに対して、「なぜ」「何のため」「なにを」「ど
のように」という思いを大切にする教育。教師自身が一つ一つの授業に対して、「なぜ」「何のため」「なにを」「ど
のように」について問い直し、明確にした上で確かにつなぐ教育。一人一人にとっての「今」を大切にする教育であ
る菊地一文氏はまとめている。キャリア教育は、生徒と教師のどちらも主語になるということが、このキャリア教育
のポイントである。「キャリア教育の視点」ということばがよく使われる。このキャリア教育の視点とは、「将来の
社会的自立・職業的自立を念頭におきながら、子どもたちの成長や発達を促進しようとする見方をもつこと」である
と藤田晃之氏は述べている。
キャリア発達を促す視点を木村宣孝氏が、５点にまとめている。①固有性と多様性の視点。キャリア教育の背景に
は、人間観、人権意識、人権尊重の理解が必要である。②関係性の視点。障がいの状況、程度は、環境との関係によ
って影響される。そして教職員や保護者のキャリア発達にも注目すべきであると述べている。③言語化の視点。キャ
リアは個々人の価値観であり、暗黙知として存在するが、時として言語化を必要とする。これは、教職員によって創
られる学校教育文化としての言語環境の見直しも指している。④関連付けの視点。知的障害教育課程の基本構造は、
経験すること、学ぶことを「単元化」し、「関連付ける」ことである。分けて学習する場合も学びの文脈がうまれる
ように、指導計画の関連づけをすることが大切である。⑤組織化の視点。キャリア教育が「教育改革理念」であるこ
とを意味し、社会の変化に対応するための「学校の在り方」が問われていると投げかけている。
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２ 「授 業 」を考 える
H25
平成 24 年度のまとめのワークショップで
ワークショップで合意形成が図られたのは、「授

キャリア
学習を考
える

授業力・
指導力を
考える

T.T、専
門性を考
える

業交流・授業参観・授業研究」である。
。全グループの TRY に上げられた。
また、教職歴の短いチームからは、「ベテランの
ベテランの先輩先生から授業実践を学

全体研修「
「授業を考える会」

びたい」との「学び」の機会を求めていた
た。私たちの専門は「授業」であり、
授業力の向上が、私たちの専門性を高めることにつながることが
めることにつながることが確認できた。 授業公開週間
授業公開週間/ミニ授業研究

（１）「キャリア学習」を考える
平成 23 年度に新設された「キャリア
キャリア学習」も平成 25 年度から３学年展開となった。
。今までの研修などを経てキ
ャリア教育の理解も進み、「キャリア学習
学習」と「生活単元学習」の指導内容の整理も行ってきている
ってきている。しかし、「キ
ャリア学習」の実践においては、何をどのように
をどのように指導したらよいのか･･･という声が様々
様々なところで上げられている。
作業学習の中に位置付けられているが、
、学級ごとの指導のため、取組に差があるのも現状
現状である。
「たてのつながり」でも確認したが、生徒
生徒が本校で学ぶ時間は 3 年間であり、この限られた
られた時間の中で生徒一人一人
のキャリア発達を支援する授業が大切である
である。もちろん、キャリア教育＝キャリア学習ではない
ではないが、貴重な時間の中
で意図的に設定されている「キャリア学習
学習」は何をどのように指導したらよいのか。日々の
の授業実践の悩みを解決し、
現在の「キャリア学習」の課題、疑問を
を解消するために「キャリア学習」について考えることにした
えることにした。

1 特別支援教育において求められ
る専門性とは？

2 本校において、自分の役割は
何？

3 生徒のキャリア発達を支援する
ために、私たちができることは？

とは？

・障害理解につながる知識

・バランス

・障がいをもつ子供や生徒の理解

・トータル的
的な把握

・障がい特性の理解

・調整

・得意分野の発掘

・キャリア学習の指導内容の精選

・個々の生徒の障害を知る力

・調整

・受容

・３年間のキャリア学習への見通

・障害特性の理解

・学年のとりまとめ
のとりまとめ

・自分の素直な表現の仕方を教え

・障害の特徴

・和

・障害特性の理解

・歯車の一つ
つ（取り替え可能）

・自分で表現できる場を見付ける

・キャリア学習とは？

・障害の認知（障害特性 etc)

・生徒の近くで
くで気軽な話などをき

・自己肯定感を根付かせる

・キャリア学習のやり方

・前向きに自己理解できるように

・授業内容
・キャリア指導の目安は？どの程

・障害特性の理解実践

ける存在

・愛される人間になることを教え

4 課題解決したいこと、学びたいこ

ること

ること

・障害受容

・心の相談窓口
相談窓口

・夢を考えよう、語ろう

・一人一人の特性を見抜く力（把

・子どもの味方
味方

・肯定

・生徒と一緒
一緒に頑張る、楽しむ存

・無理をさせない、あるがままを

握する力）
・生徒の実態を見る視点
・障がいをもつ子供や保護者への
支援
・障害の特性に合わせた指導力
・障害に対する理解知識を活用し、
授業（学習活動）に還元する

在

伸ばす

導法 etc）

しを持つ
・キャリア学習のおさえ

度の指導が必要なのか？
・楽しい、身のあるキャリア学習
のアイデア

・生徒の気持
気持ちに気づくこと

・見本（手本）

・キャリア学習の上手な進め方

・授業者

・規範を示す

・キャリア学習の共通理解の柱を

・生徒の学びたいこと
びたいこと、知識 etc

・将来の夢、希望、人生への見通

を伝える

し手本

・授業者

・手本となる

・障害特性を知り、その指導法、

・健康の大切
大切を伝える（教える）

・「自分」を示すこと

支援の手立てなどを検討するこ

・より利便性
利便性の高い授業環境づく

・自分の体験を語ること

と

・キャリア学習の授業について（指

り

見付ける
・キャリア学習の基本スタイルを
つくりたい（統一感）
・何を教えれば、生徒たちに 1 番
役立つのだろうか

・人生経験を伝える（特に失敗談） ・明確化
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・生徒個々の理解とその上にたつ

・新しいアイデアの提案

・授業を行う

・本校の統一した目標の確認

・専門外からの視点

・授業を行うこと

・３年間（人生を？）見通したど

・生徒がやる気になる授業

・とにかく動く

・様々な情報の提供

んな力が必要で、それをどう解

・「反抗挑戦性障害」等、独特な

・持っている力を出すこと（力以

・どんな生き方（働き方、くらし・・

決するのか

教育活動の推進（授業づくり）

特性をもつ生徒の対応等ができ
ること

上のことは出せないけど）
・つつながなく仕事をすること

方）があるのか具体的に伝える

・他の先生のキャリア授業をみて

→選択肢

みたいと思った

・指導力

・わからないことを聞いてまわる

・指導の根気

・キャリア学習とは？

・生活指導（基本的生活習慣の確

・体現

・生徒の気持ちがハッとする授業

・授業

立、身辺処理能力の向上）
・豊富なアイデア

・自分の仕事をベストを尽くす姿
を見てもらう

・（世間？）社会を知る

・もりたて役

・時事的な情報収集

・スーパーサブ

・社会情勢を読み取るコーディネ

・副担、作業担としての学級運営

ートする力（クッション）
・調整力
・柔軟性
・演技力
・一人一人の生徒に柔軟に対応し、
自分のスタイルをかえられるこ
と
・豊かな知識と生徒に合わせられ

のサポート
・学年、分掌等の役割分担を正確
にこなす
・多少（多々）生徒に煙たがれる
こと
・他の先生が教えてくれないこと
を教えること
・でたらめなこと、悪いことを教

づくり

・キャリアの評価の方法について

・しゃべりすぎない（指示）
・とにかくいろんなことに挑戦し

学校ができることを明確にする
・キャリア教育とは何を教えるも

てみる

のなのか？何を教えればいい

・「楽しい」をひきだす
・自己決定（選択）できる力を付

の？
・キャリアということばの具体的

ける
・自主性、自発性、生徒中心の場
考える→考えてもわからない

な定義（今のは文学的にすぎる）
・キャリア教育の理解と納得
・人としてどう生きていくのか（社

ことは教えてもらう
・色々な場面で生徒が考える場面

会人としても含んで）
・社会で生きるためにどう指導す

をつくる

る？

・想像

・卒業後に生きる力をそだてる

・将来のために、今を犠牲にさせ

・生徒一人一人の将来の夢を叶え

る柔軟性思考

える

・効果的な対応力

・社会人

・生徒の特性、障がいを発達の困

・キャリア教育

・思いやりのある支援

・人とのつきあい方

難さの全ての理由と考えないこ

・遵法

・適性を見極める

・「生き方」こんな莫大なテーマ、

と

・学校に慣れる

・自分が専門と思っていること、

ないこと

るためには？

どう授業化するのか
・自分の仕事以外の生きる力をつ

考えていることにこだわらない
ないこと
・専門性？と気にすると、逆にな

けること
・キャリア学習での自分の役割
・キャリア教育と他の教科との関

んだろうと思う

係（国、数、生単総合、LHR、

・体力、健康
・時間内に仕事を終えれる仕事量
で仕事すること

体育）
・キャッチフレーズ
・ポジティブ思考
・キャリア学習グループと非キャ
リア学習グループの将来に違い
があるのか？またその検証方法
とは？

（２）「授業力・指導力」を考える
平成 24 年度の全体研修の際に、これから取り組みたいこと、優先的に取り組むこととして「授業参観」「授業の交
流」「授業研究」などの声が多数上げられた。これは、日々の「授業」を大切にとらえ、授業の充実を図るための「授
業力・指導力」の向上を目指しているものがある。特に、経験の浅い教師は、「ベテランの先生から教わりたい」と
「学び」の機会を求める声が多い。本校は、経験豊かな教職員が多く、人的資源は豊富である。「授業力・指導力」
には、発問の仕方、適切な言葉かけ、板書、教材・教具の工夫など、様々な要素が含まれている。日々の授業実践の
悩みを解決し、スキルの向上を図るために「授業力・指導力」について考えることにした。
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1 特別支援教育において求められ
る専門性とは？

2 本校において、自分の役割は
何？

・障がい特性理解

・バランスをとること

・実態把握（障がい理解含む）

・アジャスター

・それぞれの障がいや特性に対応

・保護者、生徒、学校をつなげる

できる知識、指導力
・生徒の実態、障害に合わせた指
導、授業ができること
・生徒の障害や特性にかかわる知
識
・障がいを正しく理解するととも
に一般的なアプローチで対応で
きる生徒を育てること
・障害理解

人
・クラスの子たちの成長のために
努力すること
・学級経営
・教師であり、同時に母として生

3 生徒のキャリア発達を支援する
ために、私たちができることは？
・生徒の夢、希望をはじめから否
定しないこと
・夢や希望を実現するために何を
するかいっしょに考えること
・生徒に生徒自身が何がやりたい
かを考えさせる
・色々な自分、個性が受け入れら
れる環境づくり

徒にとって必要なこと、課題を

・様々な経験をする

見極め適切な支援をする

・色々な経験をつめるように機会

・担任と違う視点から生徒を見る
こと

をつくる
・自分自身が生き生きと働く

とは？
・授業のアイデアを知りたい
・授業
・新しい発想、授業のアイデアを
学びたい
・生徒の意欲高める教材研究
・教材づくり
・おもしろい教材づくり
・より良い授業づくり
・良い授業の仕方というか、良い
授業とは？
・授業づくり（良い授業にするた
めに）

・障害に対する知識

・ベテランの先生方の指導力や若

・障がい特性の理解

い先生方の熱意を学び、また自

・個に応じた学習活動

分にできること、経験を若い人

・自分時自身が良い人生を送る

授業のために生徒がやりがいを

・生徒一人一人への個に応じた指

に伝える

・楽しいと（私が）思えることを

感じられる授業

導
・生徒の障害の特性をしっかり理

・説明、アピールする人

・自分自身が自分らしい生き方を

4 課題解決したいこと、学びたいこ

実現する（それを生徒に伝える） ・どの生徒もお客さんにならない

伝えること

・教科指導

・教員が楽しい学級づくり

解し、社会に送り出す手助けを

・生徒のグチの聞き役

・学ぶ、働く＝楽しいということ

する

・生徒と一緒にたのしむ。がんば

・地域、医療、相談機関等と結び
つける（連携）
・つながれる力（保護者、同僚、

る。
・生徒にとって近い存在

・生徒に伝わる授業

を体現する
・現実の生活をイメージできるよ
うに伝える

・生徒の主体性
・T.T での適切な ST の役割の共
通理解
・話術
・興味、関心を引く
・生徒の心をグッとつかむには･･･

・働く力を身に付ける

・正しい方向を見定め、支援する

・授業を見せ合いたい

・社会人を育てる人

・基本的な生活習慣の確率

・クラスの様子をみたい

・支援者間の情報共有

・生徒に体力を付ける

・徳育

・授業が見たい

・将来設計能力

・エアロビメイン

・体育

・身に付けさせたい力（教科で）

・人生設計

・率先して動くこと

・智育

限られた時数の中で、指導すべ

関係機関、生徒本人）

・社会へでていくための進路指導
における知識
・豊かな人間性

・役割がほしい
・部活動がスムーズにいくこと（分
掌として）

き内容の精選（選択）
・数値にできないことをどう共通
理解していくか

・教師の間口の広さ

・情報収集

・青年期らしい SHR

・教員としての資質

・親睦を図る会の企画、参加

・SHR の進め方

・児童、生徒の気持ちを考えてい
ることを想像する力

・相手に伝わる学級通信の書き方
・効率の良い仕事のやり方

・発想力
・課題のスモールステップ化
・待つこと

（３）「効果的な T.T、専門性」について考える
特別支援教育においてティームティーチングは、多くの場面で活用されており、本校でもほとんどの学習場面で取り
入れている。ティームティーチングは、授業の目標、個別目標、手立てを共有し、役割分担することによって学習の
充実を図り、その目標を達成させるためのものである。ティームティーチングを活かし、生徒一人一人へ適切な指導、
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支援ができているのか。役割分担は適切であったのか。日々の授業実践の悩みを解決し、効果的なティームティーチ
ングができるよう「T.T」の在り方について考えることにした。
また、本校は様々な職種の方が「授業」に携わっており、生徒の指導に当たっている。それぞれの立場、役割から特
別支援教育に求められる専門性とはなにか。日々の授業実践、授業へのかかわり方を振り返り、専門性の向上のため
に「専門性」について考えることにした。

1 特別支援教育において求められ
る専門性とは？

2 本校において、自分の役割は
何？

3 生徒のキャリア発達を支援する
ために、私たちができることは？

・個に応じた指導、支援ができる

・調整や連絡

・認める

・生徒の良さを見つける目

・調整

・ほめて認める

・個に応じた支援、指導を展開で

・色々な情報を先生方に伝え

・ほめて自信を持たせること

きる力

る

・生徒の行為の背景を見る目

・生徒、保護者の声の受信機

・生徒理解

・生徒が社会にでたときに困らな

・ほめてのばす、ときどきしめる
・個々の～らしさを見いだし、の
ばす

4 課題解決したいこと、学びたいこ
とは？
・T.T をもっとステキに活用した
い
・効果的な具体的なコミュニケー
ションの取り方
・効果的な T.T について細かく
（検
証したい）

・一人一人にあわせた指導

いために、色々なことを伝える

・対話と理解

・連携

・生徒理解

人

・優しさ、思いやり

・チームワーク

・障害理解と人間理解

・サポーター

・信頼

・相手の理解

・障害特性を把握し、どんな生徒

・潤滑油

・正確な現実理解とそれに向かう

・話しやすい人間関係

も対応できる能力
・障害についての知識
・障がいの理解

・なんでも屋
・T.T の効果を実践しながら高め

・自分ことを伝えること

・協調性
・グループの先生方との交流（ど

・自分が楽しむこと

んなこと考えているか知りた

・様々な障害の理解

・生徒が落ち着ける雰囲気づくり

・生き方を見せる

い）

・生徒の障害の理解

・快い気持ちを引き出す

・自分の生き様を伝える

・上手な人間関係

・生徒の個をもっとみとめる

・一生懸命がんばること

・経験をつたえる

・人とのうまいつきあい方

・アセスメント

・学科、分掌業務を一生懸命やる

・自分の生き方をみつめてみよう

・和

・センス・経験・研修

・厳しさ

（前向きに）

・生徒の行動についてそれぞれど

・研修

・作業学習における教諭のサポー

・人との接し方を伝える（挨拶、

・知識と指導結果の分析力

ていくこと

支え

ト

返事など）

うやっているか、本音トーク（批
判厳禁、生徒の良さを中心に）

・経験

・話をきく

・色々なことを経験させる

・効果的な生徒理解の方法

・経験

・事前準備（作業の）、片付け

・生徒が自分の気持ちをいえるよ

・生徒対応

・見えないアンテナを常に張り、

・働く力、楽しさ etc を教えるこ

即座にキャッチする力

と

・見る力、聞く力、感じ取る力

・クリーニング

・会話力

・運動の楽しさ

・パフォーマンス力

・食事で生徒の生活を生き生きさ

・作業学習における知識、力量
・職業教育について
・人間性

せる
・おいしい食事の提供

うな雰囲気づくり

・専門性向上

・まちがいや失敗をかくさない

・日頃の意欲

・基本的な生活習慣を身に付けさ

・効果的なパフォーマンス力をみ

せる
・本音
・教員採用試験に合格すること

がく
・多角的に見る、受け入れるため
には？
・４科と２科の壁を取り払って
・学びたいことはありません

・柔軟性
・応用性
・計画性
・規則正しさ
・生活する上で伝えることは何か
・ゆとり
・気持ちのコントロール力
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・生きがい
・わかりません

H26
生徒の立場になって「授業」を考える
5 月の全体研修において、「生徒の学びの充実」を考えるために、生徒の立場になって「授業」を考えるワークシ
ョップを行った。「ロールプレイ」は、特定の役割を演じる中で、その人の体験を擬似的に体験するロールプレイ（役
割演技）を行うものである。「ロールプレイ」を参考にし、生徒の立場になって（戻って）、「こんな授業がいい！
おもしろい！わかる！」ものを上げた。「授業づくり」を考える上での原点を共有するができ、生徒の立場、生徒の
目線で考えることの大切さを改めて学び、これらを参考に「授業づくり」を行うことにした。

教師自身に関すること

教材・教具に関すること

・予想外にほめられた

・具体的でわかりやすい教材

・数学 答えまでたどりつけた授業（上手

・実験、観察など体験・活動をともなう

く誘導してもらえた）
・教科書の内容だけではなく、授業に関連
した豆知識なことも加えていた
・座学ばかりではなく、動きのある授業（実
験や話し合い）理科・美術・音楽・体育
・自分の実体験をおもしろく授業の内容に
おりまぜて、話してくれた先生
・ユーモアたっぷりな先生
・自分の実体験をおもしろく授業の内容に
おりまぜて、話してくれた先生
・自分の失敗談をまじえながら、授業と展

授業
・加速度の学習で台車に装飾させて、少
し遊び心をもたせて行ったこと
・数学 段ボールをいっぱいもってきて、
やっていた
・毎朝の５分間テストをしたこと（すぐ
に採点されて,正誤がわかった。学習の
積み重ねができた。達成感が得られた）
・理科の実験（やらせてからの説明がわ
かりやすかった）
・実際に働いている人の映像を見ながら、

環境に関すること

その他

・体育 スキー授業は、

・地学（化石掘りに歩いて

先生の車にのせてもら

でかけたこと。教室外の

い、近所の山で自由に

活動が楽しかった）

すべったこと！
・可愛いクラスメートが

・日本史（歴史上で尊敬す
る人について調べ、発

たくさんいる授業。い

表。そのおかげで赤穂浪

いところを見せたいと

士の本をたくさん読み

いう気持ちがもてる

ました）

・グループをつくり、授

・英語（授業の最後に辞書

業の中で競い合う。答

の早引きをしました。先

えを導き合う

生が単語と黒板に書い
たのをすぐに調べます。
見つけたら手をあげて

開してくれた先生。親近感がわき、「先

働く時に気をつけることを生徒が考

あててもらう。1 日 1 回

生も人間なんだなあ」と思った

え、発表していく

のみ）

・体育の授業では、必ず先生もサッカーや
ドッジボールに参加してくれた
・雑談しながら、授業をすすめる
・教師本人の戦時中の話など、体験談をま
じえた授業
・日本史の先生の雑談とインパクトのある
イラストが今でも残っている
・余談のように学習内容を教えてくれる授
業
・先生自身の体験談を話してくれた授業

・体育 ロイター板を使って練習し、後
転ができるようになったこと
・新しいタイプの教具を使用。興味・関
心が高まる（exOHP＆PC などの活用）
・手作り楽器を作ったこと（木製オカリ
ナ）
・高校体育

・小５理科の実験（グルー
プにわかれて結果を予
想。その理由も考えてグ
ループ間でディベート
的なものを経て、実験→
先生からのまとめ→感

飛び込み台１０ｍからの飛

び込み体験をさせてもらったこと。体
験することの大切さを知りました
・今流行している曲を教材に使った

想発表）
・子どもながらこの授業お
もしろい！先生やる
な！と思いました
・難しい問題がとけたと
き！
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教師自身に関すること

教材・教具に関すること

・生徒が教師役となり、授業を進める授業

・目で見てわかる授業

・「やればできる」と言い続けていた先生

・理科の実験など

間違っても叱られないこと。叱られると
萎縮して発言などしたくなくなる
・楽しい先生の授業は集中できた。テンポ
いい。説明がわかりやすい
・小学校のクラブ活動で先生がほめてくれ
らこと

環境に関すること

その他

・体験型（教室を出て、

・その時にすべきことが、

時には外に行く）

・好きなこと（得意なこと）をテストで

・教室がきれい、明るい

・正解と正解でないことを

させてくれた（音楽のテストでバンド

・授業の中でする先生の

明確に示し、教えてくれ

演奏させてくれた）

雑談

・青い水や赤い水を使ったｄｌ,L の単位

やらせてみせて、言ってきかせ、ほめて
やらねばを行う指導
・自分のキャラにぶれがない。はじめは嫌

る授業
・その時間のポイントがわ

の勉強

かりやすく、頭に残る授

・国語（宮沢賢治の「永訣の朝」詩の読

・生徒自身が実践する授業。やってみせ、

明確なこと

業展開、板書→テストで

み取りの授業。言葉の裏側にある作者

点数がとれる

の心情がわかったとき）

・中学国語（グループに分

・お手本として映像を活用し、例示する

かれ（５，６人）、グル

ことは、生徒も興味をもち、理解しや

ープ内で答えを相談し

われていたが、徐々におもしろキャラが

すい授業だと思います。現在では、

たり、課題をやったりす

受け入れられていた

iPad などを使っている学校もあるよ

る→グループ対抗

うですし･･･

数を蓄積→みんなのや

・雑学の多い先生の話は、聞いていておも
しろく感じた。雑学のみでなく、話の脱

・大学の授業で「鉄をつくる」①鉄の作

線は生徒のよい休憩になるのかもしれま

り方を本で調べる②砂鉄は浜にとりに

せん

いく③釜をつくる④2 日間砂鉄を入れ

・先生の経歴や経験を話に含めながら（社
会経験）の授業は、内容そのものより先

点

る気 UP になった）

続けける･･･鉄はとれなかったが、でも
印象に残っています

生のことが記憶に残る
・合唱（音楽）で、生徒に指揮者をさせて
くれたこと。クラスでまとまることがで
きた。
・化学の実験を毎回やってくれた。色が変
わるなど、当時は授業に集中できてわか
りやすかった
・数学が苦手なグループの授業で、答えを
見ながら授業＆テストのでるところを教
えてくれた。時間内は勉強できた

教師自身に関すること

教材・教具に関すること

環境に関すること

その他

・替え歌で覚える地理（先生のキャラクタ

・一つのことだけではなく、様々なこと

・教科書をもって外にで

・予習をしていたときの授

て、芝生の上で授業を

業は、自分がわかってい

しました

て楽しかった

ーがおもしろかった）
・今日のニュースの内容をわかりやすく説
明してくれる
・高校国語（先生の話が一般論ではなく、
おもしろかった）
・高校数学（教科書に書いてない数学者の
裏話がとてもおもしろかった）
・倫理（いつも物静かな先生が自分の伝え

と結び付いていく授業
・実生活につなげてくれた授業（特に経
済）。例えば、円安円高とか（チラシ
や新聞、旅行チラシを使った）

を動かす）

・高校音楽（自分たちでグ
ループをつくり、自分た

・授業の最後にクイズバトルのある授業

・高校（工業）（実習授

ちで楽曲を決め、自分た

（学力の近い生徒同士で行う） 正解

業。屋外が多かったか

ちで編曲して発表した）

した数だけシールがもらえて、学期末

ら）

に景品と交換できる

たいことは真っ赤になって熱弁。特に一

・英語（ALT の先生が来たとき）

生懸命を一所懸命と力説！この内容＋メ

・政経（テーマ・グループは先生が指定

リハリが印象的）

・座学ではなく、実習（体

し、安保問題などについてディベート。
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・数学（とにかく何でもかんでもノートに

知識
知識も高まったし、
自分たちで調べよう、

書かせた。書いて書いて、いつの間にか

どうすれば
どうすれば相手に勝てるか考えられて

覚えていた。公式も覚えていた。ノート

楽
楽しかった！）

が増えていくのがおもしろかった）

・国語
国語（自分の興味のある文章が教材だ

・自分のエピソード（経験）を使った授業
・放課後に準備室でコーヒーを飲ませても
らいながら、色々な話をしたことが、今

ったとき
ったとき）
・音楽
音楽（ドラムやギターと使って）
・フリーハンドで
フリーハンドで１ｍの長さを黒板に書

でも思い出にのこっている

いたら
いたら、ピッタリ１ｍの長さでみんな

・体育（ひたすらバスケの試合をやらせて
くれた。気持ちよかった！）

の
の前でほめられた
・理科
理科の実験（頭を使わなくてすんだの

・雑談（おもしろい話）

で
で、楽しかった）
・高校家庭科
高校家庭科（通気性が良いと言われて
いるオムツは
いるオムツは本当にそうなのか？実際
にオムツに
にオムツに水を入れて手に巻いてみ
た
た。むれた）

３ 授 業 をつくる
平成 25 年度末、本校の「キャリア教育全体計画
教育全体計画」が作成された。キャリア教育の
の目標、キャリア発達を促す
指導の重点などが設定され、より具体的
具体的な指導、支援のポイントが示されている。キャリア
キャリア教育、キャリア発達
の理解をより深め、キャリア発達を支援
支援する授業づくりの基礎となるものである。平成
平成 26 年 5 月の全体研修の
際に、キャリア教育全体計画の意味、意義
意義を以下のように確認した。

キャリア教育全体計画とは
•教育活動をキャリア教育の
の視点で見直し、学校及び学科の目標を確認し、学校
学校として
の一貫性や系統性を明らかにし
らかにし、各指導形態の役割や内容を明確にするものである
にするものである。
（キャリア教育ガイドブック
ガイドブック：特総研編著から引用）

本校においては
•学校経営の方針・重点に基
基づき、キャリア教育の目標、キャリア発達を促す
す指導の重
点及び進路指導の目標を確認
確認し、キャリア発達を促すための教科等のねらいをまとめ
のねらいをまとめ
たものである。（平成２５
２５年度教育課程改善委員会において作成）
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H25
授業を公開するに当たり、授業公開者は指導略案を作成した。国立特別支援教育総合研究所（NISE）の「授業にお
ける観点位置付け・授業改善シート」を参考にし、MT 用、ST 用の指導略案の書式を作成した。「T,T、専門性を考
えるグループ」においては、「ST を極める」とゴールを設定し、ST の役割について意見交換を行った。ST 用の指
導略案には、その研修を生かす「ST として大切にしていること」の欄を設けた。
MT 用

H25授業公開週間

指導略案（ MT用）
月日・校時

場所

授業名

学習グループ

題材目標

題材名

本時の目標

過程

支援と指導上の留意点

学習活動

記入者

本授業で大切にしたいキャリア発達
の主たる観点

気づき
次時授業改善点

教育課程へのつながり

生活全体へのつながり

キャリアプラ
ンニング・マト
リクスから一
つ観点を選ん
でください

観点を大切するための工夫

授業公開後に、自身の気づき
を記入してください

普段の指導略案と同様です
その観点を
大切にする
ためにどん
な工夫をし
ています
か？

公開ポイント

プラスカードからの学び

○○の教材、声か
けのタイミング、環
境整備、補助具な
どなど、ぜひここを
見てほしいという
視点を書きましょう

参観者からもらったプラス
カードをもとに学びをまと
めましょう

国立特別支援教育総合研究所（2008）をもとに新篠津版を作成

ST 用

H25授業 公開週間

授業公開シ ート （ ST用）
月日・校時

場所

授業名

学習グループ

題材名

記入者

題材目標

本時の目標

過程

主な学習内容

STの動き、生徒への働きかけ

本授業で大切にしたいキャリア発達
の主たる観点

気づき
次時授業改善点

教育課程へのつながり

生活全体へのつながり

キャリアプラン
ニング・マトリ
クスから一つ
観点を選んで
ください
観点を大切するための工夫

事前に、MTと打ち
合わせた内容を書
きましょう

MTと打ち合わせた
内容、さらにSTとし
て予想される動き、
生徒への働きかけ
を書きましょう

授業公開後に、自身の気づき
を記入してください

その観点を大
切にするため
にどんな工夫
をしています
か？
STとして大切にしていること

プラスカードからの学び

本授業で特に
大切にしてい
るSTの役割を
書きましょう

公開ポイント

○○の教材、声
かけのタイミング、
環境整備、補助
具などなど、ぜひ
ここを見てほしい
という視点を書き
ましょう

参観者からもらったプラス
カードをもとに学びをまと
めましょう
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国立特別支援教育総合研究所（2008）をもとに新篠津版を作成

H26
授業公開するに当たり、授業公開者は、H25 の指導略案に改善を加えた、H26 授業公開シートを作成した。授業
公開シートを授業公開週間前に集約し、一覧として掲示した。参観者は、その一覧表から参観する授業公開シートと
プラスカードを持ち、授業を参観する。授業後、参観者はプラスカードに気づきを記入し、プラスカード回収 BOX
へ入れる。授業公開者は、授業公開シートの気づきの欄に自身の気づきやプラスカードからの学びを記入する。
本校の「キャリア教育全体計画」における「キャリア発達を促すための教科等のねらい」を本時の指導ポイントと
して授業公開シートに明記。明記することにより、一連のつながりを意識できるとともに、「キャリア教育」「キャ
リア」「キャリア発達」など、言葉の理解も深めることができた。今後も授業づくり（学習計画立案、学習指導案作
成等）において、本校の「キャリア教育全体計画」における「キャリア発達を促すための教科等のねらい」を確認し、
「本時のキャリア発達を促す指導のポイント」をおさえ、生徒一人一人のキャリア発達を促す指導、支援を大切にし
ていきたい。
MT 用

H26 授業公開週間・ミニ授業研究Ⅰ 授業公開シート（MT用）
月日・校時
授業名
全体目標
題材目標

キャリア発達を促すための
教科等のねらい

本校の「キャリア教育全体計画」
から転記してください

本時のキャリア発達を促す
ための指導ポイント

本時で大切にしたいキャリア発達
の観点/具体的な指導ポイントを
記入してください

目標のつながりを確認しましょう

本時の目標
過程

学習グループ
記入者

場所
題材名

学習内容

支援、指導上の留意点

教材教具
公開
ポイント

教材教具、声かけのタイミング、環境整
備、補助具などなど、ぜひここを見てほ
しいという視点を記入しましょう
気づき
生徒の変化

普段の指導略案と同様です

生活や他教科へのつながり

授業公開後に、自身の気づきを
記入してください

プラスカードからの学び?次時への授業改善点

参観者からもらったプラス
カードをもとに学びをまとめ
ましょう
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ST 用

H26 授業公開週間・ミニ授業研究Ⅰ 授業公開シート（ST用）
授業公開
月日・校時
授業名

ST
学習グループ
記入者

場所
題材名
キャリア発達を促すための
教科等のねらい

本校の「キャリア教育全体計画」
本校
から転記してください

本時のキャリア発達を促す
ための指導ポイント

本時で大切にしたいキャリア発達
本時
の
の観点/具体的な指導ポイントを
記入してください

全体目標
題材目標

目標のつながりを確認
確認しましょう

本時の目標
学習内容

過程

STの動き

教材教具

教材教具、声かけのタイミング、環境整
備、補助具などなど、ぜひここを見てほ
しいという視点を記入しましょう

公開
ポイント

気づき
生徒の変化

生活や他教科へのつながり

授業公開後に、自身の気づきを
授業公開後
記入してください

MTと打ち合わせした
わせした内容を
記入してください
してください

プラスカードからの学び?次時への授業改善点

参観者
参観者からもらったプラス
カードをもとに学びをまとめ
カードをもとに
ましょう

４ 授 業 を公 開 する
平成 24 年度の研究のまとめとして、
、1 年間の研究を一人一人が振り返り、次年度の方向性
方向性を出すことをねらい、
ワークショップ「KPT」を行った。その
その中で、全グループから「授業研究・授業参観・授業公開
授業公開」に TRY したいと
の発表があり、全体で合意形成を図ることができた
ることができた。その合意形成を平成 25 年度に「授業公開週間
授業公開週間・ミニ授業研究」
と題し、実践した。

H25
授業者、参観者、学校の一員としてのねらいを
のねらいを設定し、平成 26 年 10 月 28 日（月）～
）～11 月 1 日（金）の一週
間、「授業公開週間・ミニ授業研究」として
として取り組んだ。

〈ねらい〉
授業者として

•グループ
グループ研修の学びの成果を実践し、公開する
•参観者
参観者からの「気づき」をもとに、さらに学びを深め、
、授業改善に役立てる

参観者として

•グループ
グループ研修の学びの実践を共有する
•「
「気づき」を伝え、共に生徒のための授業づくりを考える
える

学校の一員として

〈方法〉

•互
互いに学び合う意識を向上する
•一人一人
一人一人が生徒の成長、発達のために、何が必要なのか
なのか、できるのか考える

①授業に携わる全教職員が公開
公開する授業を一つ選ぶ。
②授業に携わる全教職員が、
、指導略案を作成し、授業を公開する。
③参観者はプラスカードに気
気づきなどを記入する。
④授業者はプラスカードを基
基に授業の振り返りを行い、学びを整理する。
⑤授業者、参観者にとっても
にとっても学びの１週間とする。
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H26
平成 25 年度のまとめとして、さらに
さらに充実した授業公開を目指し、「どのような授業公開週間
授業公開週間・ミニ授業研究にし
たらよいのか」をテーマにワークショップ
ワークショップ「ペイオフマトリクス」を行った。グループ内で
で一人一人アイデアをだし、
「ペイオフマトリクス」を用いて、より
より学びが大きく、実現可能なものを絞り込んだ。
「参観体制を整え、より多くの参観者
参観者からの気づき
を得、学びを大きくするために･･･」と考
考えられたアイ
デアが大多数であったことから、①授業公開週間
授業公開週間・ミ
ニ授業研究を学年ごとに公開し、計３回
回行う

②授業

公開週間の振り返りを授業公開週間の最終日
最終日に行う
③授業公開者以外は、参観希望の授業を
を選択し、事前
に参観者を決める
以上３つの改善を行い、３回の授業公開週間
授業公開週間・ミニ授業研究を行った。
★３学年 授業公開週間 公開授業・見学先一覧★
平成26月6月25日現在
6月30日（ 月）
時間

授業番号 公開授業名 （対象）

授業者（所属グループ）

１校時
（８：５０～９：４０）

① ＬＨＲ （木工）

早川先生（キャリア学習グループ）

２校時
（９：５５～１０：４５）

② 国語 （生活科）

藤田先生（授業力・指導力グループ）

３～４校時
（１０：５０～１２：２５）

③ 生活単元学習 （産２）

中井先生（授業力・指導力グループ）

３～４校時
（１０：５０～１２：２５）

④ 生活単元学習 （産１）

坂下先生（キャリア学習グループ）

３～４校時
（１０：５０～１２：２５）

⑤ 生活単元学習 （家庭）

田代先生（授業力・指導力グループ）

３～４校時
（１０：５０～１２：２５）

⑥ 生活単元学習 （クリ）

手代木先生（Ｔ・Ｔグループ）

時間

授業番号 公開授業名（対象）

授業者（所属グループ）

３～４校時
（１０：５０～１２：２５）

⑦ 美術 （４科）

濱田先生（授業力・指導力グループ）

５校時
（１３：１５～１４：００）

⑧ 体育 （３学年全）

古東先生（Ｔ・Ｔグループ）

６校時
（１４：００～１４：５０）

⑨ 国語 （４科）

長島先生（授業力・指導力グループ）

３学年見学者（所属グループ）
石川卓（キャリアグループ）
上出（授業力・指導力グループ）

２学年見学者（所属グループ）
佐藤は（Ｔ・Ｔグループ）
鈴木裕（キャリアグループ）

１学年見学者（所属グループ）
畠山（キャリアグループ）
鈴木静（Ｔ・Ｔグループ）

上出（授業力・指導力グループ）

西島（キャリアグループ）
小野島（Ｔ・Ｔグループ）

麻畑（授業力・指導力グループ）

藤田（授業力・指導力グループ）

佐藤は（Ｔ・Ｔグループ）

山田（授業力・指導力グループ）

木村（キャリアグループ）
佐茂（授業力・指導力グループ）

山田（授業力・指導力グループ）
松島（キャリアグループ）
横田（キャリアグループ）
山田（授業力・指導力グループ）
三田村（授業力・指導力グループ）

土屋（Ｔ・Ｔグループ）

小野島（Ｔ・Ｔグループ）

山田（授業力・指導力グループ）
佐伯（Ｔ・Ｔグループ）
山脇（Ｔ・Ｔグループ）
松岡（T・Tグループ）

７ 月１ 日（ 火）

６校時
（１４：０５～１４：５０）

⑩ キャリア学習 （生園）

石川卓先生（キャリア学習グループ）

時間

授業番号 公開授業名（対象）

授業者（所属グループ）

２～４校時
（９：５５～１２：２５）

⑪ 作業学習 （家庭）

恒川先生（キャリア学習グループ）

２～４校時
（９：５５～１２：２５）

⑫ 作業学習 （家庭）

佐々木宏先生（キャリア学習グループ）

２～４校時
（９：５５～１２：２５）

⑬ 作業学習 （家庭）

小原先生（授業力・指導力グループ）

２～４校時
（９：５５～１２：２５）

⑭ 作業学習 （産２）

吉田先生（Ｔ・Ｔグループ）

２～４校時
（９：５５～１２：２５）

⑮ 作業学習 （産２）

森安先生（Ｔ・Ｔグループ）

２～４校時
（９：５５～１２：２５）

⑯ 作業学習 （クリ）

伊藤先生（Ｔ・Ｔグループ）

２～４校時
（９：５５～１２：２５）

⑰ 作業学習 （クリ）

土屋先生（Ｔ・Ｔグループ）

２～４校時
（９：５５～１２：２５）

⑱ 作業学習 （生家）

島崎先生（Ｔ・Ｔグループ）

５校時
（１３：１５～１４：００）

⑲ 国語 （生活科）

佐茂先生（授業力・指導力グループ）

６校時
（１４：０５～１４：５０）

⑳ 音楽 （生活科）

新山先生（授業力・指導力グループ）

時間

公開授業名（対象）

授業者（所属グループ）

１校時
（９：０５～９：５０）

㉑ 数学 （生活科）

上出先生（授業力・指導力グループ）

３学年見学者（所属グループ）
坂下（キャリアグループ）
手代木（Ｔ・Ｔグループ）
吉田（Ｔ・Ｔグループ）
恒川（キャリアグループ）
中井（授業力・指導力グループ）
上出（授業力・指導力グループ）
早川（キャリアグループ）
佐藤隆（キャリアグループ）
小原（授業力・指導力グループ）
伊藤（Ｔ・Ｔグループ）
森安（Ｔ・Ｔグループ）
古東（Ｔ・Ｔグループ）
新山（授業力・指導力グループ）
藤田（授業力・指導力グループ）
田代（授業力・指導力グループ）
渡辺（キャリアグループ）
濱田（授業力・指導力グループ）

２学年見学者（所属グループ）

小野島（Ｔ・Ｔグループ）
齋藤啓（Ｔ・Ｔグループ）

中山じ（授業力・指導力グループ）

土井（キャリアグループ）
堀田（キャリアグループ）
山本（キャリアグループ）
後藤（キャリアグループ）
坂口（キャリアグループ）
西村宏（キャリアグループ）
矢作（キャリアグループ）

１学年見学者（所属グループ）
麻畑（授業力・指導力グループ）
松岡（Ｔ・Ｔグループ）

沼倉（Ｔ・Ｔグループ）
佐伯（Ｔ・Ｔグループ）
丹羽（Ｔ・Ｔグループ）
篠永（キャリアグループ）
堀端（Ｔ・Ｔグループ）
千葉な（Ｔ・Ｔグループ）
松山（授業力・指導力グループ）

千葉悦（キャリアグループ）
松岡（Ｔ・Ｔグループ）
香城（キャリアグループ）
田中（授業力・指導力グループ）

７ 月２ 日（ 水）
３学年見学者（所属グループ）
上出（授業力・指導力グループ）

２学年見学者（所属グループ）

１学年見学者（所属グループ）
安達（キャリアグループ）
香城（キャリアグループ）

上出（授業力・指導力グループ）

上出（授業力・指導力グループ）

亀谷（授業力・指導力グループ）

成松（授業力・指導力グループ）

上出（授業力・指導力グループ）

小野島（Ｔ・Ｔグループ）

島尻（Ｔ・Ｔグループ）
數馬（キャリアグループ）
中山飛（Ｔ・Ｔグループ）
杉本（Ｔ・Ｔグループ）

上出（授業力・指導力グループ）
島崎（Ｔ・Ｔグループ）

上出（授業力・指導力グループ）
新山（授業力・指導力グループ）

石川淳（キャリアグループ）
小坂（Ｔ・Ｔグループ）

上出（授業力・指導力グループ）

松本（Ｔ・Ｔグループ）

上出（授業力・指導力グループ）

小野島（Ｔ・Ｔグループ）
佐々木元（キャリアグループ）

上出（授業力・指導力グループ）
磯野（Ｔ・Ｔグループ）

上出（授業力・指導力グループ）
木村（キャリアグループ）

篠永（キャリアグループ）

中村（授業力・指導力グループ）
田屋（授業力・指導力グループ）

金谷（授業力・指導力グループ）
服部（Ｔ・Ｔグループ）

土肥（Ｔ・Ｔグループ）
麻畑（授業力・指導力グループ）
篠永（キャリアグループ）

２学年見学者（所属グループ）
野呂（キャリアグループ）
八木（授業力・指導力グループ）
西尾（授業力・指導力グループ）
飯嶋（キャリアグループ）
齊藤由（キャリアグループ）
金谷（授業力・指導力グループ）
西村宏（キャリアグループ）
福井（キャリアグループ）
八木（授業力・指導力グループ）
飯嶋（キャリアグループ）
齊藤由（キャリアグループ）

１学年見学者（所属グループ）
松岡（Ｔ・Ｔグループ）
中村（授業力・指導力グループ）
丹羽（Ｔ・Ｔグループ）

７ 月３ 日（ 木）

２校時
（９：５５～１０：４５）
３～４校時
（１０：５０～１２：２５）

㉒ キャリア学習 （生家）

㉓ 作業学習 （生園）

木村先生（キャリア学習グループ）

磯野先生（Ｔ・Ｔグループ）

３学年見学者（所属グループ）
木村（キャリアグループ）
新山（授業力・指導力グループ）
長島（授業力・指導力グループ）

上出（授業力・指導力グループ）
長島（授業力・指導力グループ）

上出（授業力・指導力グループ）
佐々木宏（キャリアグループ）

丹羽（Ｔ・Ｔグループ）
香城（キャリアグループ）

丹羽（Ｔ・Ｔグループ）
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５ 授 業 を学 ぶ
（１）プラスカード
H25
プラスカード

MT・STに関する気づき

参観した授業の気づきを授業公開者に伝える手段
月

として、プラスカードを作成した。プラスカードは、

日

校時

授業名：

記入のしやすさを優先した書式にし、プラスの気づ
教材・教具に関する気づき

公開ポイントに関する気づき

つながりに関する気づき

き、プラスになる気づきを記入するようにした。授
業者は授業の振り返りにプラスカードを活用し、学
びの整理を行った。授業を参観する際には、授業公
開シートとプラスカードを持参し、参観終了後プラ

生徒に関する気づき

スカード回収 BOX へ入れるようにした。

H26
授業公開シートを改訂したことに伴い、プラス
カードの改善も行った。H25 からの継続した取組
であるため、プラスの視点で授業を参観する体制

H26
月

プラスカード
日

MT・STに関する気づき

校時

学習グループ名：

授業名：

授業者名：

が定着し、記載される内容に深まりが出た。
教材・教具に関する気づき

キャリア発達を促す指導ポイントに関する気づき

公開ポイントに関する気づき

生徒に関する気づき

（２）授業の振り返り（ミニ授業研究）
ありがとうございました

H26
授業公開週間の振り返りが効率的にできるよう、授業公開週間の最終日にグループ研修日を設定した。各グループ
で、授業公開者と参観者による授業の振り返り、意見交換などを行うことができた。また、全ての授業公開週間・ミ
ニ授業研究終了後の全体研修において、全ての公開シートを掲示し、授業後の気づき、まとめ、振り返りの内容を共
有し、学びを深めた。

成果① 授業の柱 こだわりのポイントに対する気づき～共有
キャリア学習グループ所属の２６本の授業研究に対し、その振り返りの設定時間は６０分×３回のグループ研究の
みである。そのため、短時間で有効な情報を共有することを全員で意識した。その中で、「公開ポイント」及び「授
業を振り返って」についての項目に関する授業者からの説明では、授業者一人一人から、「私の授業ではここをねら
っている」「ここを工夫している」という授業の柱とも考えられる内容に関しての説明がされた。それら一人一人の
授業に関する説明は、短時間での発表という制約された環境であるからこそ、コンパクトに一言でまとめられた言葉
であり、精選された「こだわりのポイント」とも捉えることができる。
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各学年の授業公開の振り返りにおける「主な公開ポイント」及び「授業を振り返って」の項目から、一人一人の「こ
だわりのポイント」を改めて共有し、他者からの学びとして、一人一人の授業に生かすことができれば、全校授業研
究の成果が更に広がると思われる。

成果② プラスカードから得られたもの～「実践に対する肯定的評価」「他者からの視点に対する学び」
昨年度に引き続き、今年度の授業研究においても、授業研究に対する評価の一環として、「プラスカードの記入」
→「授業者への還元」を行った。プラスカードゆえに肯定的な評価を基本とすることから、見学者からの改善を提案
する視点に欠ける内容であることは否めないが、授業者が意図的に行っている生徒に対する様々な配慮事項が、見学
者に伝わっていることをプラスカードを通して実感できたケースが多数報告された。このことから、日々の実践に対
しての自信が深まり、更なる授業の充実につながればと考える。その他、肯定的に改善案を提案するプラスカードに
ついてもいくつかの報告があった。そして、他者からの視点を積極的に取り入れようとする意見も多く聞かれた。プ
ラスカードからの学びを広く共有することにより、全校授業研究の成果が更に広がると思われる。

成果③ キャリア学習グループの授業研におけるキャリア発達の能力領域（選択）
キャリア学習グループにおける各指導形態の公開授業は、「キャリア学習」に限らず、一人一人が、それぞれ担当
する指導形態について行った。授業公開後の振り返りにおいては、「キャリア学習」を含めた様々な授業において、
キャリア発達を促すための視点をどのように指導者一人一人が意識しているかについて意見交換を行った。どの授業
においても、キャリア発達を促すための視点を明確に意識しながら授業を行っているという意見がある一方で、キャ
リア発達を促すという概念を用いなくても、「生きる力」を育むという考えとしてキャリア発達を意識しているとい
う意見もあった。それらの意見を共有しつつ、今回の授業公開週間における授業公開シート内の「本時のキャリア発
達を促すための指導のポイント」の記載については、日常の授業においてキャリア発達を促すための指導をより意識
したり、関連させたりするためのきっかけとなったという意見が上げられた。
また、今回の授業公開シートの学習内容から、キャリアプラン・マトリ
ックにおける能力領域において、どの領域を重視しているかについて検証
を行った。LHR、生活単元学習や総合的な学習の時間、作業学習、又は教
科別の学習など様々な指導形態からの情報の整理であるため、下の表に示

意思決定
能力
32%

した傾向が、そのまま本校における「キャリア発達の能力領域」において
重視されている領域の傾向を表すものではない。また、
「教育の目的」は、
教育基本法第一条にあるように「教育は、人格の完成を目指し･･･」を達成
するために、各教科等が設定されているとすれば、例えば【数学＝情報活
用能力】というように、単純に関連付けることそのものが難しいのではな

将来設計
能力
0%

人間関係
形成能力
39%

情報活用
能力
29%

いかという意見もあった。そういった考えを考慮しつつ、今回の２６の授
業研究において、４つの領域の中で何を重視しているかの傾向を捉えるた
めの一助として情報整理を行った。結果として『人間関係形成能力における集団の一員としての役割の遂行』や『意
思決定能力における自分で考え、自分で形成できる活動、自己評価』などが高い割合を示す傾向にあった。
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成果① 将来の生活に結ぶ～生徒を授業の主役に
授業参観者が記入したプラスカード（気づき）のことばを学年グループ内で共有し、カテゴライズを行った。授業
の目的は、社会生活を見据えて生徒個々の実態や将来の姿に合わせた「力を付けること」である。そのために「生徒
が自ら学ぶ態度」の育成が必要であり、さらに私たち教師の「授業力・指導力」が必要である。生徒の実態を適切に
理解し、ねらいや目的、目標を明確することが、授業づくりのスタートであることを確認した。
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成果② 授業・指導内容の工夫
「視覚支援」「板書の工夫」「環境」「言葉かけ」など、教材・教具や学習環境の工夫について多くの気づきを共
有することができた。また、「学習の積み上げ、繰り返し」「指導内容の精選」など、題材の設定から丁寧に検討す
ることの大切さを確認した。

成果③ 学び続ける教師に
プラスカードから多くの学びとなる気づきを得ることができた。生徒の将来の生活に結びつけ、生徒が楽しいと思
える授業、魅力的な授業づくりを行う学び続ける教師でありたい。

成果① 色々な連携（T.T）


意図を探すところからの連携



グループの指導での連携



MT を引き立たせる連携



ST と MT が入れ替わるような連携

成果② コミュニケーション～ST から MT へ・MT から ST へ


教材を一緒につくりたい



授業後の楽しい振り返りをしたい



授業前の打ち合わせをしたい（せめて略案がほしい･･･）



生徒の実態や年間の計画などを含めた、生徒の成長プラン、授業の年間プランを一緒に考えたい



ただの雑談をもっとしたい

① コミュニケーションのための時間とゆとりを
作るために、具体的な方法はなんだろう

② 年代別に必要な役割意識ってなんだろう

会議を減らす
熱意
放課後の会議を減らす（学科、教科別をしいて授業
どんな仕事でも引きうけるチャレンジャー
時間中に会議をする）
会議を減らす
新鮮な考え、アイデア
委員会を整理する（各種委員会が多すぎる）
真剣に学ぼうとする姿勢
20代
思い切って部活をなくす（より小形態の会議を増や
知識をつける
す）
会議開始時間に放送がかからなくても自主的に集ま
何もおそれず突き進む。まわりがフォローす
る。時間短縮
る
時間を守る（スタートと終わりを守る）

チャレンジ

大切な会議に時間がかけられるような会議運営の
工夫
よけいなことを言わないように立って会議する
授業の人数をへらし、空き時間を確保する
授業の持ち方の工夫（コマ数ではなく、メインの数
で、ゆとりの時間、教材研究の時間をつくる）

反省と向上心
30代
問題提言役

職員室に私語ゾーンと仕事話ゾーンをつくる

40代 まとめ役

正しく後輩を育てる気持ち

担任、いろいろな担当をがんばろう世代

③ STとして、自分が大切にしていることはなん
だろう
MTの意図をくみ取り、適切な支援
MTの合図を見逃さない
MTの思いをくみとる
MTとの会話
MTの働きかけに対する生徒の反応を把握したうえで
支援する。（補う、修正もときには必要）
MTが大事にしている「軸」からそれないように（授
業、生徒指導）
MTが持ち合わせていないところからの視点、関わ
り、指導
授業の雰囲気。空気がとまらないように気をつけて
いる
全体的なサポート
授業の流れをスムーズにする
生徒の気づき（理解）をフォローする支援
目立ちにくい生徒のフォロー

おしゃべりを慎み、自分の仕事を早く終わらせる

潤滑油

気配り、目配り

職員室以外にくつろげる部屋をつくる（自由におしゃ
べり）

若い先生方を育てる。30代の先生方にアド
バイスする

本気で協力してあげる（自分の力量をだして）

おしゃべりタイムの設定
和
週１ 休憩時間内で10～15はコミTimeをつくる
50代に向かって小休止。パワー充電期間
親睦会予算で月（週）１回、おやつタイムを設け、食
面倒くさい禁止！初心
べながら話をする（茶話会）
親睦会会計を４グループに分担する
20代30代の指導アドバイザー
趣味グループをつくり、グループ研修。レク。
あたま！長！TOP！
体育研修（スポーツレク）を月1回行い、終わったら、
自分にやさしく。周りに厳しく
お菓子、ドリンクで会話
目と目があったら、話題１つについて話す
若手育て
グループ研で結論をださなくてよい、フリートーキン
後輩にビシーと教えて、もの申してください。
グタイム。（普段あまり話す機会のない先生と話せ 50代
お願いします。
る）
見守り役
安定感。安心感
悟り。安定剤
言葉を正しくたくみにつかう口技と冷静
普段は見守り。いざというときは、ビシッとし
める
見守る。こっそり叱る
指導者
60代 守り

④ 特別支援において、専門性を身につけるた
めに最低限知っておく必要がある「障がい」に
関する知識ってなんだろう

MTのじゃまをしない
本当に必要なこと以外はしゃべらない

自閉症の特性。認知の仕方。見え方。聞こえ方。感
じ方。
自閉症に関する知識、理解
自閉症の卯などゥと感覚の特性。
健康に関する配慮事項
子どもの発達について
発達
生徒の内面を知り、アプローチする
アセスメントの理解
「わかる」の理論
どんな行動にも必ず原因があるということ
本人にとってとても困る事態になる（パニック）ような
事項
問題的な行動は性格が原因ではない。わがままで
すむものではない。
個々によって違うので、本の通りにはいかないという
こと。それよりは、しっかり実態把握を行うことが大
切

MTの話をきくときに生徒の手本となること

障がい。一生懸命生徒が努力してもどうしようもない
ことがあるなら、できないことを受け入れたうえで、よ
りよい解決方法を与えてあげたい

補助
状況判断

進路にかかわる福祉制度
障がい者における犯罪傾向

声のトーン、ボリューム
言葉
立ち位置（MTでは見えない位置で生徒の様子をみ
る）
立ち位置
動き
生徒目線
受ける側の立場目線
口より行動
生徒の良さをみつけ、ほめる
ちょいちょい怒るが、最後にほめる
授業の流れ。根拠。どうして？
いかに自分にとって大切であり、関わりがあつか伝
えられるよう
卒業後の生徒たち（自立）
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成果③ 連携を深め、楽しく、一緒に、一生懸命、授業づくり！
連携を深め、楽しく、一緒に、一生懸命、授


教師の指導力の向上する！～自然で
で的確な実態把握、チャレンジする意欲、ダイナミックな
ダイナミックな計画づくり



授業展開が変わる！～楽しい雰囲気
雰囲気の授業、生徒に合った自然な言葉かけ、リラックスしてチャレンジできる
リラックスしてチャレンジできる雰
囲気



生徒の力になる！～安心感、意欲、
、充実感、経験の深化、学びの深化、学校の楽しさ
しさ

成果④ 栄養教諭と養護教諭のコラボレーション
のコラボレーション
栄養教諭と養護教諭の３名で構成する
する「栄養会」を結成し、will-can-must-do サイクルを
サイクルを基に、お互いの専門性
を生かし、「今」できることを考えた。
。


will～自分たちは何がしたいのか、どうありたいか
どうありたいか、理想やゴールを決める。



can～自分自身をみつめ、いったい
いったい何ができるのか、どのような資源や潜在力を持
っているのか考える。



do

will

must

can

must～自分たちは何を期待されているのか
されているのか、何を求められて何をしなくてはいけな
をしなくてはいけな
いのか考える。



do～ここまでの経過を基に、自分たちが
たちが何をするのか、どのようにしたらできるの
か目標達成の方策を考える。

本校の生徒の現状をふまえ、これからの
これからの健やかな健康を願い、お互いの専門性をつなぎ
をつなぎ、生徒の「成長の記録」の
データと「おやつとカロリー」に関する
する掲示物の作成に取り組んだ。「成長の記録」は、
、生徒本人が自分の健康管理
が意識できるように、また担任、室担等
室担等が生徒の健康を把握するために活用できるものである
できるものである。掲示物は、生徒自身
に視覚的にわかりやすく身近な問題を考
考えられるものである。これを機にそれぞれの専門
専門を融合し、心身の健康を支
える取組が期待される。

生徒の現状～男子の身長
（ｃｍ）

62.0
60.0
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0

本校

全国

１年男子

（ｃｍ）

生徒
生徒の現状～男子の体重
（ｋｇ）
64.0

172.0
171.0
170.0
169.0
168.0
167.0
166.0
165.0
164.0
163.0
162.0
161.0

本校

全国

２年男子

本校

本校

全国

全国

１年男子

３年男子

本校

全国

２年男子

本校

全国

３年男子

生徒
生徒の現状～女子の体重

生徒の現状～女子の身長
（ｋｇ）
54.5

159.0

成長の記録

54.0

158.0

53.5

157.0

53.0
52.5

156.0

52.0
51.5

155.0

51.0

154.0

50.5
50.0

153.0
本校

全国

１年女子

本校

全国

２年女子

本校

全国

３年女子

本校

全国

１年女子

本校

全国

２年女子

本校

全国

３年女子
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Ⅵ

魅力ある教育活動・魅力ある学校へ

１ 外 部 からの評 価
平成 24 年度第 3 回キャリア教育推進者研究協議会（NISE）、平成 25 年度第 1 回キャリア発達支援研究会、
北海道キャリア発達支援研究会（北海道 CEF）、また本校を会場に行った平成 25 年度公開研修会、平成 26 年
度北海道特別支援教育研究協議会等で本校の取組を発信している。北海道内外の方と幅広く情報交換する中で、
本校の取組に対し理解と評価を受けている。本校の取組を外部から評価される貴重な機会であり、本校の魅力を
外部からの評価で認識できる機会であり、大きな学びになる。

（１）「オープンスクール」と「キャリア学習」
平成 25 年 7 月に行った公開研修会において、キャリア教育の理解を図り推進している中で取り組んでいる「キャ
リア学習」と「オープンスクール」についての発表を行った。「オープンスクール」は、従来中学３年生を対象に行
っていた「学校説明会」を平成 25 年度から転換したものであり、年に 2 回行っている。「学校説明会」は、本校の
概要を知ってもらう機会とし教師主導でガイダンスを行っていたものであるが、「オープンスクール」は本校の生徒
が中学生に説明する、教える「作業体験会」とした。「キャリア学習」「作業学習」で、オープンスクールに向けて
の学習を行い、生徒が「自分の言葉で、自分の学校、自分の学習を語る」「自分の学びを振り返る」学習の場として、
意味付け、価値付け、方向付けされたものである。公開研修会参加者から評価を受け、「魅力ある教育活動」の一つ
として、価値付けされた。

（２）授業の公開
A 授業公開週間
平成 25 年度から「授業公開週間・ミニ授業研究」と題し、全教職員が授業公開し、授業者、参観者共に学び合え
る機会を設定した。学校全体で図られた合意形成を基に取り組んでいること、MT,ST ともに授業を公開していること、
学び合う体制づくりに評価を受けた。

B 授業公開日
平成 21 年度から、広く多くの方に本校の取組を知ってもらう機会とし、毎年 12 月に「授業公開日」を設けてい
る。半日日程ではあるが、自由に授業や校内を見学できるようにしている。回数を重ねるごとに参加者数が増え、こ
こ数年では、200 名を超える近隣の中学校関係者（生徒、教員、保護者）に参加がある。中学生は 1，2 年生が多く、
進路を考える学習の場として活用がある。来校者のアンケートに「学校のようすがわかった」「この取組を継続して
ほしい」などと、公開することで来校された方に本校の取組に対し意味付け、価値付けされた。
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２ 「授 業 」づくり
「授業公開週間・ミニ授業研究」では、
、「授業公開シート」を用いた。授業公開シートは
シートは、NISE の「授業における
観点位置づけ・授業改善シート」をベースに
ベースに本校のオリジナル要素を加え、MT 用、ST
ST 用を作成した。書きやすさ、
見やすさ、まとめやすさを大切にし、A4
A4 版 1 枚で、指導目標や指導の流れ、キャリア発達
発達を促す指導のポイント、
授業後の気づき、学びを記載できるようにした
できるようにした。「A4 版 1 枚で簡潔」「指導のポイントが
のポイントが記載されているところが
良い」「授業づくりの流れがみえる」「
」「ST 用もあることで、ST も授業づくりの主体者になる
になる」などの外部からの評
価を受けた。また、全職員から「授業交流
授業交流・授業参観・授業研究がしたい」と主体的な声
声が上がり、それを組織的に
取り組んだことにも価値付けされた。

Ⅶ

３カ年のまとめ

１ 仮 説 の検 証 結 果
キャリア教育を実践してく上で、４つの
つの鍵があると渡辺三枝子氏は述べている。第 1 の
の鍵は、「キャリア発達」に
ついての理解、第 2 の鍵は「自立的に生
生きる力」の理解、第 3 の鍵は、「職業観・勤労観
勤労観の育成」の意味の理解、そ
して第 4 の鍵は、教育活動に取り組む「
「教師の姿勢」であるとしている。また、キャリア
キャリア教育は、「教育改革の理念
であって、特定のプログラムを意味しない
しない」ことを強調している。本校においても、これらの
これらの理解に時間をかけ、本
校としてできることを一歩ずつではあるが
ずつではあるが、キャリア教育の推進の過程を歩んできた。その
その成果が、合意形成を図り
ながら、創造し、実践し、学びあう「今
今」の本校の姿である。
「幸せの一番星さがし」は、私たち教職員
教職員の「学び」であった。キャリア教育の本質「
「教育改革の理念」であるこ
とを理解し、生徒の学びの充実のためには
のためには、教師の学びの充実が必要であり、生徒のキャリア
のキャリア発達には、教師、保護
者、地域のキャリア発達も必要であることを
であることを学ぶことができた。
激しく変化する社会の中で生きていく
きていく生徒の「今」「ねがい」をしっかり受けとめ、「
、「人」「地域」「社会」「学
び」「将来」「夢」など様々な「つながり
つながり」をつないでいくことが、必要であり、社会の
の変化に伴い、今の教育活動
を振り返り、問い直す機会も必要である
である。学校が変化し、新しく創造することは、大きなエネルギーを
きなエネルギーを要するが、創
造する過程で組織的に「合意形成」を図
図るプロセスを大切にすることで組織的な取組になる
になる。そして組織的に、生徒
の学びの充実のための教育活動・授業を
を「創造」していくことができ、組織的に、生徒の
の学びの充実を実現する一つ
一つの授業、教育活動が、本校の魅力ある
ある教育活動であり、魅力ある学校になると考える
る。これら全ての過程が、私
たちの「幸せの一番星さがし」であり、
、大きな「学び」であった。
特に、「合意」のもとで実践できた「授業公開週間
授業公開週間・
ミニ授業研究」は、教師、生徒、学校の視点
視点からも大
きな成果を得ることができた。教師の学びが
びが生徒の学

教師

•専門性（授業
授業）の向上
•グループ研修
研修の学び

生徒

•「わかる」「
」「できた」と感じる授業

学校

•組織力の向上
向上（合意形成の実践）

びの充実につながり、学校としての力になることを
になることを感
じ取ることができた。

以上のことから、キャリア教育の視点
視点から本校の教育活動を見直すことにより、つながりのある
つながりのある生徒のキャリア発
達を支援する授業づくりができ、魅力ある
ある教育活動、学校づくりができることが立証できた
できた。しかし、「学びの場」
である学校において、生徒の学びはもちろん
びはもちろん、教師の学びも止まることはない。キャッチフレーズのように
キャッチフレーズのように、明るい
イメージで取り組めるようにとネーミングした
めるようにとネーミングした「幸せの一番星さがし～キャリア教育の視点
視点から魅力ある教育活動を
目指して」は、これからも変化する社会
社会の中で、「幸せの一番星」を追い求め、生徒も教師
教師も学校も共に学び続けて
いくことが必要である。

35

２ 今 後 の課 題
各指導形態の中での「つながり」は、授業者が意図的に計画し、実践することができているが、教育活動全般を通
しての「つながり」を考える必要がある。「教育課程」「授業づくり」は、社会の変化、生徒のニーズにより、常に
変化、創造していくものである。中央教育審議会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）」
（H26,11）の中でも自立と社会参加を一層推進する観点から、自立活動の充実や各教科の改善などをどのように考
えるべきかと課題があげられている。今後の学習指導要領改訂を見据え、合意形成を図りながら本校の在り方、取組
を考えていく必要がある。そして取組前後の変化、成果を実感できることが、教師自身、組織、学校全体の有用感、
達成感を感じられ、次へのステップとなる。変化、成果を形に、そして実感できる研究に取り組むことが必要である。
社会の変化、社会のニーズに対応し、本校の組織、教育活動が変化してきている。平成 26 年度から、1 学年７ク
ラスのうち生活科が２学級から３学級になり、生活科の割合が増加した。さらに平成 27 年度は、さらに１学級生活
科が増設され、1 学年 4 学級になる。生徒の障がいの状態や教育に対するニーズも多様化している。学校行事や授業
の取組など、全体で検討する必要がある。
「なぜ学ぶのか」については、生徒の学びの質を大切に、授業をつくっていくことは今後も必要である。中央教育
審議会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）」（H26.11）においても、生徒が「主
体的・協働的に学ぶ学習」が必要であり、そのための指導方法の充実も必要であるとしている。教師の専門性は、「授
業づくり」に表れる。生徒が学ぶ楽しさ、おもしろさを感じ、達成感、満足感を味わえるような「授業づくり」を協
働で考え、実践する組織的な取組は今後も必要である。
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追記
全体研修「3 カ年のまとめ」～ ワークショップ KPT
（１）目的と方法
期日：平成 27 年 2 月 18 日（水）
目的：一人一人が研究を振り返り、次につなげる
方法：教職員歴で９グループ編成し、KPT の手法を用いて、次年度の方向性をみいだす
①グループ名を考える（アイスブレイク）
②一人一人の意見、考えを出し合う
③グループでそれぞれの意見、考えを共有する
④グループとしての考えをまとめる
⑤グループ発表
⑥全体で共有し、次年度の方向性を確認する

（２）グループ発表
グループ名

年数

KEEP

PROBLEM

・授業公開週間～自身の授業

・日程によっては、見たい授業を

を見つめ直す機会。アドバ

続 YUTORI

１～５

TRY
・他校の授業を見に行く

みられなかった。

イスをもらえる。
・他の先生の授業を見られ
る。

パラダイス
銀河

・授業公開週間

・PDCA サイクルの充実

・教科のつながり

・授業公開シート

・キャリア学習の検証

・卒後の社会生活に向けた指導

６～10

・高 IQ の生徒の指導
・業務の効率化
・授業公開週間
・プラスカード

88 はハート
マーク（ポケ

・アイスブレイク

・学習間のつながり（国数、生単
など）
・授業公開週間では、一番みたい

・授業間のつながり。課題を発信し、
持ち寄り、討議する時間を設ける。
・具体的な生徒への指導事例。

10～15

同学年の授業が見られない

ベル世代

・学習の遅れに対する補填が必要

・授業にでられない場合の課題を用意。
・教員配置数の検討。

ではないか
・授業公開週間

・もう少し授業を見たい。（専門

・授業公開週間を増やす。

性を生かした授業。例：数学） ・事例研究

チーム
アディダス

・有効なアプローチを見つけづらい生徒への
16～18

実践。
・キャリア学習の授業
・様々な取組と教育課程改善へのつながり。

失われた、だ
いたい 20 年

・授業公開週間
・オープンスクール
・授業公開週間（MT,ST の

大量生産世
代（道庁赤レ

グラス

・作業学習を主体にした実技研修

連携ができた）

・年間を通した研究
・生徒理解

・（新学習指導要領をふまえた）公開研究会

・障がいの多様化に対する研修

・プラスカードの改善（プラス以外のことも

22～24

・実際の授業に役立てるキャリア

ンガ最後世代）

シニア

・授業づくり

19～21

記入する）

学習
・授業公開週間
25～28

・教科間のつながり（生単―国語
など）

・事例研究
・生徒理解～障がいに対する理解
・スーパーティーチャーの模擬授業
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はじけた

29～32

バブル

・授業公開週間

・教材開発

・教育課程

・ワークショップ型の研修

・キャリア学習の評価（検証が必

・道徳

要）
・授業公開週間

昭和の

・教師間のコミュニケーション

・授業参観の体制

・授業形態～縦のつながりで見学する

・研修の参加率

・公開研究会

33～

におい

・事例研究
・知的障がい児・者の学力
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