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課題研究最終報告

目的意識を育むキャリア教育の展開

ー中学校国語科，総合，学活の授業を通して一

Develop as Sense of Purpose for Career Education: 

Through a Junior High School Japanese General Studies Homeroom Class 

中山睦子

Mutsuko NAKAYAMA 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・那覇市立石田中学校

1 . 問題の所在

公立の中学校において生徒指導に直面することは少なくない。中学校3年間において，学ぶ意義を見

いだせないまま，受検を希望する生徒さえいる。目的もなく皆が行くから高校へ行きたいという思いだ

と推測する。そのような生徒と関わる中で，義務教育を終了する重みと責任を痛感している。図 1は那

覇地区にあるA中学校2年生 118名対象に行った

キャリア教育のアンケート (2017年 6月実施）の

結果である。アンケートは文部科学省「中学校キ

ャリア教育の手引き」 (2011)より 4段階評定尺度

で行った。図 1を見るとキャリアプランニング能

力が極端に低く歪な形となっている。キャリアプ

ランニング能力とは，学ぶことと働くことの意義

について考えること。また今学校で学んでいるこ

とと自分の将来とのつながりを考えることであ

り，自分の将来について具体的な目標を立てその

実現のための方法について考えることである。さ

らに自分の将来の目標に向かって努力をすること

や生活や勉強の仕方を工夫することとある。

キャリアブランニング

..,,, ぶこと 饒くことの意鶉や役

割の円鮒

評iii・改男

課題対応

人間関係形成・社会形成

自己理解自己管理

図1 キャリア教育アンケート (2017年6月）

これからの社会は，少子高齢化，グローバル化や情報化がさらに進み，先を見通すことがますます難

しくなると言われている。子ども達が将来，就くことになる職業の在り方についても，技術革新等の影

轡により大きく変化することになると予測されている。このような変動の激しいグローバリゼーション

の時代を生きる• 生き抜く力を育てることが今日本の教育で求められてきている。

次期学習指導要領は「学びの意義」を強調している。また特別活動を中心とした小学校の学級活動に

おいても，一人ひとりのキャリア形成と自己実現が新たに加わり，発達段階に応じたキャリア形成の積

み重ねを重要視している。また文部科学省 (2017)の平成 29年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査」結果によると，沖縄県の公私立高校の中退者数は 1116人，中途退学率は 2.0%と

なっており，全国一である。その理由は進路変更が 43.3%, 経済的理由が 5.2%となっている。高校へ

進学することが自己の現在と未来を結びつける場としての意識が弱いことも一因であると考えられる。

このことから沖縄県の中学生の生きる力の育成に課題が大きいと考えられる。目先のことだけを考える

のではなく，先を見通し，学習に取り組む意欲ある生徒を育てることが重要だと捉える。また，沖縄県

教育委員会「平成 28年度~30年度学校教育における指導の努力点」の確かな学力の向上においても「学
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ぶ意義」や「学ぶ意欲」の向上を図るキャリア教育の推進を挙げている。キャリア教育とは，中央教育

審議会答申 (2010) によると， 「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」と定義されている。千葉• 島袋 (2009) は目的達成

への統制感，それを支える手段（努力，能力，運，教師の援助）の保有感から構成される CAMI尺度を用

いて，沖縄県の中学生の生きる力と進路発達を検討している。その結果， 「関わりの強い他者に囲まれ

援助を受けながら努力し行動できる生徒は「生きる力」を育み「学力」をつけ望ましい「キャリア発達」

をしている」と述べている。さらに千菓• 島袋 (2009) はキャリア教育を通して将来の職業的な目的を

形成し，その下で学習に取り組み努力できる「意志型」の児童生徒を育成する必要があると述べている。

ところで山田 (2011) は「進路成熟度が職場体験満足度を媒介して進路関連効力感の変容に影瞥」があ

るとし「職場体験が進路成熟度の低い中学生に対する有効な働きかけとなる」ことを指摘する。さらに

興味深いのは， 「第一希望の職場で体験できなかった生徒であっても進路関連効力感が向上する」とい

う。新しい場所に出会うことによって変容が促されることを指摘していることである。

つまり，このことは，何らかの実体験が，学ぶ意義や働く意義を理解することになっているといえる。

従って，職場体験によって職業観や勤労観を形成することにもつながる可能性を示唆するものである。

2. テーマ設定の理由

中学校国語科の「話すこと・聞くこと」の学習と， 「総合的な学習の時間」並びに「学級活動」のつ

ながりを図り，目的意識を持ち行動できる生徒を育てたいと考え，設定した。

3. 研究目的

学級活動を中心に，国語，総合の授業を通してキャリア教育を展開し，生徒の主体的な学びの効果

を検証する。

4. 研究の方法と進め方

(1)職場体験学習（事前事後の学習）

職場体験学習の充実を図り，そのため教科横断的な学習として国語科の「話すこと・聞くこと」の

活動や学級活動に重点を置き，最後にアンケートを取って分析する。

(2)進め方

①質問やプレゼンテーションのスキルを国語の授業で習得し，職業人講話や職場体験で活用する。

②職業人講話や職場体験学習は，質間→調べる→まとめる→発表の一連の流れで行う。

③学ぶ意義と働くことに関して，学活と国語の授業で並行読書を行い，まとめる。

④学年の先生方やキャリアコーディネーター，地域の公民館との連携を図る。

表1 中学校国語科，総合，学活の授業実践

月 国語科「東京書籍」 総合 学活

4 未来へ オリエンテーション 自己の適性

5 
会話の弾む質間をしよう (1年教材） 進路希望調査 なぜ、人は学ぶのだろう

敬語 職業人講話 なぜ、人は働くのだろう
6 方言（地域人材活用） 職業調べ

7 問題意識を持って聴こう 職業人講話の発表会 いま、学び方について考えよう

8 職場体験

哲学的思考のすすめ お礼状の書き方 お礼状を書く 働く上で、大切なことは何だろう？， 
説得力のある提案をしよう （教育委員会訪間授業）

10 小さな労働者 職場体験発表会（小中連携） 仕事が教科につながる
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身につけたい力の共有と可視化（カリキュラム・マネジメント）

文部科学省 (2017) 中学校学習指導要領総則に教科横断的な視点に立った資質・能力の育成が挙げ

られている。具体的な資質・能力とは「言語能力，情報活用能力，問題発見・解決能力等の学習基盤

となる資質・能力」とある。特に言語能力は，国語科が中心的な役目を果たす。さらに生徒や学校，

地域の実態から各学校の特色ある教育課程の編成が求められている。ここでは 2学年の職場体験学習

を中心に，キャリアの視点から目の前の生徒の実態を把握し，どんな力を身につけさせたいのかを，

学年会で時間をかけて話し合い共通理解を行った。学校行事や職場体験等を中心とし，身につけさせ

たい力を記述した年間計画を立て，学年掲示板に掲示することで可視化し，生徒と共通確認を行うこ

とを意識した。また生徒にも分かり易い文言にすることで，意識づけにもつながるといえる。

表 2 職場体験までの実践を行う際のプログラム
4月 学年会（身につけさせた 8月 職場体験 (3日間）

い力）の共有と掲示 （質問）

5月 国語科（会話の弾む質問 9月 小学6年の学年会へ打合

をしよう） せ（学年主任・担当）

職業人講話の依頼（公民 国語科（哲学的思考のす

館） すめ）

6月 職業人講話（質問） 職業人講話 (OB)

職場体験先の確保

7月 プレゼン発表（職業人の 10月 職場体験発表会プレゼン

方が審査を行う） 発表（小学6年生向け）

職場体験先へ依頼訪問

図2 カリキュラム・マネジメント

(3)授業実践 国語科教材 「会話の弾む質問をしよう」 4時間 「東京書籍」 国語 1

この教材は 1年生で既習済みであるが，生徒の実態から考えると「質問をする」というスキルを身

につけさせるには好教材であると考え授業実践を行った。学習のねらい，話の内容が深まったり広が

ったりするような，よりよい質間をすることである。 「なぜ，そう思ったのか」 「どうしてそのよう

に思ったのか」 yes, noの閉じた質問ではなく，理由や具体を求める質問を行うことでより広がり

のある質問となる。また共通点や相違点を質問することで話の内容がわかりやすくなる。「質問ゲー

ム」は4人グループで行う。質間者，回答者，時間係，メモ係それぞれが役割をもって行うが，今回は

時間係を省きメモ係を 2人設定した。メモを取ることは，回答者に傾聴するであろうと考えたからで

ある。質間について道田 (2017)は，「相手の論旨を行う質間を行うことは，その正当性を批判的・挑

戦的に検討することにもつながる。その意味で，批判的思考における質間と同じである」という。また

道田は (2007) 「質問することは批判的に思考するための第一歩であると同時に強力な武器であり，

疑問が批判となり，あるいは吟味を経て理解へとつながる。そういう意味で，問うことは思考の根底

にある璽要な要素と考えられる。間うことは学ぶことそのものともいえる。もしそうであれば，教育

過程のどこかで学習者自身が間いを立てることを学んでおくことは，その後の学習にも役に立つこと

になるのではないであろうか」と述べている。

つまり，質問をすることを積み重ねることは，思考することにもつながるといえる。

(4)授業実践 総合職業人講話 8戸間

図書館司書，作業療法士，プロデューサー，ハプィシェの4人の職業人の講話を行い，職業人に対

する質問をウェビングによるイメージから，質問したい項目をグループで話し合い，絞り込んでいっ

た。講師の方には予め， 自分の人生グラフや努力したことなどを，講話の中に入れてもらうことをお

願いした。さらに各職種についての調べ学習，プレゼン発表（学級→学級代表）を行った。国語の授

業で学んだ「質問をする」や「プレゼン発表の仕方」を総合で活用することがねらいである。プレゼ

ン発表の際は，講師の方に審査員になっていただいた。
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(5) 総合 職場体験 (3日間）

職種について調べ学習を行い， 3日間の職場体験を行った。働いている大人に質間項目として少な

くても 10項目は考えさせ， 質問することの意識づけを図った。また，事前の三者面談において保護

者の方に職場体験を行う目的や協力依頼を行った。

(6) 総合 職場体験の事後学習まとめと小中連携 （キャリア・パスポートの視点） 8時間

中学校学習指導要領解説 (2017) において「小学校段階から学級活動の内容に (3)一人一人のキャ

リア形成自己実現を新たに設け，小・中・高等学校を通じて「キャリア・パスポート（仮称）」とし

て学びの蓄積を重要視している。職場体験の事後学習として，小学6年生向けに中学2年生 155名が，

プレゼン発表を行った。プレゼン発表は， 12グループがパワーポイントによる発表，その他のグルー

プは，紙芝居形式での発表である。発表には小学生が参加しやすいようにクイズも取り入れた。

(7) 学活 学ぶ意義と働くこと 6時間

児美川 (2018)は， 「自分の生き方のビジョンや働く時に大切にしたい価値観」を意識させるキャリ

ア教育が必要であり，それをふまえて「具体的なキャリアプランや進路設計につなげていくことが大

切である」と説いている。また，職場体験等での気づきや学びをその後に深められるような学習活動

を学校の教育課程全体の中に編成していけば，職場体験活動の教育効果を高め，生徒たちの学びや気

づきの定着と発展を促すことが可能であるという。そのために，職場体験の事後学習として，自己理

解を深めさせること。さらに将来の目標に向かって目的意識を持ち，普段の生活においても自己理解

・自己管理できる力を身につけさせることが最も重要だと捉えた。学ぶこと・働くことの意義につい

ての授業実践を行い，国語の授業では「小さな労働者」と「ぼくたちはなぜ，学校へ行くのか」 「虹

色のチョーク」との並行読書を行い，学ぶ意義と働くことを考えさせた。

5. アンケートの結果と分析

(1) キャリア教育アンケート結果より

図3は6月に本校2年生 155名対象に，キャリア教育のアンケートを実施した。アンケートは文部

科学省「キャリア教育の手引き」 (2011) より 4段階評定尺度で行った。キャリアプランニング能力

や自己理解・自己管理能力が低くなっている。また昨年度，那覇地区 1校，中頭地区 1校，宮古地区

14校，合計 2750名に同様にアンケートを実施したところ，忍耐力，ストレスマネジメントが低い結果

となっており，課題が顕著であることがわかる (1)。

キャリアブランニング 人問関係形成・社会形成

弄●—改苦 訴臼きに考えるカ

課題対応 自己理解自己管理

図3 キャリア教育のアンケート (2018年 6月）

キャリアブランニング

ヤぷこと・働くことの急,,

(1j・改善

題対応

人間閲係形成・社会形成

L'.I己のlst'/;1の11,w

阻 I•<!さ l ~ "'tえる カ

n己の 勅轟「•NJ

自己理解自己

図4 キャリア教育のアンケート (2018年 12月）
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図4は 12月に本校 2年生 155名に，同様のキャリア教育アンケートを実施した結果である。 6月

実施と比較すると，人間関係形成・社会形成能力において，他者の個性を理解する力が平均値 3.3か

ら3.4と向上している。他者に働きかける力，コミュニケーションスキルが平均値 3.3から 3.35と向

上している。自己理解・自己管理能力の主体的行動が 3.05から 3.09と向上しキャリアプランニング

能力の学ぶこと・働くことの意義や役割の理解も 3.01から 3.09と向上している。一方，忍耐力やス

トレスマネジメントや行動・選択，将来設計，計画克案などが低い数値を示している。しかし将来設

計では，小学校の時に描いていた夢からの脱却とも捉えることもできる。職場体験等を通して，発達

段階的にも現実がある程度見えるようになる年齢であると考えると，好ましい結果だともいえるので

はないだろうか。またキャリア教育の目標は，生徒の実態や学校，地域の実態を踏まえつつ，生徒の

発達の段階に即して決めるものであることから，生徒の感想用紙や身につけさせたい力の振り返り等

から包括的な評価としたい。特に自己理解・自己管理能力の低さは，昨年度実施したアンケート（先

述）からも同様な結果が出ており，今後は最も身につけさせたい力として強化すべき点だといえる。

尚 (2)伊藤・神藤 (2003)の自己効力感尺度，認知的側面の自己調腋学習方略尺度，自己動機づけ方

略尺度アンケートとキャリア教育アンケートには有意性が見られた。

(2)授業後のアンケートや感想用紙より

国語の授業で学んだ「質問」を職業人講話においても「た＜

さん取り入れた」と答えた生徒が 25.1%, 「まあまあ取り入れ

た」と答えた生徒が 50.3%であった（表 3)。このことから意

識して質問をしたことが窺える。講師の方には，予め個々人の

今日に至るまでの道のりを人生グラフに書き表すことで挫折

をどう乗り越えてきたかを話していただいた。職場体験後のア

ンケートから「働くということについて考えることができまし

たか」という項目では， 「とてもあてはまる」 75.4%「あては

まる」21.2%と96.6%の生徒が職場体験を通して働くことにつ

いて考えると答えている（表4)。働くことのキーワードとし

て以下を挙げている。仕事は大変・仕事は大切・コミュニケー

ションの大切さ・続けることの大切さ・挨拶や笑顔・楽しい・

世の中の役にたっている・やりがい・厳しさ・金の大切さ・考

えてできることはやる等となっている。 「勉強することの大切

さがわかりましたか」という項目では， 「とてもあてはまる」

59.3%「あてはまる」 29.0%となっており， 88.3%の生徒が働

く体験を通して勉強する大切さも学んだことになる（表 5)。

「職場の方の話をしつかりと聞き，質間をすることができまし

たか」という項目では「とてもあてはまる」 57.4%, 「あては

まる」 25.1%で 82.5%の生徒が取り組めた結果となった。職業

人講話の際にも同様な項目では 75.4%となっており，向上し

た結果となっている（表 6)。このことからより質間をする積

極的な姿勢が窺える。さらに「職場体験の発表を小学6年生向

表3 あなたは国語の授業で学んだ質問をすることを取り
入れましたか。

回答内容 人数割合％

1たくさん取り入れた 37 25.1 

2まあまあ取り入れた 74 50.3 

3あまり取り入れなかった 23 19 

4取り入れなかった 8 5.4 

表4 「鋤く」ということについて、考えることができま
したか。

回答内容 人数 割合％

1とてもあてはまる 117 75 4 

2あてはまる 39 21 2 

3あまりあてはまらない 3 1.9 

4あてはまらない 5 3.2 

表5 勉強することの大切さがわかりましたか。

回答内容 人数 割合％

1とてもあてはまる 92 59 3 

2あてはまる 45 29 

3あまりあてはまらない 10 6.4 

4あてはまらない 8 5.1 

表6 職場の方の話をしつかりと闘き、質問をすることが

できましたか。

回答内容 人数割合％

1とてもあてはまる

2あてはまる

3あまりあてはまらない
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けに行うことで何を学び，感じ取りましたか」と言う質問に対

して，下位の生徒が「学習したことを，まとめることと発表する力が身についた」と答えており，か

なり満足した学びとなったといえるだろう。さらに「どのような工夫をすると相手により伝わるよう

4あてはまらない 7 4.5 
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になるのかを考えて発表することができた」 「大人になった時，今回の経験を活かしたいと思いまし

た」と答えた生徒もいた。相手意識も考えて発表したことが窺える。また，小学 6年生からの感想に

は「ぼくも中学 2年生になったら，職業のことをもっと学んで大人になれたらいいなと思いました」

「私も中学生になったらお姉さん達のようになりたいです」とあることから，仕事をする大人を描い

ていることや，中学生への夢など，自分の成長のために学びに向かう姿勢が見られた。

職場体験後の学習として「学ぶ意義」に関して，国語で「小さな労働者」の授業を行った。並行読

薯として「なぜ僕たちは，学校へ行くのか」を活用した。松本 (1997)も「比べ読み」や「重ね読み」

を行い，読みの学習を深めさせる実践を行っている。生徒の感想として「今まで学校で学ぶことの意

義について考えたことがなかったけれど「小さな労働者」や「マララさんの話」を聞いてみて，学校

へ行きたくても行けない子ども達がたくさんいると知りました。でも私は，学校へ行くのが面倒くさ

いとか，ズル休みをしたことがありました。今では，やっちゃいけないことだと思うようになりまし

た」 「学校はイジメをなくすための所，社会について知る所，関係を築く所だと思いました。また「勉

強がしたい」と声をあげている人たちが世界中にいる中で今の私たちは「勉強がだるい」といってい

る。これは本当に贅沢な悩みなんだなと思いました」 「今勉強できる場所がある。これはとても幸せ

なことだということを改めて感じました」 「勉強するのが当たり前なのではなく，勉強ができること

に感謝という気持ちを忘れてはいけないと思いました。そしていつか，世界中の全ての子どもが学べ

るような平和な世の中にしていくべきだと思います」このような生徒の感想から，あたり前に学校で

学んでいることが，決してあたり前ではないことを知ることで，学ぶ喜びや感謝の気持ちを受け取る

ことができる。さらに，平和な世の中にしていくべきだという，決意も見られた。このことは，キャ

リア教育が目指す生き方としての学びである。また「働くこと」として，国語の授業において「虹色

のチョーク」を並行読書として取り上げた。「虹色のチョークや璽度障害者の方の新聞記事を読んで，

働くことの意味を深く考えることができました。虹色のチョークを作っている人は 8割が知的障害を

持っている人であることがわかった。知的障害を持っていても，人の役に立つことができる。本当の

働くことの意味は，人の役に立つことなんだなと考えることができました」 「私が今できることは，

学校で授業を真面目に受けること，部活動で活躍することだ。私は今できることを頑張りたいと思い

ます。また学校でも，人の役に立てる人になりたいと思いました」と経験を通して内省し，働くこと

の本当の意味を自分ごととしてとらえ直すことで，深く考えることにつながったといえる。

(3)手帳の効用 自己理解・自己管理能力，計画立案，実行力を身につける

藤田 (2014) は，全体として目的の達成が不十分な場合には，その後のキャリア教育の修正や，追

加的な学習の必要性を説いている。学業と進路において，自分の長所や短所について語れる生徒が少

ないこと，家庭で保護者と会話をする生徒も少ないことがわかった。そのことから「自分の良さを知

ろう」というワークシートを作成した。自分の考え，友達からのコメント，保謹者からのコメント，

担任からコメントを書き入れ三者面談で共有する。児美川 (2018) は，学習の習慣化についてフラン

クリン手帳ばりの「仕掛け」の効果を賞賛している。児美川は「進路についての大目標を立てさせ，

それをスモールステップの目標を刻み，月および日々のタスクヘとブレイクダウンしていく。それが

実行しえたかどうかは，毎日の学習記録によって自己点検し，間超点があればそこに気づき，改善し

ていくというサイクルである」と述べている。毎Hの学習の記録をつけることで，着実に学習習慣を

身につけるようになり，進路実績も効果を得た実践を挙げている。そのことからスケジュール表を毎

日書かせる取り組みとして，帰りの会において少しずつ行った。定期テスト前には計画を宣てる際に

活用し，初めは勉強する教科名だけを書いていた生徒が，学習時間を書き入れることをアドバイスし

たところ，時間を意識して取り組むようになった。さらに何をするのか，具体的に書くことで目標を

-146 -



課題研究最終報告

持ち，意欲にもつながったと感じる。時間を見える化することで計画的に学習に向き合うようになり，

より主体的な学習者を育てることにもつながるといえよう。

6. 成果と課題

成果として三つの視点から見ていくこととする。一つは目的意識についてである。何のために行うの

か，目的は何なのかを理解させること，そのために身につけさせたい力は何かを具体的に示し，国語科

においては「話すこと・聞くこと」における質問をするスキル，説得力のあるプレゼン発表の授業を行

い，総合や学活において活用する授業実践を行った。 2016年 12月の答申において「主体的な学び」を

「学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら，見通しを持って粘り

強く取り組み，自己の学習活動を振り返って次につなげる」学びと定義している。国語科の「話すこと

・聞くこと」において，質間を取り上げ，総合での実践とつなげることでより積極的で主体的な生徒の

姿勢が見られた。質間することは回数を重ねることで向上が見られ，主体的な学びにかなり効果的であ

ったと考える。また，アンケート結果から「質問をする，調べる，まとめる，発表する」という一連の

学習を行うことは，将来役に立つと答えた生徒が 9割を超えた（表 7)。職場体験の発表会は，相手意

識を持たせるために小学 6年生対象とし，わかりやすく効果的なプレゼン発表を行うことを意識させた

ところ，下位の生徒が「学習したことを，まとめることと発表する力が身についた」と答えており，主

体的な学びにつながったといえる。 「グループで質間を考え，職業について調べ，プレゼン発表するこ

とであなたは自信が持てましたか」という質問では，かなり自信 表7 「質問する」「調べる」「プレゼン発表をする」学

習は、将来役に立つと思いますか。
が持てた 24.4%, まあまあ自信が持てた 54.4%となっており

78.8%の生徒が自信を持つことができた（表8)。小学6年生は

，仕事をする大人や，中学生への憧れなどを描いており，自分の

成長のために学びに向かう姿も見ることができた。先述にあるよ

うに，直接大人の働く姿を見て，働くということについて考え働

くことを通して 88.3%の生徒が，勉強することの大切さを実感し

ていることから，勉強は働く上で必要だと認識していることがわ

かる。このことは普段，学校で学んでいること以上に体験するこ

とで得た大きな学びの収穫だといえる。今学んでいることは，社

回答内容

1かなり役に立つ

2役に立つ

3あまり役に立たない

4役に立たない

人数 割合％

85 57.8 

50 34 

12 8.1 

0 0 

表8 グループで質問を考え、職栗について調べ、プレゼ
ン発表をすることで、あなたは自信が持てましたか。

回答内容 人数 割合％

1かなり自信が持てた

2まあまあ自信が持てた

会に出ても決して無駄ではないということが理解できたと捉え 3あまり自信が持てなかった

る。 「なぜ学ばなければならないのか」を学活と国語の授業で並 4自信が持てなかった 4
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行して扱うことで，より深く学ぶ意義を捉えさせることにつながったといえる。勉強をすることは決し

て当たり前ではないことに気づく生徒や，働く意味についても人の役に立ちたいと答え，今の自分に出

来ることを具体的に挙げていることも成果のひとつである。

二つ目にキャリア教育の展開についてである。実践するにあたり，学年のカリキュラム・マネジメン

トを行い，身につけたい力を学年の先生方や生徒と共有し掲示することで， 目的が明確に確認でき意識

づけにもつながったといえる。藤田 (2014) は「事前指導において明示された「ねらい（＝身につけさ

せたい力，獲得させたい知）」を振り返り，それぞれがその目的を達成するために職場で何を見て，聞

いてきたのか。それを通して自分は何に気づき，どのように考えるのかを共有し深め合うこと」の重要

性を述べている。国語科の特性として，言語能力，コミュニケーション能力育成，表現力の基盤として

の基幹教科の役割があげられる。そのため，教科横断的，汎用的な視点を視野に入れて実践を行うこと

ができた。また身につけさせたい力を明確にすることで，職場体験の事前事後の学習が効果的に実施す

ることができたと考える。キャリア教育のアンケート（先述）に関しては4月と 12月の 2回分析を行

い，校内研修にて全職員で確認し，その後，各学年の成果と課題を話し合いPDCAサイクルで実践評
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価を行うことができた。その際アンケートや生徒の感想など，生徒個々の成長や変容を多様な視点で行

うことで，次年度へとつないでいく所存である。

三つ目に連携が挙げられる。実践するにあたり，所属学年の先生方の協力や地域の公民館やキャリア

教育コーディネーターや小学校との連携，保護者への協力依頼などを図ることで充実した実践となった。

「話を聞く姿勢が真面目で講話がやりやすかった」 「初日，教室へ入室した時の生徒の笑顔と元気な挨

拶をもらい，講師の私も張り切ってしまった。」 「プロデューサーという仕事をどのように生徒達に伝

えるのか，生徒達の成長にどのようにつなげていくのか非常に悩み，そして勉強になりました」等の感

想を，講師の先生からいただき新鮮であり真剣な様子が窺えた。米国では「効果のある学校」の研究が，

日本では「力のある学校」が志水 (2009)によって研究された。今後は地域の学校として，子ども達を育

てる視点が重要であろう。

課題として，一つ目にはキャリア教育の全体的なカリキュラムの編成のエ夫が挙げられる。目の前の

生徒の実態から身につけさせたい力を全職員で共有し，三年間を見通した地域と連携したキャリア教育

の充実を図っていくことである。目の前の生徒や地域の実態を踏まえ，強みを活かし，弱みを克服でき

る工夫とカリキュラムの編成を行っていくことだと捉えている。

二つ目に，自己理解・自己管理能力，課題解決能力が低いことが実証された（先述）。自分の良さに

ついて友達や保護者と共有すること等の丁夫を図ることが挙げられる。三者面談等において良さを共有

するなど工夫していきたい。今まで家庭学習の定着化を目指してきたが，思うように定着に結びつかな

いことから，手帳の活用も効果的だと考え薦めていきたい。手帳は時間を見える化することで，計画的

に学習に向かうようになり，主体的な学びを身につけさせることができると期待できる。また職場体験

について保護者と話し合った生徒が 70,2%で予想以上に低かったことから，今後も家庭の協力と理解を

図っていくことが重要であると考える。

最後に，次年度へつなげるキャリア・パスポートの蓄積である。その際，多様な生徒がいることから

キャリアカウンセリングの充実を図ることで一層目的意識を育むキャリア教育を展開したい。
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