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「実践研究」

高等学校学習指導要領
実施上の課題と改善④
（総合的な学習の時間）

山梨県立塩山高等学校

主体的に社会の中で
生きる生徒を育てる

～地域と関わりながら，探究活動を
スパイラルにつなげてゆく実践～

１　はじめに
　大菩薩嶺の麓に広がる果樹地帯の豊か
な自然に恵まれた本校は，普通科と商業
科を併設する生徒数 535 名の総合制高校
である。生徒の約４割が就職を希望し，
多くの者が近い将来社会に出る。
　甲州市の唯一の高校として，総合的な
学習の時間はもとより，教科や特別活動
等において継続的に地域と関わりをもち
ながら教育活動を行っている。

２　活動の推進について
　生徒たちが将来，地域の担い手として
活躍できるよう，主体的に生きる力を身
に付けるためのプログラムを作り，取り
組んでいる。本校は平成 20･21 年度に日
本新聞協会及び県教育委員会指定「ＮＩ
Ｅ実践指定校」，平成 24・25 年度に山梨
県金融広報委員会及び県教育委員会指定

「金融教育研究校」，平成 26・27 年度は
県教育委員会指定「キャリア教育推進研
究校」として，総合的な学習の時間を中
心に学校全体で取り組み，現在に至る。
それぞれの成果を総合的な学習の時間の
プログラムに取り入れながら内容の充実
を図ってきている。
　内容の企画・運営は，管理職の統率の
下，総学コーディネーター（研究部主任）
と総学学年担当（研究部員）が中心とな
り行っている。総学コーディネーターと
総学学年担当は週１回，時間割内に設定
された打合せの場において，活動状況の
報告と意見交換を行い，反省点は次年度
の活動に反映させ，取組を系統的，継続
的なものにしている。
　総学学年担当は，学年会議等を利用し
授業担当者と打合せを行うとともに，校
外活動の計画などを職員会議で伝達し，
活動内容を全体に周知している。
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全体テーマ

社会を知る 社会の仕組みを学ぶ 社会の中で生きる

塩山高等学校「総合的な学習の時間」全体計画

生徒の実態
・素直で明るい生徒が
多いが，自主性・積
極性に欠け，自信を
持って行動できない
生徒もいる。

学校教育目標
１．真理を探究し，理想の実現に努める。
２．自主協調の精神を養い，知性を高める。
３．豊かな創造力と健やかな心身を育てる。
４．進取の気風を培い，自己の可能性を開拓する。

地域の願い
・社会人として責
任感や思いやり
があり，信頼さ
れる人間の育成。
・地域社会で活躍
する人材の育成。

総合的な学習の
時間で育てたい
生徒像

目　　標

社会性・主体性・課題解決能力・表現力を備えた生徒
（変化の激しい時代によりよく生きるため，社会に目を向け，自分で学び，考え，判断し，
表現できる生徒）

（１）社会に対する認識を深め，自ら課題を見付け，その課題を解決する能力を育てる。
（２）学び方やものの考え方を身に付け，自己の考え・意見を発信する力を育てる。
（３）主体的・創造的・協働的に取り組む態度を育てる。
（４）自己の在り方生き方について考察し，進路実現への展望を持たせる。

育てようとする資質や能力及び態度

（１）「課題設定の能力」・「課題解決の能力」

（２）「発表の能力」

（３）「学習活動への関心・意欲・態度」

評価の観点，評価規準

・自ら課題を設定し，解決しようとする姿勢を身につ
けることができたか。
・社会的な事柄に目を向け，自己と社会との関わりを
認識することができたか。
・他者と協力して取り組むことができたか。
・自分の考えを的確にまとめ，表現・発表することが
できたか。
・主体的に学ぶ姿勢をもち，意欲的に取り組むことが
できたか。
・責任をもって取り組むことができたか。

学年テーマ

学習目標

学習内容

社会に生きる

１学年 ２学年 ３学年

地域社会への理解を深め，自
己の進路を考察する。

社会と関わり，自分の考えを
発信する。

社会の課題を見つけ，そ
の解決に向け，主体的，
創造的に探究する。

①　地域社会を知る探究活動
・新聞を活用した地域探究活
動とクラス発表
・博物館研修とクラス発表
②　職業を知る探究活動
・卒業生から職業について聞く
・上級学校及び企業の訪問
・職業についての探究活動と
クラス発表・学年発表会

①　社会と関わる探究活動
・生活設計に関する体験活
動
・コミュニケーショントレ
ーニング
・インタビュー実践とクラ
ス発表・学年発表会
②　世界を知る探究活動
・沖縄から世界を知る体験
とクラス発表

①　各講座での探究活動
・社会の課題に対する分
野別探究活動。
・中間発表会，講座内発
表，学年発表会

講座例：「こども」「労働」
「生命」「福祉」「地域」
など

評　　価 発言・行動等の観察による評価，レポート・制作物・発表等の内容による評価，その他，
生徒による自己評価・生徒同士の相互評価・ポートフォリオ等を参考に評価を行う。
学期毎にＡ～Ｃで評価し，通知表で生徒に伝達する。学年末にはＡ～Ｃ及び文章で評価をする。
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３　活動内容
　各学年の実践として平成 26 年度の活
動を紹介する。地域と関わりながら，振
り返り，改善，ステップアップを行い，
探究活動をスパイラルにつなげていく実
践に取り組んでいる。

１学年　　～社会を知る～

■地域社会を知る探究活動
　～新聞を活用した活動，博物館研修～
　地域社会に関心や問題意識をもち，地
域への理解を深めるため，新聞を使った
活動や，博物館を訪問する活動を通し，
探究の仕方を体験する。
　ＮＩＥアドバイザーから新聞を楽しく
読む方法についての説明を受けた後，各
自が興味をもった新聞記事を持ち寄り，
感想や意見を述べ合い，地域の課題につ
いての意見文を作成した。
　博物館研修では，事前に地域の文化財
や日本の文化について学習した上で，県
立博物館・美術館・文学館を訪れ，各自
が興味をもったテーマに基づき見学に臨
むとともに，俳句の創作などの体験活動
を行った。事後には見学地で情報収集し
た内容をまとめ，クラスで発表した。
■職業を知る探究活動
　「働く」ということの現実が意識でき
るよう，生徒たちに年齢の近い卒業生の
社会人を招き，職業別に分かれて話を聞
いた。先輩たちが生き生きと自分の仕事
や高校時代にやっておくべきことなどに
ついて語る姿は，生徒たちにとって現在
と将来をつなぐ道標となったと思われ
る。その後，興味をもった職業について
調べるとともに，各種上級学校や企業の

見学を行った。また，それらの情報を
ベースに，様々な職業についてグループ
で情報を収集してまとめ，ポスターセッ
ション形式で発表した。「労働」という
接点で社会と関わる自分をイメージし，
数年後の自分を目標に現在の自己の在り
方や課題，その解決策を自ら考え，より
よく生きるために主体的に判断し行動す
る態度を培う契機になったと言える。

図１　発表風景

２学年　　～社会の仕組みを学ぶ～

■社会と関わる探究活動
　～インタビュー実践～
　インタビューという方法により，積極
的に社会と関わるためのコミュニケー
ション力と，自ら疑問を持ち明らかにし
ていく主体的な態度を育てること，さら
に，取材内容を的確にまとめ，自分の考
えを周囲に発信することを目指した。
　事前に，インタビュー方法についての
学習，コミュニケーショントレーニン
グ，訪問先についての調査を行った上
で，疑問点を出し合い実践に臨んだ。
　普通科の生徒は，市内の商店，農園，
ワイン工場，温泉旅館等を訪ねてのグ
ループでのインタビューや，本校に招い
た大学や専門学校職員へのインタビュー
を行い，取材した内容を紹介マップや新
聞形式でまとめ，発表を行った。
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　商業科の生徒は，専門科目の学習を踏
まえた上で，日本銀行甲府支店と山梨県
地場産業センター「かいてらす」を訪れ，
日本の経済の仕組みや，山梨の産業につ
いてグループでインタビューを行い，集
めた情報を新聞形式にまとめた。
　普通科，商業科とも，各クラス内で発
表を行った後，学年発表会を行った。
　インタビュー実践を通し，地元の食堂
で取材をしたグループは，「地産地消に
よる地域活性の営業を知ることができ
た。」また，日銀で取材をしたグループ
は「インタビューを通して期待以上の答
えが返ってきてとても勉強になった。」
など，他者に働きかけることの大切さを
実感した様子がうかがえた。

図２　インタビュー風景

３学年　～社会の中で生きる～

■分野別講座における探究活動
　～主体的に社会，地域と関わる～
　「社会の中で生きる」をテーマに，教
科を横断し，生徒の関心や進路に即し講
座制による探究活動を行っている。１，
２年生で習得した情報の収集，整理・ま
とめの方法，発表の技術を活用し，現代
の社会や地域の課題を自ら設定し，調査
し，解決策をまとめ，発表した。講座は，
「こども」「情報」「スポーツ・健康」「食
と健康」「労働」「芸術」「福祉」「生命」

「時事」「地域」の 10 講座である。
　「食と健康」の講座では，本校生徒の
朝食の実態調査を行い，問題点を明らか
にし，理想の朝食を考案した。また，
「福祉」の講座では在宅介護と施設介護
の長短について調べて課題を見付け，発
表会では，認知症の介護の理解を広める
ことを目的として介護劇を演じた。
　以下，「地域」の講座の探究活動の実
践を２例紹介する。
　この講座では「山梨の観光とおもてな
し」という共通のテーマのもと，県の観
光課職員から山梨の観光についての現状
の説明を受けた後，グループごとに，ブ
レーンストーミングやＫＪ法的手法で課題
を抽出し，グループのテーマを設定した。
　消防士や警察官などの公務員を目指す
男子５人のグループは，「自然災害時の
観光客の安全対策」，理科系の大学・専
門学校を目指す男子４人は「甲州ワイン
を日本に広める」というテーマを設定
し，課題解決に向けて取り組んだ。
　最終的に県庁に赴き，県の観光部や教
育委員会，また甲州市の観光課職員に提
案をプレゼンテーションした。
○「自然災害時の観光客の安全対策」
　東海地震や富士山の噴火などの自然災
害が危惧される本県において，観光客へ
の安全対策について関心をもったこのグ
ループは，インターネットで，甲州市内
の避難場所を調べるとともに，消防署及
び市役所を訪ね，取材を行った。各施設
には防災マニュアルを作成する義務があ
り，防災訓練も義務付けられていた。し
かし，観光客には避難場所やその経路が
分かりにくいことが明らかになった。
　この点に着目し，学校の近くにある，
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武田信玄公の菩提寺であり多くの観光客
が訪れる恵林寺の避難経路について調べ
た。避難場所までの３つの経路を実際に
歩いてみたところ，その内の２本は道幅
が狭かったり，ブロック塀が崩れる危険
性があったりすることが分かった。
　そこで，距離と安全性を考慮して選ん
だ避難経路を示すため，看板を制作し
た。地図や文字を大きくし，景観を壊さ
ないように，色遣いに工夫をした。
　できあがった看板は恵林寺の境内の表
玄関に設置してもらった。県には各観光
施設に安全に観光客を避難誘導するため
の看板を設置することを提案した。

図３　避難場所誘導看板

○「甲州ワインを日本に広める」
　このグループは，甲州市の特産品であ
る甲州ワインの良さを広めることによる
地域の活性化を目指した。
　本校の卒業生でもある甲州市内の若手
醸造家を訪ね，甲州ワインの特徴や，海
外での評価，他のワインとの違いなどを
聞き，その内容を基に本校の職員や保護
者を対象にアンケート調査を行った。
　その結果，40 代，50 代では甲州ワイ
ンを好んで飲酒する人が多かったが，20
代，30 代では甲州ワインを飲酒する人
の割合が少ないこと，また，甲州ワイン
はさっぱりしていて，どんな料理にも合
うことが分かった。スイーツにも合うと

いう回答も複数あった。
　そこで，若者へのＰＲが必要だと考え，
美術部員の協力を得て，若いカップルが
甲州ワインを飲みながらおしゃれに食事
をしている様子を「スイーツにもベスト
マッチ」という言葉を入れてポスターに
した。完成後は，甲州市内のワイン販売
店や土産物店に掲示してもらった。事後
の聞き取りでは，来店者が興味をもって
くれた例もあった。県には，ターゲット
を絞り，甲州ワインの良さを伝え，販売
拡大につなげることを提案した。

図４　山梨県庁での発表

　活動後の感想文に，ある生徒は「この
活動を通して思ったことは，どのお店の
方も温かく対応してくださり，私たちは
地域に大事にされているということだっ
た。また，私たちの地域は私たち自身で
良くしていくことが大切だと強く感じ
た。」と書いている。また，別の生徒は
「今まで気付かなかった地域の魅力に気
付いた。多くの人の意見を聞くことの大
切さも実感した。これからも積極的に多
くの人と関わり，柔軟な発想で地域の魅
力を発信できるようになりたい。」と書
いている。
　生徒たちは活動をとおして，自分たち
の存在価値を確認し，地域社会の一員で
あることを実感したようだ。社会の中で
生きるための自信となったと言えよう。
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４　校内研修会
　平成 25 年度は，１枚ポートフォリオ
の研修会，平成 26 年度は，関西大学の
黒上晴夫氏を招いて「シンキングツー
ル」の研修会を行った。また，年度末に
は職員会議を使い，生徒の現状の課題を
出し合い，目標や解決方法を共有する
ワークショップ形式の研修会を実施し
た。職員が共通の指導方法や共通認識を
もち，教科を超えて連携し，効果的な教
育活動を行うことを目指している。今
後，生徒の主体的な探究活動を推進して
いくための，ファシリテーターとしての
教師の力量を高める研修なども必要と思
われる。

５　おわりに
　平成 26 年度に行った生徒の意識調査
において，４月と 12 月で５％以上の伸
び率が見られたものに「いろいろな人の
考えや意見をまとめることができる」

（46％→ 57%），「自分の考えを友達に分
かりやすく伝えることができる」（71％
→ 77%）がある。決して高い数値では
ないが，主体的に他者と関わるために必
要な，他人の意見を整理しまとめ，自分
の考えを伝えることができるようになっ
たと思う生徒は確実に増えている。
　また，平成 27 年度４月実施の意識調
査の中で最も高い数値の項目は「これま
での体験や経験は今後の人生の役に立つ
と思う」（85％）であった。生徒たちは
体験や経験を尊び，そのことが自分の人
生をよりよいものにすると認識してい
る。その思いに応えるべく，私たち教師
は生徒の成長を促す体験の機会を作り，
激しく変容する社会の中で生徒たちが主
体的に課題を解決し，生き抜いて行くこ
とができるための探究的・協同的な学び
の質の向上を目指し，研鑽に努めていき
たい。
� （文責　校長　飯島　節生 �
� 教諭　古守やす子）

山梨県立塩山高等学校の取組

　塩山高等学校では，地域と関わり地域に学ぶ総合的な学習の時間を展開している。生徒の言葉が，総合
的な学習の時間の成果を明確に示している。「地域の魅力に気付いた」と語る高校生の姿こそが魅力的で
あり，「積極的に多くの人と関わり，柔軟な発想で地域の魅力を発信できるようになりたい」と語る高校
生の姿は実に頼もしい。「私たちは地域に大事にされている」とふるさとの人々に支えられ見守られて暮
らしていることを実感できることのなんと幸せなことか。そんな高校生だからこそ「私たちの地域は私た
ち自身でよくしていく」と強く決意するのであろう。こうした高校生の姿は，同時に地域の大人をも刺激
し，おそらく結果的に地域の活性化にもつながる。
　高等学校の総合的な学習の時間は地域創生を実現する重要な役割を担うのではないだろうか。また，こ
うして地域で働く人との関わりは，一人一人の生徒の職業観や勤労観を育てていくことにもつながる。ま
さに，これから求められる地域課題解決型キャリア教育にもつながっていく。
　こうした実践が展開できる背景には，確かなカリキュラムのデザイン，それを支える組織や体制，校内
研修などの整備がある。着実な実践研究の歩みが，現在の姿を創出していることを忘れてはならない。
� （視学官　田村　学）
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