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自他肯定感を土壌に問題意識を高める「産業社会と人間」の授業
―

「みんなちがってみんないい」を合言葉に
山﨑

東京都立稔ヶ丘高等学校

茂雄 ＊

―

国語科

学校心理士スーパバイザー

上級教育カウンセラー

＊

都立稔ヶ丘高校の現行版「産業社会と人間」の概要と制作意図、具体的なワークの
詳細を述べ、生徒の反応やアンケート結果からその成果を考察した。
「自他発見」「職業理解」「上級学校理解」「将来設計」の各単元において、生徒が
問題意識を喚起され、自分を見つめる作業に主体的に取り組んでいく、というプロ
セスを重視し、そのための工夫を凝らした。とくに不登校経験の生徒が８割を占め
るという学校の背景を踏まえて、
「みんなちがってみんないい」を合言葉に自他肯定
感を養い、その土壌の上に問題意識を高めるプログラム構成を意図した。
生徒の感想などからは、課題に前向きに取組む様子が伺え、年度末の生徒アンケー
トでは、９割以上が将来や職業、進学について「考えるようになった」と答えてい
る。ただ、学習面でのやる気につながったと言う生徒は６割程度にとどまり、今後
の課題である。
キーワード：「産業社会と人間」

キャリア教育

総合学科

自己肯定感

コーチング

１.目的
都立稔ヶ丘高校の現行版「産業社会と人間」の概要とその制作意図、具体的なワークの工夫に
ついて述べ、生徒の反応、アンケート等からその成果を検証する。

２.「産業社会と人間」の背景と本校における科目のねらい
１）「産業社会と人間」の位置づけ
「産業社会と人間」は、平成５年に出された文部省初等中等教育局長通知「総合学科につい
て」の中で、総合学科の入学年次に履修することが適切であるとされた。
それを受けて、平成 11 年学習指導要領（高等学校）では、
「第一章

第二款

５学校設定教

科」において、次のように定めている。
この科目の目標、内容、単位数等を各学校において定めるに当たっては、産業社会における
自己の在り方生き方について考えさせ、社会に積極的に寄与し、生涯にわたって学習に取り組
む意欲や態度を養うとともに、生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう、就業体験等
の体験的な学習や調査・研究などを通して、次のような事項について指導することに配慮する
ものとする。
ア

社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観、職業観の育成

イ

我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察

ウ

自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成
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そのねらいは、多様な科目を置く総合学科のメリットを最大限に生かすため、将来設計や進
路目標など、生徒のキャリア意識を高めて、科目選択の基準を明確化することだと考えられる。
こうした文部科学省の方針を受けて、総合学科を置く全国の高等学校では、それぞれの学校
の実情や生徒の状況に応じて、職業人講話や就業体験などを含む様々な取組みをしている。そ
の具体例については、文部科学省のサイト上に「『産業社会と人間』年間指導計画等の取組例」
として、全国１６校の年間指導計画が掲載されているので、参照されたい。
２）都立稔ヶ丘高校における「産業社会と人間」
（１）授業の実際と「授業会」
東京都立稔ヶ丘高校は、都が計画した「チャレンジスクール」５校の最後として、平成１９
年に開校した。
「チャレンジスクール」とは、不登校等の経験を持つ生徒を受け入れる三部制・
単位制・総合学科を特色とする昼夜間定時制高校である。
稔ヶ丘高校では、総合学科として１年次に「産業社会と人間」（２単位）を置くだけでなく、
２年次「キャリアデザイン」（２単位）、卒業年次「キャリアサクセス」（２単位）というキャ
リア関連の学校設定科目を設置し、年次進行による体系的なキャリア教育を目指した。
「産業社会と人間」は１年次の必履修で、学級担任が授業を実施する。１年次生の学級は１
５名の少人数クラスなので、担任と生徒がアットホームな形で授業が展開できる。授業内容に
ついては本校で独自開発した共通の展開案があり、生徒にワークシートを配布して実施するの
が基本である。生徒は、ワークシート類を専用のファイルに綴じるので、いわゆるポートフォ
リオ評価で、出席状況をベースに、授業中の取組みと成果物によって成績評価が行われる。
毎回の授業展開案について共通理解を図るため、全員が出席して授業の打ち合わせをする「授
業会」が毎週持たれているのも、稔ヶ丘高校の特色である。授業会主催の教員が展開案を説明
し、実演や質疑によって理解を深める。１年次はⅠ部（午前）６クラス、Ⅱ部（午後）６クラ
ス、Ⅲ部（夜間）２クラスの計１４クラスあるが、授業会の継続によって、すべてのクラスで
同じ内容の「産業社会と人間」の授業が保証されている。
（２）都立稔ヶ丘高校開校の理念と学校設定科目「コーピング」
稔ヶ丘高校がチャレンジスクールの５校目として開校したことは上に述べたが、その開設準
備室では、先行４校の特色を踏まえて、新しい学校を「おとなしくてまじめな」タイプの不登
校生たちが安心して通える学校にしたいと考えた。人間関係で傷つきがちな生徒でも心おきな
く学習に集中できる場を用意し、不安を段階的に克服して「勁い心」を培っていくことを目標
に掲げた。
「勁い心」とは、困難に遭っても負けない、柔軟性のあるつよさを表すために、
「勁
草」の「勁」を充てたことばで、稔ヶ丘高校の校歌にもなっている。
そうした方針のもと、安心して通え、落ち着いて学べる学校環境を作るために、校服のきち
んとした着用を義務づけ、頭髪などの身だしなみ指導を厳しくし、単位制であっても科目の系
統的積み重ねを重視して１，２年次の必履修科目はクラスごとに指定された固定的なカリキュ
ラムとするなどの特色を打ち出した。
さらに、不登校経験のある生徒の学習面、人間関係面での経験不足を補い、目の前の課題に
柔軟に対処していく力をつけることを目的として、１年次に学校設定科目「コーピング」を置
いた。この科目の存在が、稔ヶ丘高校のスタンスを象徴しているといってよい。
週２時間の「コーピング」の内容は、１時間が学習スキルを学ぶ「コーピング・メソッド
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タイム」であり、もう１時間が人間関係スキルを学ぶ「コーピング・リレーションタイム」で
ある。それらの詳細については、別稿（山﨑 2009

嶋田・山﨑他 2010

山﨑 2011）に譲るが、

「コーピング」とは「対処法」の意味であり、不登校等の過去を持って本校に入学してきた生
徒たちが、この科目で学んだ方法を使って、各自の課題に対処し、それを乗り越えて成長して
いくことをねらいとした。
このことを踏まえて本校における「産業社会と人間」の意義を考えたい。
（３）本校における「産業社会と人間」の意義
「コーピング」の存在を考えると、本校の「産業社会と人間」は、今の課題解決に焦点をお
いた「コーピング」と相補的に、将来への視野を開き、そこから自分のあり方を考えさせてい
く役割を持つ。「コーピング」はスキル学習であるから、教科学習や人間関係の場面で「どう
したらいいか」を教えてはくれるが、
「なぜ学ぶのか」
「なぜ人間関係が大切か」を教えてくれ
るものではない。それを考えさせることこそ、稔ヶ丘版「産業社会と人間」の役割である。自
分は将来何がしたいのか、どう生きたいのか、そのために今、稔ヶ丘高校で何をすべきか、し
たいのか。それがあって初めて、「コーピング」のスキルは有効に活用されるのである。
（４）稔ヶ丘高校版「産業社会と人間」改訂の経緯
稔ヶ丘高校開校当時、
「産業社会と人間」の授業は、多田早穂子主任教諭が開発したプログラ
ムによって開始された。それは同教諭の東京都高等学校進路指導協議会（都高進）等でのキャ
リア教育研究に基づき、よくできた内容であったが、開校当時に制作された形で、成果の検証
も十分になされないまま、毎年踏襲されていった。
筆者は、「コーピング」開発の要請から、開校以来３年間１年次担任団の一員として留まり 、
毎年、「産業社会と人間」の授業を行なったが、生徒たちは問題意識が希薄で、ただ受け身的
に課題をこなしていると感じることが多かった。学習内容に対する生徒の問題意識を喚起し、
自発的学習意欲を引き出すような課題と展開をもっと工夫できるはずだとの思いが強くなり、
改訂版の制作を提案した。その後、組織的な検討を経て、平成２２年度入学の４期生から改訂
プログラムに移行することとなり、筆者がその開発・運営を任された。

３） 現行版「産業社会と人間」のねらいと年間学習計画
現行プログラムでは、多田教諭が設定した、「自己理解」「職業理解」「上級学校理解」「将来
設計」という単元の柱を継承し、それぞれの内容構成において、生徒の問題意識と学習意欲を
喚起するプロセスを重視した。
とくに、不登校等の経験を持つという本校の生徒の特殊事情に鑑みて、入学したばかりの生
徒たちの自己肯定感を高めることを重要なねらいとした。自己を見つめ、自分の生き方・在り
方を考える土台として、まずありのままの自分を肯定的に受け入れることが不可欠だからであ
る。また、自己肯定感は他者によって支えられるので、他者との関わりの中で自己肯定感を育
てていく視点も忘れてはらならない。そこで、従来の「自己理解」単元を、「自他発見」と改
めた。「発見」ということばには、自他の良い点を見つけることを喜びとし、相互に肯定感を
高めていく意味を込めた。また、合言葉として「みんなちがってみんないい」を掲げ、自他肯
定のスタンスを明確に打ち出した。第２回の授業で、そのメッセージを発信する。
年間学習計画を、表１に示す。「自他発見」「職業理解」「上級学校理解」「将来設計」の４本
柱に、「体験学習」「履修計画」を加えて、６つの単元で構成されている。
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図２ 「産業社会と人間」で考えてほしい問題

図１ 「産業社会と人間」って、何を学習するの？

４本柱の関係性を示したのが、図１と図２である。生徒にはまず図１を示して、大まかな学
習内容とその関連性を理解させる。次に示す図２では、吹き出しの中に、生徒に考えてほしい
問いを入れ、生徒自身が問題意識を持って考えていく科目であることを明確に打ち出している。
各単元の目標は、このあと、それぞれの単元の説明の最初に掲げるが、それらを通じて達成
したい授業全体の目標は、次のようになろう。
〈都立稔ヶ丘高校「産業社会と人間」の目標〉
（１）自己の生き方を考える学習のベースとして、自他肯定感を高める。
（２）職業理解・上級学校理解・将来設計などの学習を通じて、将来の生き方を考える。
（３）進路を意識して、今何をすべきかを考え、高校生活のあり方を充実させる。

４）その他

授業の実際の補足

このほか、授業の実際上の工夫として、Ａ４縦のワークシートを基本とし、１枚ずつ配布す
ることで、授業進行をコントロールする。例えば、１枚目のシートの課題に取り組むことで、
生徒は問題意識を喚起される。その問題意識をもって２枚目のワークで考えを深め、３枚目で
まとめる、などという展開である。ワークシートはそれを意識して制作しており、配布のタイ
ミングをまちがえなければ、生徒たちは、どの教室でも、同じような期待感を持って学習のス
テップを踏んでいけるようにしてある。
また、説明をビジュアル化するために、黒板にマグネットを使用して貼り付けるシートを多
く開発し、それをラミネート加工して、長年に渡って利用できるよう工夫した。それを使用し
た授業の写真が８０ページに掲げてある。
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なお、基礎学力を養い、学習への苦手意識を克服するための「基礎学力向上タイム」として、
ベネッセの学びなおし教材「マナトレ」
（数学）を、
「産業社会と人間」の授業の最初に原則と
して毎回１５分程度実施しているが、本稿の主題とは独立したものなので、説明は割愛する。
表１ 平成 23 年度 産業社会人間 年間授業計画（１年次 ２単位）

回
0

実施月日

単元

4 月 15 日 準備

タイトル 内容
職業レディネステスト実施

1

5 月 6 日 自他発見①

2

5 月 13 日 自他発見②

自分の個性を大切にしよう 「みんなちがってみんないい」

3

5 月 20 日 自他発見③

基礎力診断テスト結果から進路を考える（ベネッセ講演）

4

5 月 27 日 自他発見④

高校 1 年の目標を立てよう

5

6 月 10 日 職業理解①

なぜ働かなければならないの？ 社会のしくみと職業

6

6 月 24 日 職業理解②

自分の適性を考え、職業について視野を広げよう

7

7 月 1 日 職業理解③

働く人の声を聞こう①（平成仕事図鑑ビデオ視聴）

8

7 月 8 日 上級学校理解①

何を学びたいか考えよう（専門学校）

9

7 月 15 日 上級学校理解②

10

9 月 2 日 自他発見⑤

産社って何が学べるの？ 先輩方からのメッセージ

何を学びたいか考えよう（大学・短期大学）
目標への道のりを見直そう

11

9 月 16 日 上級学校理解③

進学に必要なことは何か（進学準備の方法）

12

9 月 30 日 上級学校理解④

入試のしくみ 今からできる合格準備

13

10 月 7 日 体験学習①

進路体験事前学習①

14 10 月 21 日 体験学習②

進路体験事前学習②

15

進路体験学習ふり返り

11 月 4 日 体験学習③

16 11 月 11 日 履修計画①

履修登録の方法／各教科の説明

17 11 月 18 日 履修計画②

各教科の説明

18 11 月 25 日 履修計画③

履修計画の作成

19

12 月 2 日 職業理解④

職業について情報を集め、イメージを広げよう（ＰＣ室）

20

12 月 9 日 職業理解⑤

働く人の声を聞こう②（職業人講話）

21 12 月 16 日 上級学校理解⑤

上級学校について情報を集めイメージを広げよう（ＰＣ室）

22

1 月 13 日 将来設計①

これからの人生、やりたいことは何ですか

23

1 月 20 日 将来設計②

選択の基準となる「価値観」を明確にしよう

24

1 月 27 日 将来設計③

満足できる人生の設計図（ライフプラン）を作ろう

25

2 月 3 日 将来設計④

26

2 月 10 日 将来設計⑤

展示用ライフプランシートを作成しよう

27

2 月 17 日 将来設計⑥

合格体験発表会

ライフプラン実現のために今できること／年間目標ふり返り
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３.各単元の学習活動の概要
１）自他発見

「みんなちがってみんないい」

Ａ.学習のねらい
（１）自己を見つめ、生き方・在り方を考える学習の土台として、自己肯定感を高める
（２）級友同士の肯定感を高め、学び合いの雰囲気を醸成する（「みんなちがってみんないい」）。
（３）年間の学習内容への見通しと期待感を持たせ、学習へのモチベーションを高める。
（４）自他肯定感をベースにしながら、学校生活の目標を立て、行動につなげていく。
Ｂ.学習活動の概要
（１）自他発見①

「産社って何が学べるの？」

先輩方からのメッセージ

第１回目の授業でまず生徒たちは、先輩の体験談を読む。これは、さまざまな過去を持
ちながらも、稔ヶ丘高校で居場所を見つけて、成長し、進路を切り開いていった卒業生たち
から、新入生にあてたメッセージである。入学したばかりで、多くの不安を抱えた生徒たち
に、それを克服して成長して行けるという、具体的イメージを持たせることをねらいとする。
その上で、「産社って、何が学べるの？」という疑問に答えて、その全体像を示す。それ
が、図１である。まず、図１を見て産社の学習内容を大きく把握し、次に図２で、それらの
学習は生徒自身が疑問を持ち、考えることによって進んでいくということを理解する。
最後に、１年後の自分の成長をイメージしてまとめとする。
（２）自他発見②

「みんなちがってみんないい」

クラスにはさまざまな個性の仲間がいて、だからこそおもしろいということを実感し、
互いを認め合うあたたかな雰囲気を醸成する。そのために２つのワークを行なう。
①４つのコーナー
「春・夏・秋・冬」（好きな季節）とか、「イヌ・ネコ・小鳥・熱帯魚」（ペットを飼う
なら）などの、４つの選択肢を教室の四隅に掲示して、教師の合図で生徒たちは一斉に
移動する。そのつどメンバーが変わるという経験から、人の個性の多様さに気づく。
②見方を変えて長所発見
短所だと思うことでも見方を変えて長所に言い換えることができる、という学習をし
たのち、ワークシートに各自が短所だと思う点を１つ書き、無記名で回覧する。生徒た
ちは、誰かわからない級友の短所を読んで、それを長所に言い換えて、励ましのことば
を書く。４人回ったら、各自にシートを戻す。匿名のクラスメートが書いてくれたメッ
セージを読んで、仲間たちのあたたかさを実感する。
２つのワークのまとめとして、産社の学習のベースとなる「みんなちがってみんない
い」という考え方を理解する。
（３）自他発見③

基礎力診断テスト結果から進路を考える（ベネッセ講演）

ベネッセの講師を招き、入学当初に実施した「基礎力診断テスト」の結果の見方とと
もに、進路を考える視点を学ぶ。
（４）自他発見④

高校生活

この 1 年の目標を立てる

高校１年で達成したい目標を決めるが、そこに至るステップを工夫してある。まず、制
約を無くして自由に発想する「ブレインストーミング」（ひとりブレインストーミング＝図
３）を用いて、この１年間で自分がやりたいことを思いつくままにたくさん書き出す。頭が
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柔軟になり、素材も多く出たところで、目標をしぼり込み、
「目標実現シート」
（図４）を用
いて、具体化していく。
まず、目標と目的の関係を用いて、目標の意味を考え

ひとりブレインストーミングのルール

たり、明確化したりする。やりたいことの先の目的は何

①たくさん出そう （質より量）

か。あるいは、それを実現するための具体的目標は何か。

いくつ出せるか自分と競争

②とっぴなアイデア大歓迎

さらに、その目標実現のメリットを考える。
さらに、その目標を実現したい自分をふり返って、自
分を支えてくれるリソース（資源）を考える。自信につ
ながる「できた経験」、あるいは、自分を支えてくれる

変なことでも浮かんだら全部書く

③批判禁止
自分の考えをだめだと思わない

④連想で似たものを次々出す
自分の考えをどんどん変形・
発展させる。他人の考えもＯＫ

人・もの・環境など。そうしたリソースに支えられ、力
を得て初めて、ハードル（障害となるもの）を明確化し、

図３ 「ひとりブレインストーミング」

対策を含む行動計画を立てることができる。

このシートに順に記入することで、頭の中が整理でき、具体的な行動への道筋が見えて
くる。出来上がったシートは、ビジュアルにわかる行動指針なので、授業ファイルに入れっ
ぱなしにしないように、コピーを与えて、カバンに入れたり、自宅の目立つところに貼るな
どして常に意識するよう奨励する。
また、夏休み明け９月の「自他発見⑤」では、この目標実現シートのふり返り、目標の
再設定を行ない、モチベーションを維持するフォローをしている。
Ｃ.解説
自他発見②で実施する「４つのコーナー」や「見方を変えて長所発見」のワークは、構成的
グループエンカウンター（ＳＧＥ）
のエクササイズからヒントを得て考
案した。カウンセリングの原理を集
団指導に取り入れ、「予防的カウンセ
リング」あるいは、「育てるカウンセ
リング」と呼ばれるＳＧＥの手法は、
小中高校の教育現場で多くの共感者
を得て、さまざまなエクササイズが
開発されている（國分 2004）。一定の
手順で実施すれば、多くの場合、生
徒たちは生き生きと活動する。
しかし、ねらいを明確に持たずに
実施させるだけでは、ただの遊びに
終わる危険がないわけではない。こ
こでは、産社の学習の土台となる、
安心して自分と向き合い、自己開示
できる肯定的な雰囲気づくりのため
に、これらのエクササイズを位置づ
図４ 「目標実現シート」 生徒に示した作業例
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けた。

とくに、匿名で回す「長所発見」のワークでは、誰かわからないクラスメートからあたたか
なことばをもらうことで、クラス全体への安心感、信頼感が生まれることを意図した。
自他発見④の「目標実現シート」では、目標と目的を階層関係でとらえ、目標実現のイメー
ジを持つとともに、リソースを活かしてモチベーションを高め、問題点を明確にして、それを
計画的に克服して目標の実現を目指す。このシート自体はオリジナルだが、しくみは、コーチ
ングの考え方に学ぶところが大きい。
コーチングは、クライアント自身が自分の問題を主体的に解決していくプロセスに焦点をあ
て、それを支えていく手法であり、カウンセリングとの共通点が多い。しかし、カウンセリン
グが、平常よりマイナスの状態に陥っている人を平常まで回復させることがねらいであるのに
対して、コーチングは、平常の生活を送れる人が、より生き生きと活動し、さらに成長するた
めの支援を目的としている（木村 2007）。その点で、
「育てるカウンセリング」とも通ずる。稔
ヶ丘高校版「産業社会と人間」は、こうしたコーチングの考え方を軸にしている。
Ｄ.生徒の反応等
生徒の目標実現シートを見ると、成績の目標から、生活習慣の目標まで、それぞれに自分の
課題を見つけて記入している。一例を紹介しよう。
ある男子は、目標として「定期テストで全科目 50 点以上とる」を掲げ、その目的として「中
学までの勉強の遅れを取り戻したい」と書き、実現のメリットとして「進路の幅が広がる。勉
強が楽しくなるかも」と書いている。感想に、「シートに沿って目標を立てたら無理なく実現
のために何が必要なのかとてもよくわかり、実現できそうです」と記している。
目標として「1 年間遅刻をしない」と書いた女子は、その目的として「時間をうまく使える
ようになる。成績を上げる」を挙げている。そして、リソースとして、「今まで遅刻せずに授
業を受けている。このまま１年間頑張る！」と書き、ここまで自分がやれたことを自信にして
いることが伺える。感想には、「目標実現シートを書いて目標を決めたり対策や行動計画を考
えることでやる気が出ました。本当に実現できるために頑張りたいと思います」と書いている。
シートに沿って記入していくことで、漠然としていた考えが整理され、先の見通しができて、
やる気につながっていることが伺える。
２)職業理解

働くことの意味を考え社会で働くイメージを持つ

Ａ.学習のねらい
（１）自分の将来の生き方・在り方を考えるため、働くことの意味について理解を深める。
（２）さまざまな仕事によって支え合っている社会のしくみを理解する。
（３）職業を通じて世の中で役割を果たし、経済的に自立することの大切さを実感する。
（４）職業適性も考慮しながら、将来、自分が職業に就いて働くというイメージを持つ。
（５）実際の職業人の姿から学び、自分の生き方を考える上で役立てる。
Ｂ.学習活動の概要
（１）職業理解①

何のために働くの？

社会のしくみと職業

次の手順で進める。
①「人が働く目的は、お金か、それ以外か」との問いを考える。他の生徒の意見も聞く。
②「仕事の連鎖マップ」づくり：グループで、商品名（おにぎり、ＣＤ、Ｔシャツなど）を模
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造紙の中央に書き、関連する仕事を付箋に書いて貼っていく。（→写真１）
③自他班の連鎖マップを鑑賞して、社会が仕事の支え合いで成り立っていると実感する。
④世の中で自分の役割を果たし、それで
お金を得て生活していくことが、社会
的自立なのだと理解する。
⑤自分は社会の中でどんな役割を果たせ
るだろうかと考える。
（２）職業理解②

自分の適性を考え、

職業について視野を広げよう
職業レディネス・テスト（ＶＲＴ→文献参
照）の結果を読み解きながら、自分の適性に
ついて考えてみる。また、お互いの向いてい

写真１ 仕事の連鎖マップのグループ作業風景

る職業や興味を持つ職業を出し合うことで、
職業の種類や特徴について理解を深める。
（３）職業理解③

働く人の声を聞こう①（あしたをつかめ 平成仕事図鑑ビデオ視聴）

NHK 教育テレビのキャリア教育番組『あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑』の特別編を視聴し、
登場する５人の職業人たちの姿から、さまざまな働き方や考え方を学ぶ。同時に、共感する面、
見習いたい部分を見つけ、自分の成長に役立てる。
（４）職業理解④

パソコン室での職業調べ

『あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑』の職業検索サイトを用いて、自分の興味を持った職業
の内容や資格、体験談などを読み、レポートをまとめる。それにより、職業について具体的なイ
メージを広げ、理解と関心を高める。
（５）職業理解⑤

働く人の声を聞こう②（職業人講話）

職業理解のまとめとして、実際の職業人から直接話を聞き、質問をするなど、触れ合うことを
通じて、実感を持って自分の将来の職業を考えられるようにする。
その際、生徒が問題意識を持って能動的に聞き、講師と双方向のやりとりになるように、次の
ように展開を工夫した。
①講師が自分の職業を中心に、５分で簡単な自己紹介をする。
②生徒たちはグループになり、講師への質問を付箋式ブレインストーミングでたくさん出し合
う。その後、話し合って、重要な質問をしぼり込む（付箋を移動する）。
③しぼり込まれた質問のリスト（付箋）を見て、講師が講話の参考にする。
④講師が３０分ほどの講話を行なう。
⑤グループの代表生徒が、自班の質問リストを見ながら講師に質問し、講師が応答する。
４期生、５期生とも、教育書の出版社で編集者をしている３０代前半の女性Ｔさんを招いて、
現在の仕事の内容や働き甲斐とともに、高校時代の自分から現在の職業へのつながりに重点を
置いて講話をしてもらった。生徒たちからは活発に質問が出て、双方向のやりとりができた。
Ｃ.解説
ベネッセと東京大学が 2007 年に東京都立の普通科高校 2 年生 1,548 名を対象に行った調査
では、「将来の希望する仕事」について、「はっきりと決まっている」が 22.3％、「なんとなく

78
都立稔ヶ丘高等学校 研究紀要 第 4 号

決まっている」が 24.7％で、半数近くが将来の職業をなんとなくにせよ決めており、「考えて
はいるが、まだ決まっていない」が 42.3％で、合計すると、89.3％の生徒が将来の職業につい
て考えており、
「考えたことがない」は、わずか５％であった（ベネッセ・東京大学 2008）。こ
の結果からみると、都立高校普通科の２年生では、大半の生徒が自分の将来の職業を考える学
習にレディネスを持っていることが推察できる。
しかし、稔ヶ丘高校で旧版「産業社会と人間」を３年間実施してきた私の感触では、「職業
についてまだ考えられない」
「何で働かなければならないの」という声は少なからず聞かれた。
不登校経験者が多いという本校の特殊性からすると、高校１年の段階では家族への依存度も高
く、まだ将来の職業を考える心の準備が整っていない生徒も少なからずいると推察される。そ
こで、現行版では、「なぜ働かねばならないのか」という生徒の疑問に丁寧に答え、職業への
関心を段階的に高めていくよう工夫した。その上で、生き生きと働く人物像に多く触れる機会
を用意し、職業人の姿から、将来の生き方のモデルを見つけることを奨励した。
Ｄ.生徒の反応等
以下に、各学習活動に対する生徒の反応や感想を紹介する。職業で支え合う社会のしくみを
理解し、自分の将来を意識して、働く人の姿を見たり、情報を収集したりする意識が着実に育
っていることが伺える。
（１）職業理解①（何のために働くの？

社会のしくみと職業）の感想から

○私は今まで、働くのはお金のためだけだと思っていました。しかし、今回の授業を受け
て、それ以外にもあるのかなと思うようになりました。自分たちが意識していてもいなく
ても、その仕事は、多くのことで使用され、多くのことで役立っていました。「社会人」と
いう人たちは、意識していなくても、ほんとうに多くのいろいろな職業の人たちの役に立
っているのだと思いました。
（２）職業理解②（職業レディネス・テスト）の感想から
○結果を見て、自分は、「人の役に立つ」「好奇心を満たす」「物をつくる」にグラフが長く
出ていて、合っているなと思いました。でも、それに当てはまる職業を探し出すのが意外
に難しいし、情報が必要だと思いました。そして、周りの人の職業リストが、それぞれ違
って面白かったです。将来就く職業選びは、とても大切だと思いました。
（３）職業理解③（ビデオ「あしたをつかめ平成若者仕事図鑑」視聴）の感想から
○今日、ビデオを見て、働いている人の意見を聞くと、自分に合った、やりたい仕事が見
つかるまで悩むのはいいことと聞いて、自分も、自分に合った仕事が見つかるまで、今は
充分に悩もうと思いました。（女子）
（４）職業理解④（パソコン室での職業調べ）への取組みから
〈５期生Ⅱ部１年１組の生徒たちが取り上げた職業〉
スタイリスト、体育教師、通訳ガイド、書店員（２名）、経理マン、ブランコ師（ビルの外
壁清掃）、看護師、プラネタリアン（プラネタリウム職員）、パティシエ、ピアノ調律師、
美容師。
（５）職業理解⑤（職業人講話）

編集者Ｔさんへのお礼のメッセージカードから

○今日はお忙しい中、出版社の仕事内容等を詳しく教えてくださり、ありがとうございま
した。教師の夢や趣味が今の職業につながると、とてもやりがいがありそうだなと感じま
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した。一冊の本には、たくさんの人や会社が関わっていることを知り、大切に読んでいき
たいと改めて思いました。これからも、お仕事、頑張ってください。（女子）
○今回は、とてもためになるお話をいただき、ありがとうございました。お話の中にあっ
た「何が将来につながるかわからない。さまざまなことに興味を持つことが大切」、これは
とてもいい言葉だと感動しました。私もこの言葉通り、さまざまなことに興味を持ってい
きたいと思います。（男子）
３）上級学校理解

学ぶことの意味を考え進学して学ぶイメージを持つ

Ａ.学習のねらい
（１）「学びたい気持ち」を大切にし、学びの目的による専門学校と大学の違いを理解する。
（２）進路先選択の準備として、専門学校と大学の両方に理解を深め、進学をイメージする。
（３）進学サイトを使って進路情報を得る体験をし、自発的な情報収集のきっかけとする。
（４）進学を考える上で必要な、情報収集、学費の工面、受験準備等について理解し、現実的
に行動していく覚悟を持つ。
Ｂ.学習活動の概要
（１）上級学校理解①

何を学びたいか考えよう（専門学校）

次の手順で進める。
①学びたいことをひとりブレインストーミングで自由に書き出す。
ワークシートに挙げられた具体的な事例を参考にして自由に発想する。
②書いた中から一つだけ付箋に書き写してボードに貼り、そのボードを全員で回覧して、互
いの違いを楽しむ。
③次に示す学びたいことの２分類を知り、自分の学びたいことリストに○●の記号を付ける。
○知りたいこと・わかりたいこと

＝学問

●できるようになりたいこと

＝技術

④学問は大学、技術は専門学校という意味づけで、
大学と専門学校の違いを理解する。
⑤冊子『仕事と進路』を用いて、興味ある職業や技
術を見つけ、それにつながる専門学校の学科や
学校名などを表にまとめる。
⑥各自が興味を持った職業と専門学校名、学科名を、
Ａ４の紙に大書して、授業者がそれを黒板に貼
って紹介する。
（２）上級学校理解② 何を学びたいか考えよう（大
学・短期大学）
写真２ ラミネートシートを使った説明の様子（学問系統）

次の手順で進める。

①グループで、素朴な疑問を、付箋に書いて自由に出し合う
②学問系統図を理解し、自分たちの疑問を系統図に配置しながら話し合う。
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③個人作業に戻り、自分の疑問を中心に、興味が
ある学問系統や学問名をマークする。

表２ 上級学校理解② 「素朴な疑問」の例
テレビはなぜ映るのか？

④冊子「大学・短大進学のガイドブック」
（進路企

どうしたらテニスがうまくなるか？

画）を開き、学びたい学問が学べる大学・短大を

幽霊はなぜ足がないのか？

探し、表に書き出す。

どうしたら夢の続きが見られるか？

（３）上級学校理解③

進学に必要なことは何か

次の手順で進める。
①進学先を選択する基準１０個の中
から９個選んでダイヤモンドランキ
ングに当てはめ、自分の選択基準を
考えていく。（→図５）
②自分の選択基準に沿って、知りたい
情報を集めるための「疑問」「質問」
を考える。
③ガイダンスルームの利用法、オープ
ンキャンパスなど進路情報収集の方

図５ 進学先選びの基準とダイヤモンドランキング

法を知り、活用のしかたを考える。
④進学費用について概算を知り、アル
バイトの給料で計算してみて、額の
大きさを実感する。奨学金や働きな
がら学ぶ方法について知る。
（４）上級学校理解④

入試のしくみ

今

からできる合格準備
①専門学校、大学・短大の入試選抜の
方法を大まかに知る（一般入試、Ａ

図６ 上級学校理解 進学費用の大きさを実感する

Ｏ・推薦入試、センター試験等）。

②グループになり、割り当てられた学校種について、入試合格に向けて今からできることを
ブレインストーミングで出し合い、結果を発表しあう。そのまとめとして、３つの「今か
らできること」を知る（1.基礎学力、2.入試科目を見越した履修計画、3.休まず出席）。
③自分の学びたいことから、専門学校、大学・短大のいずれかを仮想的に設定し、進学に向
けたプランを立てる。情報収集面、費用面、学習面でこれから準備できることを考える。
（５）上級学校理解⑤

上級学校について情報を集めイメージを広げよう（ＰＣ室）

「リクルート進学ネット」のサイトを用いて、各自の学びたい分野から上級学校（学部・学
科）を見つけ、学校の内容や在校生・先生の紹介などをレポートにまとめる。
Ｃ.解説
１年生の時点では、大学と専門学校の違いを充分に理解しないまま、自分は専門学校、ある
いは大学と、漠然と決めつけている生徒が少なくないと思われる。その思い込みのまま科目選
択をし、卒業年次で受験先を選ぶときに、自分が本当にやりたいことは何だったのかと悩んだ
り、もっと不幸なことには、進学後に「こんなはずではなかった」と後悔させたりしたくはな
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い。そのため、１年のこの時点で、自分の学びたいことは、大学、専門学校のどちらで学べる
のかをきちんと考える機会を持たせたい。
そこで、通常だと「大学と専門学校の違いは？」と枠組みから入るところを、生徒の「学び
たい」気持ちを出発点にして、
「知りたいこと＝学問」
「できるようになりたいこと＝技術」と
いう視点で、大学と専門学校の違いを理解する展開にした。そこからまずは、先入観なしに、
大学と専門学校でそれぞれ自分が学ぶことをイメージしていく。それらの作業の中で、自分の
学びのあり方について気づきがあり、適切な進路選択につながると考えた。
また、学びたいことを中心に進学の夢を広げた後で、上級学校理解③において、情報収集面、
費用面、受験準備学習面で現実的に必要なことを理解させる。まず夢が先で、そのあとに現実
を考える、という展開にしている。とくに進学費用の面では、アルバイト代での計算シミュレ
ーションを示して、その金額の大きさを実感させる。そのあとに、奨学金や働きながら学ぶ方
法を示して、「やる気があれば道は開ける」とフォローする展開にしてある。
Ｄ.生徒の反応等
（１）授業の感想から
以下に生徒の感想をいくつか挙げる。生徒たちは、進学の夢を広げる反面、進学費用の具体
的な額を初めて知り、意外と高いと驚いたという感想が多い。しかし、それで進学をあきらめ
るという感想はなく、奨学金についてもっと知りたいという動機につながっている。
また、入試のしくみを知り、入試に向けて準備が必要なことを自覚し始めた感想も多い。
１．上級学校理解③「進学に必要なことは何か」の感想
○今回、ダイヤモンドランキングを書いてみて、自分がどこを大事だと思っているかがわか
りました。これから大学を探していくときには、上位の３つを特に重視したいです。また、
自分はあまり学費のことは考えていませんでしたが、思っていたよりも高く、奨学金制度
のことももっと知らなくてはいけないなと思いました。（男子）
○上級学校を選ぶときに重視するところがみなちがっていて、面白いと思いました。奨学金
制度にもいろいろな種類があったので、どうしてもこの学校に行きたい、っていうときの
ために、パソコンや資料で調べてみたいと思います。（女子）
２．上級学校理解④「入試のしくみ

今からできる合格準備」の感想

○他の人の意見も聞いて、大学受験に向け
てできることが多くあると知りました。今
からやっておくべきことは大変だけれど
少しずつでも始めて、大学受験に向けて頑
張りたいです。いろいろな入試のしくみを
知ることができたので、入試についても親
と相談したり、いろいろ考えてみようと思
いました。（女子）
（２）生徒が関心を持つ上級学校

表３ 生徒が興味を持った上級学校の例
帝京大学 教育学部 教育文化学科
上智大学 外国語学部 英語学科
首都大学東京 人文社会系 心理学・教育学コース
首都大学東京 健康福祉学部 看護学科
目白大学 外国語学部 韓国語学科
目白大学 文学部 哲学科
大東文化大学 文学部 教育学科
愛知学院大学 心身科学部 心理学科
東京製菓学校 洋菓子本科
国際文化理容美容専門学校
ビジョナリーアーツ ペット学科 ﾄﾞｯｸﾞｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ専攻

上級学校理解⑤（上級学校について情報を集めイメージを広げよう）で、生徒たちは、進
学サイトを用いて興味ある分野から学校を見つけ、レポート用のワークシートに調べたこと
を記入した。欄をびっしりと埋める生徒が多かった。参考例として、５期生Ⅱ部１年１組の
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生徒１１名（出席者）がレポートした上級学校名を表３に掲げる。生徒の興味・関心の一端
が伺える。
４）体験学習

活動への期待感を高める

Ａ.学習のねらい
（１）進路体験学習（宿泊行事）について、事前に活動のイメージを持ち、その意義を実感して、
期待を持って能動的に参加することで、体験自体を有意義なものにする。
（２）事後のふり返りを行なうことで、体験内容を消化し、自分の今後の在り方に役立てる。
Ｂ.学習活動の概要
（１）体験学習①

事前学習

房州うちわについて理解しよう

房州うちわづくり体験について、前提となる知識を持ち、期待をもって取り組めるように、
次の手順で進めた。
グループで、種類は伏せたままＡ、Ｂ、Ｃと書かれた三種類のうちわの現物を比較し、その
特徴を表にまとめる。次に、日本三大うちわ（房州、京、丸亀）の解説資料を見て、Ａ、Ｂ、
Ｃがそれぞれ何うちわなのか話し合う。正解を知り、三種類の違いを明確に理解する。その知
識を用いて、あらたに配られたうちわが何うちわなのかを話し合って推理する。
房州うちわの解説ビデオを見て、その歴史や特徴、製造工程について理解する。とくに、自
分たちの体験する「うちわ貼り」の作業が、全体的な工程の中でどこに位置するのかをイメー
ジし、体験の意味を理解する。
（２）体験学習②

事前学習

大山千枚田での体験について考えよう

大山千枚田の四季の風景をとらえた写真集のスライドを鑑賞して、その景観の美しさを感じ、
それを保存したいと思う人々の気持ちに共感する。
保存会会長のインタビュー記事を読み、保存の必要性やそのための活動について理解する。
そのなかで、自分たちのたいまつづくりの活動が持つ意義を理解する。
当日の作業手順を知り、活動の具体的イメージを描き、当日への期待と心構えを持つ。
（３）体験学習③

ふり返り

お世話になった方々にお礼状を書こう

体験学習でお世話になった、大山千枚田保存会の皆さんや房州うちわの職人の皆さんなどに
あてて礼状を書く。
Ｃ.解説
稔ヶ丘高校では、開校年度から 10 月下旬に千葉県鴨川市で１年次の体験学習を実施している。
“東京から一番近い棚田”大山千枚田でのたいまつ作り・設置体験、房州うちわの制作体験を
行なう。これらの活動について、生徒が体験の意義を実感して、期待感を持って当日に臨める
ようにと考えて学習活動を構成した。
とくに、日本三大うちわの実物を比較させたり、棚田の美しい風景写真をスライドショーで
見せたりなど、具体的イメージを喚起し、生徒の実感に訴える工夫を随所に凝らした。
Ｄ.生徒の反応等
（１）「体験学習①

事前学習

房州うちわについて理解しよう」の感想から。

○わたしはいつもうちわを使っていて、考えてみたら、うちわをよく見たことがありません
でした。今日、日本３大うちわの比較やうちわ判定クイズをしてみて、こういう作りなんだ、
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いろいろな種類があるんだなと思いました。この授業を受けて、うちわづくりがとっても楽
しみになりました。（女子）
こうした感想が大半で、今まで何気なく見ていたうちわを詳しく見て、種類の違いを判別
できるようになり、興味がわいている様子が伺える。これは、ねらい通りの反応である。
（２）「体験学習②

事前学習

大山千枚田での体験について考えよう」について

この回の感想は残念なが ら残ってい
ないが、棚田の美しい風景に感動した、
活動の内容が具体的にイメージできた、
体験への期待感が高まったという感想
が多かったと記憶している。
体験学習の本番では、４期生は残念な
がら雨天となり、大山千枚田体験はでき
なかったが、棚田保存会の方の講話を聞
き、翌日のうちわづくりには興味津々で
取り組んだ。
５期生は晴天に恵まれ、棚田でのたい
まつ作りに汗を流した（写真３）。点灯
した千数百本のたいまつは、夕闇の中に
棚田の輪郭をくっきりと浮かび上がら
せた。生徒たちは、歓声を上げたり、静
かにその灯に見入ったりして、労苦の成
写真３ 大山千枚田でのたいまつ設置体験（上）
棚田に沿って浮かび上がる灯 （下）

果を味わっていた。
５）履修計画

進路を意識して自分の時間割を作る

稔ヶ丘高校の場合、２年次のカリキュラムも年次で指定されている部分が多く、とくに４
年で卒業予定の生徒にとっては、選択科目となる枠は、自分の部では１科目（２単位）分しか
ない。ただ、他の部の科目を履修して３年間で卒業しようと計画している生徒にとっては、選
択科目が発生し、とくに進路を意識した科目選択が重要になる。
また、稔ヶ丘高校では、１年次に国語総合、数学Ⅰ、英語Ⅰを全員必修の形で置いているこ
とによって、２年次からそれらの上級科目を履修でき、進学に対応した普通科的なカリキュラ
ムも組み易くなっている。実際、稔ヶ丘高校の進路実績としては、大学・短大 32％、専門学校
34％、就職 7％、進学準備７％、その他 20％（23 年度卒業生 164 名）であり、進学希望がかな
りの割合を占めている。進学を視野に入れた科目選択を考えさせることも重要である。
しかし、改訂プログラム１年目（４期生）においては、上級学校理解の単元が履修登録のあ
とに設定されていた。これは、職業理解単元のあとに上級学校理解を置くという順序性を重ん
じたためだが、上級学校理解の学習を踏まえて履修を考えることが望ましい。実際、上級学校
理解の学習の際、「履修登録の前に知りたかった」という生徒の声も聞かれた。そこで、改訂
２年目（５期生）の年間学習計画においては、職業理解単元を２分割して後半を履修登録の後
に回し、その分、早めに上級学校理解の学習を置くようにした。（表１参照）
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６）将来設計

したいことを実現し価値観を満たす生き方

Ａ.学習のねらい
（１）自分の将来の生き方について、本音の気持ちを大事にしながら考える。
（２）人生の６領域の枠組みを用いて、自分の送りたい人生のイメージを広げる。
（３）人生の価値観の５つの方向性と１０の価値観という枠組みを使って、自分が満足する行
き方の方向性を考える。
（４）
「ライフプランシート」をまとめることで、自分の気持ちに合致した将来像を明確にする。
（５）望む将来を実現するために、今できることを考え、高校生活の充実につなげる。
Ｂ.学習活動の概要
（１）将来設計①

これからの人生、やりたいことは何ですか

次の手順で進める。

表４ 将来設計（２）
人生でやりたいことの６つの領域

①ひとりブレインストーミングで、「人生でや
職

りたいこと」を付箋に書いて書き出す。
②人生のさまざまな側面を６つの領域で考え、

家

出した付箋を分類する。付箋の少ない領域に

趣味・レジャー
好きでやりたいこと
自分らしい時間を過ごす

族

人との交流

帰れる居場所
支えあって暮らす

は、新たな付箋を書いて追加する。

学

③分類された付箋を眺めて、自分はどんな人生

友達、仲間との関係
わかり合える喜び

習

心身の健康

生涯学ぶ
専門と教養

を送りたいのかを考える。
（２）将来設計②

業

社会での役割
経済的自立

自分を大切にする習慣
生きることの基盤

選択の基準となる「価値観」を明確にしよう

次の手順で進める。
①仕事や結婚など人生の選択
に関する設問に答えて、
「選
択の基準」について問題意
識を持つ。
②人生の５つの方向性（表５
の A～E）から、自分に合う
ものを選び、自分の生き方
を意識する。
③５つの志向性に分類された
と１０の価値観のキーワー
ドを理解し、自分が優先し

表５

将来設計（２） 価値観の５つの方向性と１０のキーワード

生き方の 価値観の
方向性
キーワード
Ａ安定
志向

人生の願望

安

定

変化や危険がなく、安心して暮らしたい

収

入

充分なお金を得たい

Ｂ自由
志向

ゆとり 焦らず、心豊かに過ごしたい
自由自律 自分の力で好きなように行動したい

Ｃ能力
志向

専門性
創 造

自分の得意な能力を発揮したい
何か新しいものを作り出したい

Ｄ達成
志向

挑

戦

新しいことに挑戦して達成感を得たい

地

位

人から尊敬されたり、人を動かす立場にいたい

Ｅ人間
志向

協
貢

働
献

人と力を合わせて何かをしたい
人のために役立つことをしたい

たいキーワードを３つ選ぶ。
④前回までに書いた「人生でやりたいこと」を、自分の３つの価値観のどれに当てはまるかと
いう視点で分類し、書いて整理する。
⑤各自が選んだ３つのキーワードを発表用のＡ４用紙にフェルトペンで大書する。それを授業
者が黒板に貼って紹介し、人によりさまざまな価値観があることを皆で実感しあう。
（３）将来設計③

満足できる人生の設計図（ライフプラン）を作ろう

今までの学習をステップとして、次第に見えてきた将来へのイメージを、一望できる設計
図として「ライフプランシート」にまとめ、自分の望む将来の生き方を明確にする。
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（４）将来設計④

ライフプラン実現のために今できること／年間目標ふり返り

ライフプラン実現のために今できることは、目標実現シートを用いて考えを整理する。また、
同じ形式の目標実現シートに書いた年間目標も、ここでふり返りを実施する。
（５）将来設計⑤

展示用ライフプランシートを作成しよう

今まで作成したライフプランシートとそのための目標実現シートを、一枚の展示用ライフプ
ランシートにまとめて清書する（図

）。これは、３月上旬の「授業発表会」において全員分

を展示する。一般公開される行事なので、氏名欄に自分でニックネームを書いて匿名にするこ
とと、匿名であっても知られたくないことは書かないようにという配慮をしている。
Ｃ.解説
考え方としては、まず、
ひとりブレインストーミ
ングで発想を柔軟にし、制
約を持たずに考えること
で、自分の望む生き方のイ
メージを引き出す。それを
「人生の 6 つの側面」とい
う枠組みで整理すること
で、望む人生のあり方を明
確にしていく。
この手順が大切である。
先に枠組みを与えてそこ
に書き込ませる形だと、も
ともと考えを豊富に持っ
ている生徒は大丈夫だが、
将来へのイメージが乏し
い多くの生徒にとっては、
枠組みが思考を制約し、作
業のモチベーションが上
がらない恐れがある。その
点を考慮して、まずは制約
なしに自由な発想を認め
た後で、その結果を枠組み
で整理し、枠の中で足りな
いものを自発的に補う、と

図７ 展示用 「ライフプランシート」 男子生徒が書いた例

いうステップにした。
それにより、生徒の心と頭が動き出すと考えた。自分が心から求める夢は何か、自分の中を
深く掘ることが作業の中心となる。
また、その作業を個人の中だけで終わらせないために、互いの価値観のキーワードを出し合
って眺めるワークを入れたり、最終的にはライフプランを展示用シートにまとめることで、
「み
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んなちがってみんないい」と認め合い、支え合う教室を意図してワークを構成した。
さらに、ライフプラン実現のために「今できること」を「目標実現シート」にまとめ、現在
の具体的行動につなげるようにした。
なお、将来設計②で示した「５つの方向性と１０の価値観」は、田中ウルヴェ京の「キャリ
アプランニング講座」（Web 上のビジネス講座）に紹介された「５つの志向性と１０の価値観」
がわかりやすいと思われたので、これを用いた。（→文献参照）
Ｄ.生徒の反応等
多くの生徒は、この作業によく取組み、最終的に、授業発表会展示用シートを完成させた。
生徒によっては、カラーペンを使ってカラフルに仕上げたり、余白にイラストを入れたりして、
ビジュアル的にも完成度を高めようとする様子が見られた。授業発表会では、全員のシートで
教室の壁を埋め尽くた。生徒たちの多種多様な価値観と人生の夢が一覧でき、「みんなちがっ
てみんないい」の見事な具現化となった。
将来設計①で、
「ひとりブレインストーミング」の際、
「やりたいこと」の付箋がなかなか出
せない、という生徒がどのクラスにも１名くらいは、いることが報告されている。さまざまな
理由があろうが、本人の中にある何らかの心の壁が、自由な発想を妨げていると考えてよい。
そのための対策として、「批判されない」というブレインストーミングのルールを徹底し、
自由にアイデアを出すことの楽しさに焦点を当て、グループでの付箋式ブレインストーミング
やひとりブレインストーミングを、
「産業社会と人間」だけでなく、
「コーピング」の授業でも
さまざまな形でくり返している。
「みんなちがってみんないい」を合言葉に、安心して自己開示できる雰囲気を授業のベース
にしていることも、そのための布石である。
付箋を出せない生徒には、各担任は個別に声かけし、ヒントや問いを与えて発想を促す。ま
た、見守り、待つ姿勢をとる。実際、将来設計①のブレインストーミングでは付箋が出なかっ
たが、将来設計②で、価値観のキーワードという選択枠があると、何かしら書けるようになる
生徒もいる。そのためにも、毎回作業の切り口を変えて、得意不得意に偏らないようにしてい
る。長期欠席の生徒を除いて、授業に出ているのに最後までこの作業に取り組まなかったとい
う生徒の例は聞いていない。

Ⅳ．年度末アンケートの結果と考察
次に、生徒のアンケート結果を通じて、
本プログラムのねらいがどの程度生徒の
意識に反映したかを見てみたい。
改訂プログラム 1 年目（４期生）と２年
目（５期生）の年度末に、記名のアンケー
ト用紙を用いて、10 個の項目（表６）に４
段階（はい、ややはい、ややいいえ、いい

表６ 年度末アンケートの項目
1. 産社の授業は、自分を見つめる機会になった。
2. 産社の授業は、仲間を理解する機会になった。
3. 産社の授業で、自分の将来を考えるようになった。
4. 産社の授業で、働くことについて考えるようになった。
5. 産社の授業で、進学について考えるようになった。
6. 産社の授業で、今やるべきことを考えるようになった。
7. 産社の授業で、学習へのやる気が出た。
8. 産社の授業は、楽しかった。

え）で回答を求めた。回答人数は、４期生

9. このような授業をさらに受けたい。

１４５名、５期生１３９名である。その結

※次は、進路体験学習に参加した人だけ答えてください。
10. 産社の授業で、棚田体験、うちわ体験への意欲がわいた

果をグラフで示し、考察を加える。
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１）「自他発見」「みんなちがってみんないい」のねらいに関して
1.産社の授業は、自分を見つめる機会になった。
はい

ややはい

ややいいえ

いいえ

2.産社の授業は、仲間を理解する機会になった。

この２つは、「自他発見」の活動および合言葉「みんなちがってみんないい」に込めた産業社
会と人間のベースとなる部分への評価項目である。
「１.自分を見つめる機会になった」では、５期生の半数が「はい」と明確に答え、
「ややはい」
を含めると９割になる。４期生でも、「はい」は下回るものの、肯定的評価の合計は５期生より
も高い。問題意識を喚起し、自己と向き合うことを求めたさまざまなワークは、実際に自分を見
つめるきっかけになったと考えられる。自己肯定感を直接に聞く項目ではないが、そのベースに
は自己肯定感があり、自己省察の結果は、さらに安定した自己肯定感につながると推察される。
「2.仲間を理解する機会になった」では、項目１に比べるとやや下がるが、８割近い生徒が肯
定的に評価している。「みんなちがってみんないい」を実感させるさまざまな交流ワークを、生
徒が肯定的に受け止めていることが伺える。
２）各単元のねらいに関して
3.産社の授業で、自分の将来を考えるようになった。
はい

ややはい

ややいいえ

4.産社の授業で、働くことについて考えるようになった。
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いいえ

5.産社の授業で、進学について考えるようになった。

この３項目は、それぞれ、「将来設計」「職業理解」「上級学校理解」の各単元の目標に対応し
ている。いずれも、「はい」がかなり多く、肯定的評価がほぼ９割以上を占める。アンケート時
の自由記述を見ても、「今まで将来についてまったく考えていなかったが、この授業で、自分の
将来の職業や進学について考えるようになった」という意見が多い。つまり、この授業がなけれ
ば、これらの問題についてあまり考えないまま過ごしていることを意味する。
そうした生徒たちの心に、これらの単元の学習は、確実に届き、問題意識を喚起し始めている
ことが伺える結果である。
３）高校生活への取組みへの影響に関して
6.産社の授業で、今やるべきことを考えるようになった。
はい

ややはい

ややいいえ

いいえ

7.産社の授業で、学習へのやる気が出た。

この２つの項目は、「産業社会と人間」での学びや気づきが、日常生活の意識にどの程度、反
映したかを聞いている。
「6.産社の授業で、今やるべきことを考えるようになった」の項目では、約８割の生徒が肯定
的に答えている。他の項目に比べるとやや低いが、それでも悪い結果ではない。産業社会と人間
の多くの単元では、将来を考えると同時に、そこから逆算して「今できること・すべきこと」を
考える作業を取り入れているが、その成果だと考えてよい。
それに対して、「7.産社の授業で、学習へのやる気が出た」は、肯定的評価が４期生で半数余
り、５期生でも６割強で、学習のモチベーションにつながった生徒は、そう多くはないことが伺
える。とくに、自信を持って「はい」と答えた生徒は、１割ほどである。
授業の中で、自分の将来について考え始め、そこから今やるべきことを考えたとしても、それ
がすぐに学習へのやる気につながるわけではない、というのが実情のようだ。
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４）授業自体の評価
8.産社の授業は、楽しかった。
はい

ややはい

ややいいえ

いいえ

9.このような授業をさらに受けたい。

これらの項目は、産業社会と人間の授業全体への評価である。
「8．楽しかった」というのは、仲間との活動が楽しかったのか、一人で書き考える作業が楽
しかったのか、生徒によって基準が異なることが推察されるので、一概には解釈できない。５期
生で「はい」が２割、「ややはい」を含めても７割近いのは、ひとまず安心だが、「いいえ」「や
やいいえ」と答えている３割の生徒の「なぜ楽しくなかったのか」を知りたいものである。
「9.このような授業をさらに受けたい」の肯定的評価が７割前後なのは、２年次のキャリア関
連科目「キャリアデザイン」を引き続き実施する前提としては、まずまずと考えられる。
５）進路体験学習に関して
10.産社の授業で、棚田体験、うちわ体験への意欲がわいた。
はい

ややはい

ややいいえ

いいえ

他の設問と違い、体験学習に参加した生徒のみの回答なので、調査人数は４期生１３１名、５
期生１２１名である。
４期生５期生とも、積極的に「はい」と答えた生徒は１割、「ややはい」を含めた肯定的評価
でも、４期生では５割強、５期生でも６割強に留まっている。授業の際の生徒の感想を見ると、
「興味がわいた」と書いた生徒は少なくないが、そうでもない生徒はある程度いると考えられる。
５期生の方がやや数値がよいのは、実は、別の事情が関係していると考えられる。
「体験学習」
の節で述べたように、同じ事前学習をし、同じように期待を持って臨んだ大山千枚田のたいまつ
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づくりだったが、５期生は好天に恵まれて体験できたが、４期生は雨のために中止となり、保存
会の方の講話となった。このアンケートは、旅行後の年度末に回答しているので、そうした体験
自体の結果が影響している可能性は否めない。
天候に左右される体験学習なだけに、事前に期待感を高めて、当日雨で中止となった場合、余
計落胆が大きい面はある。では、中止になった場合のリスクを考えて、あまり期待を高めすぎな
い方がいいのだろうか。
この問いは、実は「産業社会と人間」全体に関わる根本的な問題を含んでいる。本稿の「むす
び」でもう一度考えたい。
６）全体を通して
アンケートの結果と、各単元で紹介した生徒の感想や授業の様子を合わせて考えると、「みん
なちがってみんないい」という自他肯定の雰囲気の中で、自己を見つめ、将来を考え、今すべき
ことを考えて、今を充実させていくという問題意識を喚起するねらいは、かなりの程度達成され
たと言えよう。
ふだんの教科学習へのやる気につながるかどうかが、一つの課題として浮き彫りになった。こ
れは、２年次「キャリアデザイン」、卒業年次「キャリアサクセス」につながる課題である。ま
た、教科の授業の工夫を含めて、学校全体で取組むべき課題と考えられる。

Ⅴ．今後の課題
１）生徒の成長モデルに基づくキャリア科目の体系化
稔ヶ丘高校の学校案内パンフレット
には、「キャリア教育部のアプローチ」
と題した図が掲載されている（図８）。
ここには、入学時のさまざまな出発点
（不登校、不適応などの事情）から稔ヶ
丘高校で「勁い心」を育て、自立した未
来へとステップアップしていく生徒の
成長モデルが示されている。それに対す
図８ キャリア教育部のアプローチ

る私たちのアプローチが稔ヶ丘高校の

（稔ヶ丘高校学校案内パンフレット平成２４年度版より）

教育であり、その第一の柱として、年次

※右側の第２(特別活動)、第３(学習)の柱を割愛

進行によるキャリア関連科目が位置づ
けられている。その最初のステップとして、「コーピング」と相補的な役割を果たす「産業社会
と人間」について、現行プログラムの内容とその成果を具体的に述べてきた。
今後は、「産業社会と人間」の成果を踏まえて、生徒の成長をいかに支援できるかが、連続す
る「キャリアデザイン」（２年次）、「キャリアサクセス」（卒業年次）の課題となる。
筆者は、今年度、持ち上がりで２年次主任となり、既に「キャリアデザイン」の改訂に取組ん
できた。その中では、「みんなちがってみんないい」を発展させた２つの合言葉「みんなちがっ
て役割がある」、
「みんなちがって高め合う」を掲げ、生徒同士の相互関係によって、進路意識や
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学習意欲を高める工夫を凝らした。その成果の検証も含めて、次の機会に稿を改めて紹介したい。
それを踏まえて、次年度は「キャリアサクセス」の改訂に取組んでいく。自立に向けた「進路
実現への努力」をバックアップし、結果につなげたい。
２）学校として科目内容をいかに継承していくか
服部（2004）は、
「産業社会と人間」のような「開発的要素を多く持った新科目」は、
「創設し
て数年は、創業ティームのエネルギーによって支えられていく」が、異動でリーダー層の教員が
いなくなると、とたんにエネルギーが落ちて、教員の負担感が増し、内容の縮小に傾いてしまう
例が多いと指摘している。そこで服部は、リーダー層が健在なうちに、いったん中心から身を引
いて、輪番制で授業を担当させ、ノウハウを継承させることを勧めている。
この点では、本校では、先の述べた「授業会」と呼ばれる事前打合せが毎週持たれているが、
その主催者は、毎年交代する。しかも、前年度、一担任として「産業社会と人間」の授業を実施
した教員の一人がその役を担うことが原則となっている。つまり、授業を実施したことのある者
がその経験を土台にして、ワークシートと展開案を用いて授業内容を伝承していく。
稔ヶ丘高校では、１年次で１クラス１５名の少人数を実現している反面、２年次になるとクラ
ス減となり、担任全員が持ち上がれない。そのデメリットをむしろメリットとして活用したしく
みである。そのおかげで、
「コーピング」
（メソッドタイムとリレーションタイムで別）を含めて、
早くから開発者の私の手を離れ、毎年新しい担当者が授業会を主宰する形で、授業はスムーズに
実施されている。
あとは、数年が経ち、中身が古びてきたとき、基本理念を継承しつつ、時代の変化に応じて、
次の世代がどのようにバージョンアップしてくれるかを期待するばかりである。

Ⅵ．むすび

夢を描くことの意味とそれを引き出す教師の役割

進路体験学習に関するアンケート結果の考察で見たように、事前学習でイメージを広げ、期待
感を高めて、本番が雨で中止となれば、落胆は大きいかもしれない。しかし、それを単なるマイ
ナス体験としかとらえられないのは、浅い見方である。期待した体験ができずに、その時は気落
ちしても、後には棚田への憧れがより美しく心に残り、後日あらためて大山千枚田を訪れる動機
づけになったり、他の地方で棚田の風景を眺めたときの感慨をより深くしたりするかもしれない。
事前学習で大山千枚田のイメージを持ち、活動への期待を持つことは、その生徒の心の視野を広
げ、ものの見方をより豊かにすることであって、それ自体が有意義な学習なのである。
同様に、
「産業社会と人間」の授業全般を通じて、
「かなわないかもしれない夢を描くことに意
味があるか」という問いを立てると、この科目の意義が浮き彫りになる。
職業理解、上級学校理解、将来設計、いずれの単元においても、基本となるのは、自分の願い
や希望を大切にして、イメージを広げることである。そのために、「ブレインストーミング」と
いう、意図的に制約を外して考える手法をたびたび用いた。生徒たちは、そうして自分の中から
出てきた夢を、分類・整理したり、取捨選択したりして、自分が「本当に望んでいること」に気
づいていく。その気づきが、外からの情報を理解し、現実の中で考え、問題意識を持って行動し
ていく動機づけになる。自分の望みに気づき、その実現を願う心が、学習を牽引するのである。
私は、この展開順序に徹底的にこだわって「産業社会と人間」のワークを構成した。生徒の心
の動きを考えずに、無造作に情報や枠組みを与えて、「考えなさい」と言っても、生徒の心は動
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かない。だから書けない。制約を先に見せられても、「どうせかなわない夢を描いてどうするの
か」と、心は反応して発想に蓋をしてしまうのだ。しかも、それを見た教師は、「この子たちに
は夢がないのか」と落胆する。実は、教師の側の無策さがその結果を招いているのに気づかない。
その悲しい悪循環を断つには、教師の側に「方法論」が必要なのだ。
夢はもちろん夢であって、実現するとは限らない。しかし、夢を持つことで、人は心が動き、
行動し、現実と関わる。そこに、学習が生じ、心と知恵は豊かになる。それは、夢が実現するか
どうかは別として、夢を描いたことによって得られる恩恵である。それを体験できるプログラム
を作りたいと私は願った。
それがどこまで成功できたか、読者のご判断をいただければ幸いである。
〈謝辞〉
「産業社会と人間」の授業に毎週取組んでくださる稔ヶ丘高校１年次担任の先生方には、本当
に感謝しています。過去に担当された先生方も含めて、皆さんにお礼を申し上げます。とくに、
産社授業会担当を引き継いで、よりよい改訂を加え、年間の授業を主導していただいた、増岡誉
広先生、宮崎聰之先生には、格別に感謝しています。
そして、私のチャレンジをいつも理解し、指示し、応援してくださる稔ヶ丘高校の徳田安伸校
長先生をはじめ、管理職やキャリア教育部関係の先生方、そしてこの改訂提案を後押ししてくだ
さった、下山宣子先生（元キャリア教育部主任

現千早高校主任教諭）に、お礼を申し上げます。

皆様のお力添えで、「産業社会と人間」の授業を形にすることができました。
最後になりましたが、稔ヶ丘高校で最初に「産業社会と人間」の授業を作っていただいた、多
田早穂子先生（現晴海総合高校主任教諭）に感謝します。結果として先生にはたいへん申し訳な
い形になってしまいました。ですが、先生の積み上げたお仕事の土台の上に立って、私の仕事が
できたことはまちがいありません。そのご恩は忘れずにいたいと思っております。
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