
 
平成 30 年度研究成果中間報告書                【新規:平成 30～31 年度指定】 

都道府県・ 

指定都市番号 

47 都道府県・ 

指定都市名 

沖縄県 研究課題番号・校種名 １ 高等学校 

教科名 特別活動 

研究課題 

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関

する実践研究 

ホームルーム活動「(３)一人一人のキャリア形成と自己実現」の「(ア)学校生活と

社会的・職業的自立の意義の理解」と，学校行事「(2)文化的行事」に示される「平

素の学習活動の成果を発表し，自己の向上の意欲を一層高めたり，文化や芸術に親し

んだりするようにすること。」を軸として，入学から卒業までを見通した特別活動の

研究を進める。キャリア発達を意識した特別活動の実践を通して，全体目標である“自

他を大切にし，課題解決を通して自ら考え自己実現に向かう生徒の育成”を目指し，

生徒の将来に向けた一人一人の主体的な意思決定と実践に導く。 

学
ふり

校名
が な

（生徒数） 
 おきなわけんりつ とみしろみなみ こうとうがっこう 

沖縄県立 豊見城南 高等学校(505 人) 

所在地（電話番号） 〒901-0223 沖縄県豊見城市字翁長 520 番地 (098-850-1950) 

研究内容等掲載ウェブサイトURL http://www.tominan-h.open.ed.jp/ 

研究のキーワード 6つの力・ホームルーム活動・学校行事・学業指導 

研究結果のポイント 

〇６つの資質・能力 ①自己理解能力 ②他者理解能力 ③コミュニケーション能力 ④課題対

応能力 ⑤キャリアプランニング能力 ⑥主体的に行動する能力の育成を目指した実践。その

資質・能力を育成するために，学校行事(豊南祭)や各学年別に系統立てた取り組みを実践。 

〇学習や活動を振り返り，自分の考えをまとめ，発表したり，互いに話し合ったりすることで，

自他の理解を深め，自己実現を目指して主体的に行動することができる活動の実践。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

特別活動における生徒一人一人のキャリア形成と自己実現 

～話し合い活動を生かした進路の選択決定～ 

 

（２）研究主題設定の理由 

本校は，全日制普通科の高等学校である。小・中学校時代から複雑な家庭環境や，不登校等，多

様な課題を抱え，勉強に集中することができなかった生徒，目的意識が低いまま入学し学校生活や

将来に目標を見いだせない生徒が多数在籍している現状である。そのため，進路を安易に考える生

徒が多く「進路希望調査」においても「進路未定」や進学と答えてもその進学先について「未定」

としている割合が高い。そのため，自分の考えをまとめ，発表したり，互いに話し合ったりするこ

とや学習を振り返る活動を積み重ねることで，自己理解及び他者理解を深め，主体的に自己実現に

向かう生徒の育成をしたいと考えている。そこで，人間関係を形成する意義を体得させ，学びに向

かう集団を形成し，自己実現しようとする態度，自分のよさを生かした進路実現を図るため，本研

究主題を設定した。 



 
（３）研究体制 

 

 

 

 

 

              

 

      

 

 

    

 
 
（４）１年目の主な取組 
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 第 1 学年 第 2学年 第 3学年 職員 

 

1 

学 

期 

4 月:学級目標設定 

5 月:豊南祭の内容検討会 

6 月:豊南祭の企画書作成 

7 月:企画内容プレゼン 

4 月:学級目標設定 

5 月:豊南祭の部門検討会 

6 月:豊南祭の企画書作成 

7 月:企画内容プレゼン 

4 月:学級目標設定 

5 月:豊南祭の部門検討会 

6 月:豊南祭の企画書作成 

7 月:企画内容プレゼン 

4 月:特別活動目標設定 

5 月:特別活動内容検討 

6 月:講話(水野洋一郎氏) 

年間指導計画作成 

7 月：アンケート実施① 

 

 

 

２

学 

期 

9 月:豊南祭準備の振返り

10 月:職業講話(総) 

自己分析ワーク 

11 月:職業分野別講話(総) 

「なぜ勉強するのか」自

分の考えを引き出す 

12 月:職業分野別体験(総) 

豊南祭，豊南祭の振り返り 

9 月：豊南祭準備の振り返り 

10 月:マナー講座(総)    

11 月:働く価値を考える 

起業家から仕事とは何

かを学ぶ 

12 月:インターンシップの振

り返り，豊南祭，豊南祭

の振り返り 

9 月:豊南祭準備の振返り 

10 月:CM 制作，中学生・高

校後輩対象(係・目的

設定・絵コンテ作成) 

11 月:起業家から仕事と

は何かを学ぶ 

12 月:CM 編集，豊南祭， 

豊南祭の振り返り 

8 月:アンケート集計・分析 

  今年度の後期に向けた 

年間指導計画決定 

10 月:講話(藤田晃之氏) 

12 月:学期の振り返り 

  アンケート実施② 

  アンケート分析・検証 

 

３

学 

期 

1 月:職業分野別発表会 

 CMから学んだこと(3年) 

2 月:個人マニュフェスト

作成・発表，インターン

シップの発表会(2 年) 

1 月:なぜ働くかを考える 

CM から学んだこと(3 年) 

2 月:個人マニフェスト作

成・発表，インターン

シップの発表会 

1 月:CM の HR 検討会・発表 

2 月:これまで学んだこと

を生かし，卒業後に何

ができるかを考える  

1月:次年度の特別活動目標

設定及び内容検討会 

2月:年間指導計画の検証及

び次年度の計画作成 

3 月:アンケート実施③ 

※豊南祭は 9月末の実施予定であったが，台風のため 12 月に開催した。 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

(ア) 身に付けさせたい６つの資質・能力について 

(イ) 各学年の特別活動の実施・検証 

(ウ) 特別活動における年間指導計画・実施内容の検討会等，職員研修の確立 

国立教育政策研究所 沖縄県立総合教育センター 沖縄県教育委員会 

豊見城南高等学校 

企画立案・計画実行における指導助言 

指導助言 指導助言 

各学年主任 

教科班 

教務班 

生徒会顧問 

進路班 

研究主任 

教頭 各学年主任 

各 班 長 

全 職 員 

校 

長 

特別活動推進委員会 



 
（２）具体的な研究活動 

(ア)身に付けさせたい６つの資質・能力について 

学校生活や将来に目標を見いだせない生徒や進路を安易に考える生徒が多い中，自他の理解を

深め，主体的に自己実現に向かう生徒の育成を目指し生徒に身に付けさせたい６つの資質・能

力①自己理解能力 ②他者理解能力 ③コミュニケーション能力 ④課題対応能力 ⑤キャ

リアプランニング能力 ⑥主体的に行動する能力を設定した。この資質・能力を育成するため

に，学校行事や３年間の系統立てた各学年別の活動を計画・実施した。 

 特別活動の重点目標 ６つの力 

1 年 自他を知り，他者を理解し，互いに協力する生徒の育成 自己理解能力 

他者理解能力 

2 年 目標に向けて課題を見つけ，課題を解決する方法を選択し，

自ら計画を立てることができる生徒の育成 

コミュニケーション能力 

課題対応能力 

3 年 自己実現に向かって，自ら考えた計画を主体的に行動するこ

とができる生徒の育成 

キャリアプラニング能力 

主体的に行動する能力 

 ※６つの力を全ての学年で繰り返し身に付けさせる中で，各学年２つの力を重点的に設定した。 

 

(イ) 各学年の特別活動の実施・検証 

〇学校行事 目標：他者と協力し，課題解決に向けて，自ら行動することができる 

事前学習 主となる活動 事後学習 

・内容検討会(個人→班→クラス) 

・企画内容決定プレゼン大会(全学年) 

豊南祭 

 

・豊南祭の振り返り・発表 

 

〇1 学年 目標：自分の特徴やよさを知り，他者を理解し，協力することができる 

事前学習 主となる活動 事後学習 

・自分の特徴を知る・図書館で職業の調

べ方を学ぶ・自分の希望分野を知る等

のワーク・講師への質問検討会 

職業講話 

分野別職業講話 

分野別職業体験 

・職業分野別で発表用にまとめる 

・ホームルームで職業分野別発表会を

実施 

 

〇2 学年 目標：目標に向けて課題を解決するために自ら考え計画を立て行動することができる 

事前学習 主となる活動 事後学習 

・どこで何を学ぶのかを考えるワーク 

・働くことの価値を考えるワーク 

インターンシップ 

 

・インターンシップの振り返り・なぜ働

くのかを考えるワーク・１年生に発表 

 

〇3 学年 目標：自分のよさや身に付けた力を将来に生かす取り組みを自ら設計することができる 

事前学習 主となる活動 事後学習 

・高校生活で学んだことのまとめ 

・CM 作成の計画(班編成・目的・テーマ 

設定・絵コンテ作成・撮影・編集) 

CM 制作              

(豊南 PR 動画) 

 

・動画試写会(クラス内→１･２年生に発

表)・高校生活で学んだことを生かし，卒

業後を考えるワーク 

※1～3学年を通し，自己理解や他者理解を深めるために，自問自答させ，自分の物の見方や考え方

について書き出すワークを用い，自分を振り返る機会を多く設定した。 



 
(ウ) 特別活動における年間指導計画・実施内容の検討会等，職員研修の共通理解を図る 

職員研修において職員全員で特別活動の全体目標と各学年目標や目標に対応した主となる活動

とその事前事後学習を設計するなど，年間指導計画の作成を行った。それにより，特別活動の目標

や内容の共通理解を深められた。また，各学年担任とホームルーム活動の内容検討会を行い，模擬

授業や  ワークシートの改善で職員の理解を更に深めた。 

 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○生徒に身に付けさせ    

たい 6つの力を図る

「生徒アンケート 45     

問」1回目と 2回目で 

変化した回答の「当   

てはまる」は，45問中 41 問上昇し効果がみられ，「当てはまらない」は，45 問中 39 問が低下

し効果がみられた。行事やホームルーム活動は，6つの力に有効な取組となった。 

○(自己理解能力)「自分の長所を伸ばそうとすることができる」に「当てはまる」と回答した生

徒が 70％から 79％で 9％上昇し効果がみられた。自他のよさや自分に身についた力を考えさせ

る機会を設定し，自分に価値を見いだす活動として有効的な取組となった。 

〇(他者理解能力)「他の人の意見や考え方に興味をもっている」に「当てはまる」と回答した生

徒が 74％から 82％で 8％上昇し効果がみられた。行事や活動の中で他者のよさや行動に気付

き，他者と考えを共有したり意見の違いを受け入れたりするようになった。 

○(コミュニケーション能力)「必要な時は自分の意見をはっきり言うことができる」に「当ては

まる」と回答した生徒が 68％から 77％と 9％と上昇し効果がみられた。個人の意見を班やホー

ムルームで発言させる機会を多く設定することで成果がみられた。 

〇(キャリアプランニング能力)「将来働くことに対して意欲・関心をもっている」に「当てはま

る」と回答した生徒が 78％から 87％で 9％上昇し効果がみられた。職業に関する体験活動の事

前事後学習は，働くことについて自分事として考えさせる上で有効であった。 

○豊南祭に向けた企画プレゼン大会において，班やクラスの話合い活動で合意形成した課題解決

方法を実現しようとする態度が見られ，自ら考える豊南祭の充実につながり，主体的に行動す

る能力の育成に有効な取組となった。  

○職員について，校内研修を通して特別活動やキャリア教育の理解を深めることで，目標を共通

理解し，ホームルーム活動の授業改善及び 6つの力を意識した指導につながった。 

●学校で学んでいることと将来とのつながりを教師が生徒に十分伝えられていない状況がある。 

●資質・能力の評価方法が確立されておらず，生徒の自己評価を参考にすることに偏りがちであ

る。パフォーマンス評価やループリック評価に関する研修と研究を急ぎたい。 

「生徒アンケート 45 問」1回目(7 月)・2回目(12 月)  全学年(505 名) 

回答 「当てはまる」は，(当てはまる・ 

どちらかといえば当てはまるを含む) 

「当てはまらない」は，(当てはまらない・

どちらかといえば当てはまらないを含む) 

結果 1％以上昇した問の数 41 問/45 問 1％以上低下した問の数 39 問/45 問 

 

４ 今後の取組 

・キャリア発達を意識した各教科の授業を実践することで，特別活動を深化させる。 

・評価については，生徒アンケートやワークシート記述の評価方法について更に検討する。 


