
「なすことによって学ぶ」
～体験を通じて育成する「繋ぐ力，繋げる力，繋がる力」

北海道浦河高等学校

曽根 悠介

令和２・３年度 国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業「特別活動」



学校沿革

学校沿革

北海道浦河高等学校（創立88年）

全日制 総合学科

平成24年 北海道様似高等学校と再編統合

平成27年３月

総合学科として初の卒業生を輩出



学校概要

１年次３間口 総生徒数301名

４系列の総合学科



進路実績 令和2年度 卒業生119名

進学 国公立大学 ８名

私立大学 ２７名

短期大学 ３名

高等看護 ８名

専門学校 ３５名

各種 ３名

合計 ８４名



進路実績 令和2年度 卒業生119名

進路実績（令和２年度 卒業生１１９名）

就職 管 内 ２６名

管 外 ９名

合計 ３５名

主な就職先
公務員 日高管内町職員 日高東部消防組合 自衛官 等
民 間 北海道マツダ株式会社

日高信用金庫
日本郵便株式会社 北海道支社
日高中央漁業協同組合
東邦オリビン工業株式会社 等



研究主題＆キーワード

「なすことによって学ぶ」

体験を通じて育成する

「繋ぐ力，繋げる力，繋がる力」

キャリア・

パスポート

キャリア

教育

生徒会
活動

オープン

スクール

自主性・主体性を育む教育



キャリア教育

・カリキュラム・マネジメント

・資質・能力

・リフレクション

キャリア・

パスポート

キャリア

教育

生徒会
活動

オープン

スクール



キャリア教育

キャリア教育

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

平成23年4月 中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

本校キャリア教育目標

自らの価値を見出し、主体的に社会に貢献し、将来に渡る
自分の生き方・在り方の土台を身につける



キャリア教育 ３カ年計画



キャリア教育

学校教育目標に根ざす資質・能力の整理

自主 敬愛 努力
１．関心・意欲・態度

２．知識・技能

３．思考力・判断力
表現力

４．想像力

５．協働力

６．社会性

７．達成感・満足感

８．自己肯定感
自己有用感

９．実行力・継続力
体力



キャリア教育

学校教育目標に根ざす資質・能力の整理



キャリア教育

【職員研修（特別活動について）】

コロナ休校中(R2.4月)に研修＆協議⇒KPT法で整理



キャリア教育

【職員研修（特別活動について）】

長田 徹 調査官より生徒向け・職員向けの講演



キャリア教育

成長の度合いの測定

カテゴリ 番号 設問

人間関係形成

１ 生徒は人の意見を聞くとき、相手の考えや気持ちを受け止めようとしていますか

２ 生徒は相手が理解しやすいように工夫しながら、自分の考えや気持ちを伝えようとしていますか

３ 生徒は他者をグループの中に受け入れようとしていますか

４ 生徒は知らない人とも関係を築こうとしていますか

社会形成

５ 生徒はＨＲや委員会活動、授業のグループワークで自分から役割や仕事を見つけようとしていますか

６ 生徒はＨＲや委員会活動、授業のグループワークで役割や仕事を周囲と力を合わせて行動しようとしていますか

７ 生徒はＨＲや委員会活動、授業のグループワークで決めた決まりやルールを守ろうとしていますか

８ 生徒は部活動やボランティア活動などで自分から役割や仕事を見つけようとしていますか

９ 生徒は部活動やボランティア活動などで役割や仕事を周囲と力を合わせて行動しようとしていますか

１０ 生徒は部活動やボランティア活動などで決めた決まりやルールを守ろうとしていますか

自己理解

１１ 生徒は自分の興味や関心のあるところについて理解しようとしていますか

１２ 生徒は自分の長所や短所などについて考えたり、知ろうとしていますか

１３ 生徒は不得意なことや苦手なことでも、自ら進んで取り組もうとしていますか

自己管理

１４ 生徒はストレスの元となるものとうまく距離をとろうとしていますか

１５ 生徒は自分の強みを理解し、それを生かそうとしていますか

１６ 生徒は毎日の日課を決め、自分の生活を管理しようとしていますか

課題対応能力

１７ 生徒はなにか問題があったとき、次に同じようなことが起こらないようにするために何をすればいいか考えて行動していますか

１８ 生徒は何かをするとき、見通しを持って計画的に進めたり、やり方について改善を図ったりしていますか

１９ 生徒は計画通りにいかなくても、柔軟に状況に対応しようとしていますか

２０ 生徒は一度やると決めたことはやり遂げようとしていますか

キャリア
プランニング

２１ 生徒は学ぶことや働くことの意義について考えていますか

２２ 生徒は今学校で学んでいることと将来のつながりを考えていますか

２３ 生徒は自分の将来について具体的な目標をたて、その実現のための方法について考えていますか

２４ 生徒は自分の将来の目標に向かって努力したり、生活や勉強の仕方に工夫したりしていますか

２５ 生徒は決定や選択の際には、自ら考えて決定・選択をするようにしていますか



キャリア教育

項目
１２ 長所や短所の理解
１３ 苦手への挑戦
１４ ストレスコントロール
１５ 強みの理解、生かす
１６ 日程管理

→体験による学び
→効果的なリフレクション

自己管理
自己理解



キャリア教育

【探究学習】



キャリア教育

【探究学習】

→ 授業「総合的な探究の時間」での取り組みから自発的な取り組みへ



キャリア・パスポート

・リフレクション

・キャリア形成

・地域連携

キャリア・

パスポート

キャリア

教育

生徒会
活動

オープン

スクール



「キャリア・パスポート」

「キャリア・パスポート」とは，児童生徒が，小学校から高
等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について，特別活
動の学級活動及びホームルーム活動を中心として，各教科等
と往還し，自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り
返ったりしながら，自身の変容や成長を自己評価できるよう
工夫されたポートフォリオのことである。

文部科学省HP 「キャリア・パスポート」の様式例と指導上の留意事項

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/08/21/1419890_002.pdf



「キャリア・パスポート」

浦河町の地域特性

・地域に１つの学校

・近隣４中学校

５小学校



「キャリア・パスポート」

隣町の様似町も参加



「キャリア・パスポート」

【先進校視察】

沖縄県立首里高等学校 沖縄県立北中城高等学校



「キャリア・パスポート」

【職員研修】

北海道大学経済学部 松尾睦教授

リフレクション（経験学習）



「キャリア・パスポート」

町内小中高連絡協議会で提案

町内小学校への

説明会での意見集約

１２年間を見通した

「キャリア・パスポート」へ



「キャリア・パスポート」

資質・能力に基づいた見通し・振り返り

→ 自主・敬愛・努力に基づく９つの資質・能力



「キャリア・パスポート」

小学校低学年モデル 小学校高学年モデル

→小学校からの意見、学校・学級ごとの変形



「キャリア・パスポート」

① キャリア・パスポートの実際の授業

→WSで目的や価値を学習する



「キャリア・パスポート」

② ルーブリックに基づき自己評価



「キャリア・パスポート」

③ 具体の能力に細分化



「キャリア・パスポート」

④ 活動目標と具体を文章化（分析に基づいて書ける）



「キャリア・パスポート」

みんなが具体的にかける「キャリア・パスポート」へ

→生徒の自己理解＆教員の生徒理解



生徒会活動

・合意形成

・自治的活動・主体的活動

・校則の見直し

キャリア・

パスポート

キャリア

教育

生徒会
活動

インターン

シップ



生徒会活動

生徒会役員 ≠ 生徒会（全校生徒）

自治活動 ≠ 自治的な活動（学校管理下）

⇒ 主体性に任せる

⇒ 主体性を育てる



生徒会活動

企画立案の技法を学ぶ

生徒会役員研修



生徒会活動

合意形成の手法を学ぶ

HR長研修 ＬＨＲ（アサーション）



生徒会活動

オンラインによる他校での生徒会活動の交流

コロナ禍での活動に

ついて意見交流



生徒会活動

実践 体育祭の企画立案

→オンラインで生徒会より企画提案

→アンケートによる意思決定



生徒会活動

実践 生徒会プロジェクト

→校則について見直す

→平成30年度

「児童生徒の携行品に係る

配慮について」



生徒会活動

実践 学習成果発表会（生徒会プロジェクト）



生徒会活動

実践 学習成果発表会（生徒会プロジェクト）

→アンケート、測定調査、生徒指導部との話し合い

→朝の全校集会、学習成果発表会で報告と協力願い



生徒会活動

実践 学習成果発表会（生徒会プロジェクト）

→ロッカー使用実験（生徒ボランティア）

→問題点を整理して、生徒会執行部から風紀委員へ



生徒会活動

実践 令和３年度 学校祭



生徒会活動

実践 令和３年度 学校祭アンケート



生徒会活動

行事の評価に係る生徒会役員研修

⇒身に付けるべき資質・能力をより強く教員生徒で共有

⇒二重目標による生徒主導のルーブリックの策定中



生徒会活動

実践 オンライン研修（探究キャンプ 地域活性）



生徒会活動

実践 「服のチカラ」プロジェクト
“届けよう、服のチカラ”プロジェクト UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)

現代社会の授業で難民について学んだ

１年次生によるプロジェクトチーム

職員会議での提案

→生徒たちへの呼びかけて

難民の子供たちへ服を

届けるプロジェクト



生徒会活動

実践 選挙啓発活動

生徒会役員選挙 → 衆議院選挙(2021)啓発プリント

（選挙管理委員の生徒が作成）



オープンスクール

・社会参画意識

・自治的活動 キャリア・

パスポート

キャリア

教育

生徒会
活動

オープン

スクール



オープンスクール

生徒主体の「一日体験入学」

→来校する中学生を「高校生」がもてなす



オープンスクール

プロジェクトチーム

→6月に6名程度の公募募集で18名が応募
・全体会発表チーム

・紹介パンフレットチーム 企画・運営

・座談会チーム

公募ボランティア
→３８名が応募（受付、誘導、授業補助など）



オープンスクール

・全体会発表チーム

浦河高校の魅力を

在校生アンケートを

もとに発表

→自分たちが中学生から

どう変容したかを説明



オープンスクール

・紹介パンフレットチーム

学校や近隣の魅力を

発信する学校雑誌

ＵＲＡＣＯの発行

→緊急事態宣言で実施できなくても

せめて配りたい・伝えたいという生徒の想い



オープンスクール

・座談会チーム

少人数の中学生と本音で

話し合える場を作りたい！

→浦高で成長した生徒達のトーク

（質問できない中学生のために紹介スライドも）



オープンスクール

・総合的な探究の時間

全体会での代表班の発表 体験授業（タブレットの活用）



オープンスクール

・公募ボランティア

受付 授業補助（商業）



オープンスクール

中学生の声

中学校の先生の声



オープンスクール

・高校生の

ポートフォリオ

→ボランティアに参加した生徒自身の力に！

中学生に話す
ことで勉強面
の成長に気づ

けた



総括

キャリア・

パスポート

キャリア

教育

生徒会
活動

インターン

シップ

特別活動 ～教育活動の要～

目指す生徒像の実現

なすことによって学ぶ



キャリア教育 ３カ年計画

マイクロ・インサーション
⇒日々の活動の中で何を学び、何を得るか
⇒何を学ばせ、何を得させるか
⇒「主体性を伸ばす」というデザイン

※技術教育用語

工学・技術教育において、倫理的な価値を問う話題を少し挿入することで、
技術者としての「在り方」に対する感度を高めることを目指す



総括

成長の度合いの測定

カテゴリ 番号 設問

人間関係形成

１ 生徒は人の意見を聞くとき、相手の考えや気持ちを受け止めようとしていますか

２ 生徒は相手が理解しやすいように工夫しながら、自分の考えや気持ちを伝えようとしていますか

３ 生徒は他者をグループの中に受け入れようとしていますか

４ 生徒は知らない人とも関係を築こうとしていますか

社会形成

５ 生徒はＨＲや委員会活動、授業のグループワークで自分から役割や仕事を見つけようとしていますか

６ 生徒はＨＲや委員会活動、授業のグループワークで役割や仕事を周囲と力を合わせて行動しようとしていますか

７ 生徒はＨＲや委員会活動、授業のグループワークで決めた決まりやルールを守ろうとしていますか

８ 生徒は部活動やボランティア活動などで自分から役割や仕事を見つけようとしていますか

９ 生徒は部活動やボランティア活動などで役割や仕事を周囲と力を合わせて行動しようとしていますか

１０ 生徒は部活動やボランティア活動などで決めた決まりやルールを守ろうとしていますか

自己理解

１１ 生徒は自分の興味や関心のあるところについて理解しようとしていますか

１２ 生徒は自分の長所や短所などについて考えたり、知ろうとしていますか

１３ 生徒は不得意なことや苦手なことでも、自ら進んで取り組もうとしていますか

自己管理

１４ 生徒はストレスの元となるものとうまく距離をとろうとしていますか

１５ 生徒は自分の強みを理解し、それを生かそうとしていますか

１６ 生徒は毎日の日課を決め、自分の生活を管理しようとしていますか

課題対応能力

１７ 生徒はなにか問題があったとき、次に同じようなことが起こらないようにするために何をすればいいか考えて行動していますか

１８ 生徒は何かをするとき、見通しを持って計画的に進めたり、やり方について改善を図ったりしていますか

１９ 生徒は計画通りにいかなくても、柔軟に状況に対応しようとしていますか

２０ 生徒は一度やると決めたことはやり遂げようとしていますか

キャリア
プランニング

２１ 生徒は学ぶことや働くことの意義について考えていますか

２２ 生徒は今学校で学んでいることと将来のつながりを考えていますか

２３ 生徒は自分の将来について具体的な目標をたて、その実現のための方法について考えていますか

２４ 生徒は自分の将来の目標に向かって努力したり、生活や勉強の仕方に工夫したりしていますか

２５ 生徒は決定や選択の際には、自ら考えて決定・選択をするようにしていますか



総括

ほぼ全ての項目で上昇



今後の展望

キャリア教育の更なる充実

生徒会活動の更なる充実



北海道浦河高等学校「特別活動」

ご清聴ありがとうございました


