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⑦
教科横断的な課題に関する研究

（平 成19・20年 度 ）

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校は明治33年 に創立され，旧制高等女学校の

歴史をもち，大阪市内の落ち着いた雰囲気のもとに

立地 し，生徒は学習と部活動にま じめに取 り組んで

いる。ほとんどの生徒が大学進学を希望 してお り，

生徒の自己実現を目指 し全面的な支援を図るため，

学習活動の充実，部活動の振興，自治活動の活性化

にも取 り組んでいる。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数52名

本調査研究にかかわる教員数14名

「情報」は1年 次に 「情報B」 を2単 位，「家庭」

は1・2年 次において 「家庭総合」を各2単 位， 「総

合的な学習の時間」は2年 次に1単 位，3年 次に2

単位を設置 している。

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研究成果の要点】

家庭 の中で 「高齢者 イ ンタ ビュー 」 とい う課題

に取 り組 む ことに よって，情報科 の問題解決学

習 を さらに深 め ることができた。 また，家庭 ，

情報，特別活動での横断的な取組の結果，生徒

は生活に密着 した重要な問題を深 く理解するよ

うにな り，自己の社会的役割を認識する力を育

成するとともに，生徒の情報活用能力，問題解

決能力，コミュニケーション力の向上につなが

った。教師間では，授業づくりや行事実施につ

いて何度 も話 し合い，計画 ・実施 ・点検 ・改良

とい うサイクル を活用 し積極的な取組 となっ

た。

1研 究主題等

（1）学校における研究主題

平成19年 度入学生を対象 として，情報を収

集 し探索する力の向上を図り，自己の社会的役

割を認識する力 を養成する指導方法の研究を

行 う。

自己の社会的役割を認識することが，自らの
ひら

力で将来を考え，進路を切 り拓く力を育てると

い う見地からこれ に資するための指導方法を

研究する。

（2）学校における研究主題設定のね らい

本校のほとん どの生徒は大学進学を希望す

るが，具体的な将来像を描 くことのできる者は

少なく，学問や職業に対する知識，社会人 とし

て生きることの 自覚が十分でないといった状

況がみ られる。家庭，情報，総合的な学習の時

間，特別活動の時間を教員が連携 して指導する

とともに，1年 次より様々な体験をすることで

自己理解，将来設計能力の育成を図 り，社会的

役割を認識 させ，進路実現に対する意欲の向上

及び学習意欲の向上をねらいとする。

（3）本調査研究で取 り組む教科等

家庭 （家庭総合），情報 （情報B） ，総合的な

学習の時間 ， 特別活動

（4）取組体制

校内に調査研究チームを組織 し，必要に応 じ
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て会議を行 うとともに，進行状況等の情報交換

を行 うこととする。調査研究チームは校長，教

頭，事務長，首席，教務主任，学年主任，関係

教科担当教員で構成 し，授業の打ち合わせ，進

捗状況の情報交換等は担 当者間で随時行 うこ

ととした。

（5）2年 間の主な取組

【平成19年 度の主な取組】

時期 主な取組

5月 「情報B」 において情報検索の方法 と留

意点や問題解決学習等について学ぶ。

7月 「家庭総合」で自己理解，将来設計にか

かわる指導を行い，進路実現に向けた意識

の涵養を図る。

9月 「情報B」 で キャ リア教育を扱 う。イ ン

ターネ ッ トでの情報検索 と報告書作成にパ

ソコンを利用 した 「職業イ ンタ ビュー」

「オー プンキャンパ ス レポー ト」に取 り

組む。

「家庭総合 」 と 「情報B」 の連携 にお ける

「高齢者 への理解 を深 める実践」 をテーマ

として， グルー プご とに新聞記事や聞き取

り調査等 か ら問題点 を整理 させ， レポー ト

作成 ，発表 を行 う。11月

研究授業や授業公開を適宜開催するとと

もに，批評を求める。地域や近隣の学校等

との交流を図る。12月

体験を通 して 自己の社会的役割について

理解する。また自己に必要な情報を収集 し，

活用する技術を身に付ける。2月

「情報B」 で 「学科調べ」をテーマ とし，

学部 ・学科だ けでなくゼ ミ ・研 究室 の内容

で興味 あるもの を調べWebペ ージを作成

す る。他 の人の作品 を見て評価 させ る。

【平成20年 度の主な取組】

時期 主な取組

6月 HR合 宿における農業体験への関心を高

め，積極的な取組 とするための指導方法に

関して調査研究チームで協議する。

7月 「家庭総合」 の食領域において， 「フィ

ール ドワー ク （原産地調べ）」， 「グルー

プ ワーク （買い物 ゲーム）」な どの実習を

行 う。

9月 HR合 宿のクラス討論の準備開始。各クラ

ス討論係を選出する。討論係を指導 し，各

クラスで模擬討論を行 う。

「家庭総合」において，現代の食に関す

る問題点を整理 し，環境に優 しく安全で健

康的な食生活に必要な事柄を考えさせる。

「家庭総合」において，生産の場の現状を

VTR等 で紹介する。生産者の視点に立った食

生活の在 り方について考えさせる。

10月

各 クラスにおいてインタ ビュー事前指導

を実施す る。又， クラス討論 のテーマ を2

題決 める。 うち1題 は 「食」 関係 とす る。

HR合 宿実施。 （19日～22日 ）

北海道長沼町の農家 に1泊2日 のファーム

ステイ し農 業体験 をす る とともに、農家の

方 にグループ ごとにイ ンタ ビュー をす る。

ファームステイ第1日 目各 クラスで討論 を

実施する。

「家庭総合」 において研 究授業、協議を

実施する。11月

HR合 宿 でのイ ンタビューのま とめ と討論

総括シー トをグループ ごとに作成 す る。

社会力 アンケー トを実施す る。

12月 「家庭総合」において，まとめの冊子を

用い農業体験の成果を班ごとに発表 させ，

今後の望ましい食生活や ライフスタイルの

在 り方について意見を出し合わせる。
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2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）具体的な研究課題

「家庭」， 「情報」などの教科や特別活動の

枠を超え，横断的・総合的な学習の実践を通 し，

家庭 ・市民および自己の職業生活をより深 く考
ひら

えさせ，自己の将来を切 り拓いていく能力を育

成する。

（2）取組

① 高齢者インタビュー実践教育

「家庭」と 「情報」の2つ の教科が同一の

高齢者インタビュー教材を通 して，教科を横

断 した授業において，学ぶ意欲を高める問題

解決学習を実践 した。

事前に 「家庭」と 「情報」の2つ の教科で，

目標，シラバス，学習指導案，評価方法を話

し合い，年間の授業計画を立てた。

4月 に 「情報」で問題解決学習についての

手法を学び，7月 に 「家庭」で高齢者の生き

方を通 して自己の生き方を振 り返 ることを

目標にした 「高齢者インタビュー」を夏休み

のレポー トにした。9月 に 「家庭」と 「情報」

が同時進行の同時展開の授業を行い，夏休み

のレポー トを新聞記事の形式に書き直 し，パ

ソコンで編集 して，写真を加工しインタビュ

ー した内容を生徒 自身が客観的な視点でと

らえ直す ことで問題解決学習の授業を行っ

た。

11月 には完成 した新聞記事を用いて，授

業の中で作品を生徒間で読み合い，体験を共

有した。また，作成 した新聞記事をインタビ

ューを受けた人にプレゼン トして，その感想

を書いてもらった。2月 に優れた作品を40

程度選出 し，必要な資料を集めて冊子にまと

めた。

② キャリア教育

ア 職業インタビュー

進路 ノー ト等の職業名 を参考にしなが

ら興味関心のある職業を見つけさせ，自分

の身の回 りで該当する職業の人を探 し，イ

ンタビュー させた。その進路 ノー トに従っ

てインタビュー し，ノー トにレポー トを作

成 し，その評価及び報告書をパ ソコンで作

成 させた。

イ オープンキャンパスレポー ト

進路指導部 と連携 した取組 として，職業

インタビューで考えた職業に就 くために

必要な進路を見つけさせ，幾つかの大学の

オープンキャンパスに参加させ，その報告

書をパソコンで作成させた。

ウ 学科調べ

センター試験や各大学の入試情報 を検

索 し理解 させなが ら学部や学科 を考えさ

せる。興味関心のある学科を決め，その学

科を紹介するWebペ ージを作成する。学

部学科の説明だけでなく，ゼ ミや研究室等

の内容で興味あるものを取 り上げさせた。

③ 「携帯電話」を題材にした取組

1年 生は，4月に情報Bの 授業で 「情報化の

社会の光 と影」を学習した。10月 には，1・2

年生のHRの 時間に各学年団が主体 となっ

て 「携帯電話に関す るアンケー ト」を行い，

生徒の携帯電話への関心を喚起 した上で，11

月に2学 年合同で本校人権教育推進委員会

主催の人権学習を実施 した。

人権学習では，弁護士を講師 とし 「ケータ

イ ・ネットいじめと人権」と題 して，「携帯電

▲ 新聞記事の制作風景
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話」や 「インターネッ ト」で起こるいじめが

犯罪であることを確認，被害者になったとき

の対策を考えさせた り，加害者にならないた

めに何ができるかを考えさせたりするなど，

主 として携帯電話の陰の部分を取 り上げた。

携帯電話に関す るアンケー トは，人権教育

推進委員会が集計・分析 し，結果を教職員へフ

ィー ドバ ックして，本校生徒の携帯電話の利

用実態 を確認 し合い共通認識をもてるよ う

にした。

2月 には，2年 生の家庭科の授業で9時 間

をかけて，携帯電話を題材に消費生活と資源

・環境の授業を展開 した。授業の計画に当た

っては，大阪府教育センターの指導 ・助言や

NPO法 人日本教育開発協会 （JAE） の協

力を得て，学習のまとめに当たる最後の3時

間は株式会社NTTド コモ関西の社会環境

室とのタイアップが実現 した。

前半の1時 間は，NTTド コモ関西制作の

DVDを 視聴 し，情報化社会の光の部分にス

ポットを当てることをねらいとして，携帯電

話をは じめとする情報端末が深 く浸透 した

近未来の情報化社会像の一例を知 り，今後起

こりうる人々の生活の変化 を想像 し理解 さ

せた。後半の2時 間には 「子 どものための安

心 ・安全な携帯電話を開発 しよう！」と題 し

て，生徒がNTTド コモ関西の社員になった

つもりで商品企画をし，企画会議と称 してプ

レゼンテーシ ョンさせた。一つ一つの発表

に，NTTド コモ関西の方々から企画内容や

発表方法について助言とともにコメン トを

もらい評価をいただいた。

そ して，学習のまとめとして携帯電話を安

全 ・安心に使 うための子 どもができる心掛け

3か 条を考えさせたり， 「わたしにできるこ

と」として，携帯電話を安全 ・安心に使 うた

めのアクションプランを考えさせた りした。

また，NTTド コモ関西の方々には，それ

ぞれの高校時代～職業選択までの気持ちの

変化や，現在の 「わたしの仕事観」を話 して

いただいた。

④ 食農教育

2年 生の 「家庭総合」の食領域において，

現在の日本の食を取 り巻く状況の理解，食に

感謝する気持の涵養，環境と調和 したライフ

スタイルを選択 しつつ，生産者マイン ドを持

って購買 ・消費するプロシューマーの育成を

主な目標とする授業を展開した。また，都市

部に住む生徒が，HR合 宿の農業体験を通 し

て，食の生産現場に直接触れることにより，

生徒の中に食に対する関心を高めることを

ね らいとした。

まず， 「家庭総合」の授業において，食品

の産地調査の宿題 を基に，班単位で世界地図

に国名 と輸入 された食品名及び輸送距離を

記入 させる作業を行った。次に，財団法人公

害地域再生センターの 「買い物ゲーム」を使

用 し， 「フー ドマイルズ」の考え方を理解 さ

せた。さらに，NHKビ デオ 「データマ ップ

～遠 くか ら来る食べ物～飢餓の国 ・飽食の

国」を視聴 し，日本の豊かな食生活が発展途

上国の環境破壊，地球温暖化の上に成 り立つ

事に気付かせ，現状を変えるために何が必要

であるか話 し合わせた。

10月 のHR合 宿直前の 「家庭総合」では，

「スローフー ド」 「地産地消」 「旬産旬消」

などの環境への負荷を減 らす食生活のあ り

方を紹介 し，それを支える日本の農林水産業

の現状を学ばせた。また，学年集会において

は，HR合 宿の概要，ファームステイする長

沼町の歴史や現在の状況を理解 させた。
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HR合 宿 の農業体験 においては， 「農家へ

HR合 宿 の農業体験にお いて は， 「農 家への

イ ンタ ビュー」を取 り入れ ， 「農業」 とい う

職業 を理解す る機 会を与 えた。 平成19年 度

の 「高齢者 イ ンタ ビュー」の成果検証 を基 に

事前にイ ンタビューの 目的を明確 に提示 し，

職 業 として農業 に取 り組む姿勢，農業 にお け

る近年 の状況や最近多発す る偽装，農薬等の

問題 につい て農家 の方の考 えを知 るイ ンタ

ビュー となるよ う指導 した。HR合 宿後，イ

ンタ ビューの概 要 と農業体験で感 じた事 ，イ

ンタビューか ら得た事 を書かせ た。

⑤ 社会力アンケー ト

これ らの取組の成果を検証するための一

つ として 「社会力アンケー ト」を2年 間実施

した。このアンケー トは平成18年4月 に経

済産業省か ら示された 「社会人基礎力の能力

要素」12項 目をベースに，門脇厚司 （前筑波

学院大学学長）による 「社会力ある人間の具

体的イメージ」 「社会力診断テス ト」，大阪

府教育委員会 「キャリア教育を推進するため

に」などを参考に，本校生徒用に作成 したも

のである。30項 目なる 「社会力アンケー ト」

を，平成19年 度入学生徒の1年 次12月 ・2

年次12月 ，平成20年 度入学生徒の1年 次5

月 ・12月 に実施 した。

（3）成果 ・課題

① 高齢者インタビュー実践教育

情報の授業での問題解決学習は，家庭の

「高齢者インタビュー」とい う課題が加わっ

たことで，PDCAサ イクルの循環が強化され，

生徒の学習意欲が高まった。今回の課題学習

を通 して，自らの力で収集 した情報を加工 ・

編集 し第三者 に発信す るとい う一連の学習

活動は，ま さに問題解決学習そのものであ

り，情報だけでなく，他の教科等に役立つ情

報活用能力の育成につながった。

新聞記事の作成を通 して実際に高齢者 と出

会い，自分が聞き取った話を何度 も客観的に

振 り返 り，論理的に整理 しながら自分の言葉

に置き換えていく作業を通 して，生徒は今ま

で以上にこの単元を学ぶ意義を理解 し，高齢

者への肯定的な認識 を自然に深めてい くこ

とができた。そして，高齢者がさらに身近な

存在に感 じられるようになった。

情報 と家庭の教科間の連携に よる授業は

全体として双方に良い効果をもたらしたが，

課題 目標に対す る到達度が不十分な生徒 も

いた。原因はインタビュー内容が不十分であ

り，基本的な 「聞き取る力」につまずきがあ

ると考えている。今後，課題を課す前にイン

タビューの練習や，聞く内容のワークシー ト

の充実を図るなどの指導が必要である。

▲HR合 宿農業体験
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② キャ リア教育

教科 「情報」 と 「進路指導部」の連携 とし

て，授 業の3分 の1に キ ャ リア教育 の教材 を

扱 った。ホームルーム とは違 い取 り組みの度

合 いは高 かった。最後の 「学科調べ」で感想

を書かせ た結果 ， 「調べ た学部 ・学科 ・大学

が よ く分か った。今後 の進路 を考 える上で参

考 になった。自分 の将来 につ いて考 え直す い

い機 会 にな った。」等 のキャ リアに対す る意

識が高まった とい うものか ら， 「同 じ学科名

で も内容 が全然 違 うものが あ るこ とが分か

つた。自分が考 えていた ものが全然違 ってい

た。 」 と新 しい発 見を した者 もいた。 また，

自分 の知 らなか った こ とを調べ てそれ をま

とめ るとい うことに よって 「今まで知 らなか

った学科 についての知識 が増えた。」などの

生徒 の感想 が得 られた。 「情報」で作品を作

った とい うこ との効果 が あ った もの と考 え

られ る。

③ 「携帯電話」を題材にした取組

携帯電話は，高校生の日常生活に深く密着

した生活になくてはな らない道具 となって

いるが，学年団や分掌，情報 ・家庭 とい う各

教科が連携 したこと，そして実際に携帯電話

を販売 している企業 （株式会社NTTド コモ

関西）や携帯電話によるいじめ被害の救済に

かかわっている弁護士が授業に加わったこ

とで，より現実的に，生徒が遭遇す る 「携帯

電話」にまつわる身近な生活課題について多

方面からアプローチができた。

少 しずつ時期をず らしながらも，被害者

として ・加害者 として，子 どもの立場 とし

て ・大人の （まもなく親になる）立場 とし

て，消費者 として ・企業 （社会人）として，

今の自分 自身は…など，教師が意図 して重

層的に授業を展開 していったが，視点を変

えて多方面か ら携帯電話について考えさせ

たことが効果を奏 し，今まで学習 してきた

自分の経験や知識を再構成 し新たなものの

見方を獲得 した り， 自分の進路を見つめ直

すなど，生徒が視野を広げる良いきっかけ

となった。

▲ 生徒が作成 した新聞記事の例

▲ 子どものためのケータイ5か 条 生徒作品

アカ ン！

● かしたらアカン！

● 人の気持ち考えなアカン！

● 個人情報流 したらアカン！

● マナー守らなアカン！

● 使 いすぎたらアカン！
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2月 の家庭の授業 中の生徒 とのや り取 り

の中で，英語 Ⅱの5月 頃の授業で携帯電話を

題材にした 「Hold That Call! 」 と い う ト ピ

ックを学習 していたこと，また養護教諭が，

携帯電話の電磁波が人体に与える影響につ

いて報 じた新聞の特集記事の切 り抜きを保

健室前に掲示 していたことを知った。

今年度は，1年 目とい うこともあり，手探

りで研究を進めてきた。来年度は研究の中心

となる各教科や特別活動が年度当初から，計

画的に連携 して授業を企画 し，その実施時期

や内容を広 く校内に広めたい。そ うして自然

で無理のない形で連携ができる各教科や分

掌が少 しずつ増え，本校に合った取組の形を

実現 させたい。

④ 食農教育

HR合 宿前に行ったアンケー トからは，生

徒が食 の偽装や農薬汚染について高い関心

をもっていることが分かった。 しかし， 「食

料自給率の低さ」 「フー ドマイ レージ世界1

位」 「農家の高齢化と担い手不足」等に関 し

ては 「家庭総合」の授業で初めて知った生徒

が多く，これ らの危機的な状況について他人

事としてとらえているように思えた。

HR合 宿後のアンケー トでは， 「事前に行

った食領域の授業が農業体験に役立ったか」

とい う質問に対 して，9割 を超える生徒が

「役立った」と回答 している。特に、生産の

場に直接触れ，食の作 り手がいなくなるとい

う現実が認識で き，危機 感 をもった よ うで あ

る。

ファームステイや イ ンタビュー を通 して，

後継者不足，高齢化，食の安全性や 自給率低

下の問題 を生徒 は実感 す ることがで きた。一

方 ，おい しく安全な ものを作 る喜びを知 り，

食 に対す る思い入れ を知 る事 もできた。生徒

たちは 「家庭総合」での学習後 ，農 家の方 か

ら直接 話を聞き，様 々な問題 を理解 し，それ

らの解 決 の必要性 を重 く受 け とめ る事が で

きた。

⑤ 社 会力アンケー ト

平成19年 度20年 度 と本事業 に取 り組む

中で，生徒 に どの よ うな力 を身に付 けさせ

るこ とがで きたのだ ろ うか とい う問い に対

して，経年変化 か らコ ミュニ ケー シ ョン能

力，行動力 ，思考 力で一定の伸長 が見 られ

る。 「年齢 の違 う集 団に入 っても， 協力 し

て活 動に参加 し， 自分 の仕 事 をや るこ とが

でき る。 」 「地域 の行 事や ボ ランテ ィア活

動 には積極的 に参加 したい と思ってい る。」

「自分のや りたい こ と， よい と思 うこ とを

考えて，学習に取 り組 んでい る。」 「与 え

られ た課題 に対 して， 自分 であ る程度情報

を集 め，整理 し，ま とめるこ とがで きる。」

とい う項 目で， 「よ くあてはま る」 と 「ま

あまああてはま る」の 占める割合 が増加 し

てい る。

▲ 企画会議の発表で使用 した手書きのポップ
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3研 究成果の普及

平成19年 度 の中間報告 は学校 のWebペ ー ジ上に

掲載 してい る。 平成20年 度入学 の1年 生 を対象 と

した 「高齢者 イ ンタ ビュー実践教 育」の紹介を平成

20年9月 公開授業 として実施 した。 「HR合 宿」と

「家庭総合」の横断による 「食農教育」の実践につ

いては，平成20年11月 研究授業、研究協議を実施

し，研究成果の普及に努めた。

4今 後の展望

情報を収集 し探索する力の向上，インタビューを

通 して自分の言葉で考え発信する経験の積み重ね，

体験や学校外部の人々との交流が，自己や他者のよ

り深い認識，自らの力で考える力の育成に有効であ

ることは，この2年 間の個々の取組で認め られる。

学校全体の教育課程で学んだ基本 となる知識がさ

らに有機的に統合され，自らの力で考える力をより

一層伸ばすためには，教科間で連携できる分野を積

極的に見出すことが必要である。また，各教科で生

徒個人あるいはグループ発表の学習形態を取 り入

れる事を検討する必要がある。

（参考）社会力ア ンケー ト結果の一部

1年 か ら2年 への変化

9． 年齢の違 う集団 に入 って も、協力 して活動 に参

加 し、 自分の仕事 をや ることができ る

20． 地域の行事やボランティア活動には積極的に

参加 したいと思っている

21． 自分のや りたい こと、よい と思 うことを考 え

て、学習に取 り組 んでい る

22． 与え られ た課題 に対 して、自分で ある程度情

報 を集 め、整理 し、 ま とめるこ とがで きる
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平成20年度教育課程研究指定校事業研究成果報告書
ふ り が な

学校名
わかや ま けん りつあ りだち ゅうお うこ うと うが っこ う

和歌山県立有田中央高等学校

校 長 名 ：西 克 子

所 在 地 ：和歌 山県有 田郡有田川 町下津野459

電 話 番 号 ：0737－52－4340

⑦ 教科横断的な課題に関する研究

（平成19・20年 度 ）

Ⅰ 研究指定校の概要

1学 校 ・地域の特色及び実態

本校がある有田川町は，和歌山県の中程に位

置 し，温暖な気候と豊かな自然に恵まれ， ミカ

ン，ブ ドウなどの果樹栽培が盛んな地域である。

また，本校の前身は農業科を主体 とす る専門

高校であることから，農場などの施設が充実し

ている。

平成9年4月 に，普通科 ・食品科学科 ・柑橘

園芸科の併設校か ら，総合学科へ と改編 した。

現在，教養 ・グリーンテクノ ・スポーツライ

フ ・福祉 ・メディア ・芸術の6系 列があ り，福

祉系列では介護福祉士国家試験受験資格 と訪問

介護員2級 の資格を取得できる。福祉系列で学

んだ生徒の多 くは，卒業後は福祉施設に就職 し

ている。

また，1年 生全員が総合的な学習の時間とし

て，野菜の栽培などを体験す る 「カルチャー園

芸」を履修している。

2学 校の概要 （平成20年5月1日 現在）

教員数50名

2・3年 生の福祉系列選択生を対象に 「社会

福祉援助技術」を5単 位で開設 している。2年

生の 「社会福祉援助技術 Ⅰ」（2単位）では対人

援助の基本を学習 している。3年 生の 「社会福

祉援助技術 Ⅱ」（3単位）では具体的な活動の援

助を学習 し，その うち1単 位 を本研究に関する

授業 「園芸と福祉」とした。

Ⅱ 研究の内容及び成果等

【研 究成 果 の要 点 】

教科 「福祉」 と 「農業」の学習を一部統合 し

て 「園芸 と福祉」を教科横断的な取組 とした。

「福祉」のレクリエーション援助については，

生徒の興味 ・関心を高め，利用者主体の視点で

取 り組むことができ，社会福祉援助技術の向上

につながった。教科 「農業」についても，福祉

の視点を取 り入れることにより，学習の充実を

図る可能性を確認できた。

教科を融合 した学習が有効であることを確認

でき，指導方法の改善につながった。

1研 究主題等

（1）学校における研究主題

総合学科における福祉系列 と農業系列 との

協働による研究

～高齢者の自立生活 を支援す る援助活動 とし

て有効な園芸 とのかかわりについて～

（2）学校における研究主題設定のね らい

「社会福祉援助技術」の目的は，様々な状

況に応 じた対人援助について考察 し，理解を

深め，実践できることであ り，「社会福祉援助

技術 Ⅱ」では 「レクリエーション援助」につ

いて学んでいる。 これまでの学習の様子は，

高齢者に適 したレクリエーション活動の提供

が十分ではなく，生徒も積極的に取 り組めて

いない状況にあ り，その主旨を十分に達成 し

ているとはいえなかった。

生徒が施設実習で園芸療法のサポー トを経

験 した際，高齢者が生き生きと園芸の活動を

されていたことに興味を持ったことがきっか

けで園芸に注目し，高齢者にとって質の高い

レクリエーシ ョン活動の実践に取 り組む こと

とした。

「遊び」がそれほど重要視 されていなかっ
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た時代を経験 している高齢者にとって，園芸

は仕事のような感覚で取 り組めることも特徴

である。

本校には園芸福祉に興味を持つ農業科教員

がいること，1年 生全員が総合的な学習の時

間 として 「カルチャー園芸」で栽培を経験 し

ていることか ら，より効果的な学習が可能で

あると考えた。

この研究により，介護者の役割は身体的な

介護だけでなく，利用者の生きがいのある生

活を支えることであるとい う視点を明確にし，

「高齢者のQOL (Quality of life) を高める

こと」の学習において，園芸の体験を通 して

QOLの 概念 を理解 し，園芸がもたらす効果

を学ぶことの有効性を明 らかにする。

（3）本調査研究で取 り組む教科及び科目

「社会福祉援助技術」は，対人関係 の基本や

レク リエー シ ョン援 助， コ ミュニケーシ ョンに

ついて学ぶ科 目で ある。一方 「生物活用」 は，

栽培や園芸 を活用 した交流活動 について学ぶ科

目で ある。

これ らの科 目には，対象者のQOLを 高 める

こ とが共通概念 として あ り，両者 を関連づ ける

ことによ り効果的 に学習す ることができる と考

えた。

（4）取組体制

有田中央高等学校教育課程研究運営指導委員会

和歌山県教育庁学校教育局県立学校課 課長

同 指導二班長

同 教育課程研究担当指導主事

同 福祉担当指導主事

有田川町教育委員会社会教育課 課長補佐

教育課程研究推進委員会

校長 教頭 事務長

教務部長 総務部長 福祉科教諭 農業科教諭

教育課程研究委員会

福祉科教諭3名 農業科教諭3名

（5）2年 間の主 な取組

平

成

19

年

度

① 「園芸 と福祉」のテキス ト作成

② 社会福祉援助技術の 「園芸 と福祉」にお

ける栽培や作品製作等の意義の理解，援助

技術を高める指導の工夫

③ 老人福祉施設並びに社会福祉協議会での

実習指導及び事前 ・事後指導の充実

④ 生徒の学習記録，施設職員及び高齢者へ

のアンケー ト等の分析，成果 と課題の把握

平

成

20

年

度

① 「園芸と福祉」のテキス トを用いた授業

とテキス トの改訂

② 授業内容の精選と評価の観点の明確化に

よる生徒が主体的に活動する授業の研究

③ 生徒の主体性 を高める実習指導及び事前

・事後指導の工夫

④ 生徒の学習記録，施設職員及び高齢者へ

のアンケー ト等の分析，成果と課題の把握

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1） 「園芸と福祉」の生徒用テキス トの作成

① 具体的な研究課題

生徒の学習意欲を高めるとともに，園芸

の基礎的かつ実践的な内容 と園芸活動にお

ける対人援助に関す る内容を記述 したテキ

ス トの作成。

② 取組

教科横断的な取組において，授業内容に

一貫性を持たせることに留意 したテキス ト

を作成 し，授業で活用 しながら改訂を行っ

た。

テキス トの第1章 は，園芸活動の効果に

関す る内容及び園芸活動が，高齢者の自立

生活支援 を目指 した レクリエーション援助

として有効であることの理解 に重点をおい

科目の位置づけ
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た。 また，老人福祉施設等で園芸活動を行

う場合の具体的な方法や留意点についても

記載 した。

第2章 は，栽培に関す る基本的な知識に

関する内容を充実 させた。栽培の専門用語

に説明を加え，写真やイラス トを多 く用い

ることで理解 しやすいものになるよう留意

した。

第3章 は，栽培 した植物を活用 した レク

リエーシ ョン活動の具体例を示 し，作品製

作の手順や留意点を示す内容とした。

（テキス トの構成）

第1章 園芸活動 とQOL

1レ クリエーションと園芸

2私 たちの生活 と園芸活動

3援 助に生かす園芸の効果

4園 芸活動の留意点

5園 芸を活用 したレクリエーション計画

第2章 園芸活動の概要

1活 動の効果及び留意点

2栽 培の基礎知識

3野 菜を育てる

4花 を育てる

第3章 植物を活用 したレクリエーション

1活 動の効果及び留意点

2加 工 ・調理

3草 花を使った作品

③ 成果 ・課題

成果は，老人福祉施設等の活動で実践可

能な内容を中心に，社会福祉援助技術の観

点から留意点を記載 したことで，生徒が園

芸に興味を持って取 り組めたことである。

授業アンケー トから，テキス トのわか りや

す さに対する評価が高いことが分かった。

【図3】 【図4】

課題は，生徒が考察したり工夫 した りで

きるような内容をテキス トに取 り入れてい

くことである。

（2）生徒が主体的に活動する授業

① 具体的な研究課題

生徒がレク リエーション援助に興味を持

ち，意欲的かつ主体的に取 り組むための指

導の工夫。

② 取組

平成19年 度の課題である主体的な学習態

度育成のため，平成20年 度は学習内容を精

選 し，自ら考察 し実践できることを目指 し，

知識 ・技術の学習→実践→評価→改善のプ

ロセスを重視 した指導を行い，学習意欲を

喚起 した。栽培の基礎知識の学習では，高

齢者が活動を行 う場合の工夫や配慮に関す

る考察を充実させた。

校内で学習 した内容を，介護老人保健施

設での畑づくりの援助や社会福祉協議会の

デイサービスにおいて実践 した。

指導 と評価の計画は 【資料1】 のとお り

である。

福祉科 と農業科の教員がティームティー

チングで担当 した。園芸活動の意義や施設

実習の指導は福祉科教員が，栽培や作品製

作の指導は農業科教員が主 となって担当し

た。授業における評価の観点や評価基準を

精選することで，教員の評価の視点の共通

理解を図るようにした。

授業評価の一つ として各年度に2回 のア

ンケー ト調査 （質問項 目は 【表2】 ）を実施

した。

③ 成果 ・課題

成果は，「QOLの 向上」について体験的

に学び援助技術を高めるという授業 目標を，

教員が共通認識 して展開できたことである。

その結果，生徒は園芸を活用 してQOL

を高める援助の在 り方について考察でき，

園芸に興味や主体的に学習する意欲を持つ

ようになった。

平成19年 度は，アンケー ト結果から，「1

興味や意欲がわく」「12学 ぶことの楽 しさ

を味わ う」「5授 業内容の理解」等は高い

評価であったが， 「4質 問ができた」「6
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自分 の考 えを持つ こ とがで きた」 「7関 連

す る内容 につい て調 べたい 」につい ては十

分 では な く，主体 的な学習態度 の育成が課

題 となった。 【図1】 【図2】

平成20年 度の9月 下旬のア ンケー ト調査

の結果 も 「1興 味や意欲がわ く」 「10テ

キス トがわ か りやす い」等 は高 い評 価で あ

ったが， 「4質 問 ができた」 「6自 分の

考えを持 つ ことがで きた」 「7関 連す る内

容 につ いて調べ たい」 は昨年 と同様 に十分

でな く，主体的 な学習態度 の育成 が継続 し

た課題 となった。 【図3】

この課題 を解決すべ く，10月 以降は介護

職員 と して レク リエ ー シ ョンを企 画 し運営

してい く場 面 を想定 して，具 体的な園芸 の

レク リエー シ ョン援助 計画 を作成 した。そ

して，1月 にアンケー ト調査 を行 った結果，

「4質 問がで きた」 「7関 連す る内容 に

つい て調べ たい」 を含 め，全 ての項 目につ

いて評価が高 くな った。 【図4】

今 後の課題 は，指 導計画 を整理 し，評価

の観 点や評価規 準の 生徒 への周知 を徹底 さ

せ る ことで， よ り一層 主体的 な授 業への取

組 を促 してい くことであ る。

（3）施設 での実習 指導の充実

① 具体的な研 究課題

生徒 が利 用者 の状況 に応 じた適切 な レク

リエー シ ョン援助 がで きるための指導方法

の工夫。

② 取組

社 会福祉 協議会 では，地域 の高齢者 が参

加す る 「生 きがい デイサー ビス」 を行 って

お り，その うち年間の4回 を本校 が主催 し，

「フラワー ア レンジメン ト」 「押 し花の作品

製作」「葉ボ タンの寄せ植 え」に取 り組んだ。

利 用者 は趣 味の活動 を広 げたい と意欲的 に

参加 している。

介護 老人保健 施設 での利用者 は，認知症

が あ り介護度 の高 い方が ほ とん どであ る。

施設内の畑で計画的な栽培活動 を行 うため

の援助を行った。

いずれの実習においても，事前指導では，

生徒が実習の 目的を確認 し，援助の内容に

ついて把握 したうえで，援助の留意点を考

察するようにした。

実習では，農業科の教員が利用者に対 し

活動内容の説明を行い，福祉科の教員は生

徒が適切に援助できているか観察 し，必要

に応 じて助言 した。

また，事後指導では，生徒が学習のまと

めを記入 し自己評価をしたものを活用 し，

振 り返るように した。

③ 成果 ・課題

成果は，生徒が実習を重ねてよ り適切な

援助ができるようになった ことである。施

設の職員からも，生徒が積極的に取 り組 め

ていたこと，利用者の反応が普段よりよい

ことなどの評価を得た。

課題は，生徒が活動の説明を行 うとい う

施設実習の目標 を達成できなかったことで

ある。今後 も様々な経験を重ねなが ら伝え

ることの学習に取 り組み，より達成感が得

られる施設実習にしていく必要がある。

（4）学習記録及びアンケー トの分析

① 具体的な研究課題

生徒の授業アンケー トや施設職員等の実

習評価の個々の内容の分析による具体的な

授業改善。

② 取組

成果を検証するため，学習記録簿や授業

アンケー トを工夫 し，施設職員等にも実習

の評価 とアンケー トを依頼した。

学習記録簿 （ワークシー ト）は，毎時間

共通する関心 ・意欲 ・理解 に関す る自己評

価項 目と，指導 目標や評価規準をもとにし

た記述項 目とし，生徒は授業の最後に学習

記録簿 （ワークシー ト）に記入 した。充実

した記述内容，適切な自己評価となるよう，
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机間指導を行った。

③ 成果 ・課題

成果は，生徒の自己評価が関心 ・意欲 ・

理解のいずれにおいても高いことである。

平成20年 度については 「とてもよい」と

い う評価は少ないが，肯定的な評価は平成

19年 度より高 くなっている。対象生徒が異

なってはいるが，授業改善の成果 と考えら

れる。【図5】 【図6】

初めは園芸の専門的な内容の理解ができ

ない とい う記述 もあったが，徐々に理解 も

深ま り，興味を持って意欲的に取 り組 めた

とい う記述が多い。【資料3】

〈社会福祉協議会での実習について〉

生徒は植物を介 してコミュニケーシ ョン

が豊かになったと受けとめ，利用者がや り

がいを感 じていることによ り，双方に達成

感があった。利用者への援助の留意点に関

する考察 も深まった。【資料4】

利用者は，生徒のかかわ り方について評

価が高 く，レクリエーシ ョン活動の内容に

興味を持ち，趣味活動を広げるきっかけに

なったといえる。【資料5】

社会福祉協議会の職員は，生徒の対応が

よかったことと利用者の反応がよいことを

評価 していた。【資料6】

〈介護老人保健施設での実習について〉

生徒は園芸を通 じて利用者 とふれ あうこ

とで，よい関係がつ くれ ると感 じた。初め

は利用者への配慮が十分でなかったとい う

生徒 も，次回の実習に生かすことができて

いた。【資料7】

施設の職員は，生徒の利用者への対応を

評価 していた。また，最初は積極性が課題

であったが，回数を重ねる中で改善された

とい うことであった。利用者は普段 より楽

しく過ごされていることを伝えられた。【資

料8】

課題は，アンケー トや学習記録簿の記入

に関しては個人差が大きいことである。記

述を促す指導や書式の検討を行 う必要があ

る。また，施設職員等に対 しても，さらに

十分な説明が必要である。

3研 究成果の普及

平成20年11月 に近畿地区総合学科高等学校

研究発表会において，実践報告を行った。また，

平成21年 度の全国総合学科高等学校研究発表会

において，分科会での発表を予定 している。

本校のHPへ の掲載については検討中である。

4今 後の展望

今回の研究を通 して，生徒の興味 ・関心に対

応 した教科横断的な取組による授業により，意

欲が高ま り，効果的な学習 となることが分かっ

た。

教科横断的な取組の課題は，科 目の 目標や指

導内容に対す る教員の共通理解である。そのた

めにも評価の観点や評価規準を常に明確 にしな

がら学習が展開されるよう，教員が連携 し調整

していくことが必要である。今後はティームテ

ィーチングを生かした指導方法や評価方法の工

夫を検討 していく。

また福祉科の学習においては，生活を支援す

るとい う観点から，他の教科 との連携が有効で

ある。今回の研究をもとに，レクリエーション

とかかわりの深い保健体育，家庭，美術，書道，

音楽等と社会福祉援助技術 とを関連づけた取組

の可能性 を検討す る。また，農業科においては

園芸を活用 した交流活動の充実を図るため，福

祉に関す る学習 と高齢者 との交流活動の可能性

を検討 していく。

491



【資料1】 社会福祉援助技術Ⅱ 「園芸と福祉」指導 と評価の計画 （平成20年 度）

月日
学習内容

学習活動における具体の評価規準（【 】内は評価方法等）

関心意欲・態度 思考 ・判断 技能 ・表現 知識 ・理解

1

4／23

講義

園芸活動とQOL
・園芸活動を通して高齢

者のQOLを 高める援助
の視点

園芸活動に関心を持ち，高齢
者のQOLを 高めようとする視
点を身につけている。
【机間指導，ワークシート】

園芸活動を効果的に行うための
援助のあり方が考察できてい
る。

【ワークシート】

2

4／24 栽培の基礎（1）
・播種と育苗

栽培の基本的な知識の習得に
関心をもち，意欲的に取り組ん
でいる。

【机間指導，ワークシート】

播種や育苗に関する基礎的
な知識を身につけ，援助の留
意点を理解している。
【ワークシート】

3

5／1

講義
栽培の基礎（2）
・土作 り

肥料の役割と施肥における援助
の留意点が思考できている。
【発問，ワークシート】

肥料の基礎的な知識 に
つけ，援助の留意点を理解し
ている。【ワー クシート】

4
5／14

講義
野菜の栽培（1）
・サツマイモの栽培

サツマイモ栽培における援助の
あり方が考察できている。
【机間指導，ワークシート】

サツマイモ栽培の援助の留意
点を理解している。
【ワークシート】

5
5／15

実習
介護老人保健施設での
畑づくり（1）
・サツマイモの定植の

援助

対象者に積極的に関わり，意
欲的に取り組んでいる。
【行動観 察，ワークシート】

実習を振り返り，課題が把握で
ぎている。
【ワークシート】

対象者の状況に応じた援助
が ている。
【行動観察，ワ－クシート】

6

5／22

講義
栽培の基礎（3）
・土作り

資料を活用し，肥料の量を調
べることができている。

【机間指導，演習問題】

施肥設計の基礎的な知識を
身につけ，援助の留意点を理
解している。【ワークシート】

7

5／29 栽培の基礎（4）
・畝立て

畝立ての方法と援助の留意点を
思考できている。
【発問，ワークシート】

レイズドベッドの特徴を的確に
まとめることができている。
【机間指導，ワークシート】

8

6／12

演習
フラワーアレンジメント
・ドー ム型アレンジメ

ント

フラワーアレンジメントの楽しさ
を感じ，主体的に取り組んでい
る 。

【行動観察 ，ワークシート】

対象者への援助のあり方が考
察 できている。
【ワークシー ト】

フラワーアレンジメントの基礎
的な知識を身につけ，援助の
留意点を理解している。

9

6／19

26

実習

社会福祉協議会デイサ
ー ビス （1・2）

・フラワーアレンジメン

トの援助

援助を通し，達成感と喜びを対
象者と共有できている。
【行動観察，ワークシート】

実習を振り返り，課題が把握で
きている。
【ワークシート】

対象者の状況に応じた援助
ができている。
【机 間指導，ワークシート】

10

7／16

実習
押し花を使った作品製
作
・押し花の作品製作（し

おり）

対象者への援助のあり方が考
察できている。
【ワークシート】

作品製作の基礎的な知識を
身につけ，援助の留意点を理
解している。
【作 品，ワークシート】

11
9／4

実習
介護老人保健施設での
畑づくり（2》
・ハクサイとダイコン

の定植の援助

対象者に積極的に関わり，意
欲的に取り組んでいる。
【行動観 察，ワークシート】

実習を振り返り，課題が把握で
きている。
【ワークシート】

対象者の状況に応じた援助
ができている。
【行動観察 ，ワークシート】

12

9／11

講義
栽培の基礎（5）
・灌水
・病害虫の防除

適切な潅水の方法と援助の留
意点が思考できている。
【ワークシート】

資料を活用し，農薬の希釈倍
数を調べることができている。
【机間指導，演習問題】

13

9／18・

25

実習

社会福祉協議会デイサ
ービス3・4
・押し花の作品製作

の援助

援助を通し 達成感と喜びを対
象者と共有できてひる。
【行動観察，ワークシート】

実習を振り返り，課題が把握で
きている。
【ワークシート】

対象者の状況に応じた援助
ができる。

【机間指導，ワークシート】

14

10／9

講義
栽培の基礎（6）
・病害虫の防除
・道具 ，資材の工夫

対象者が使いやすい道具の工
夫を思考できている。
【机間指導 ，ワークシート】

病害虫の防除に関する基礎
的な知識を身につけ，援助の
留意点を理解している。
【ワークシート】

15

10／16

実習
介護老人保健施設での
畑づくり（3）
，サツマイモの収穫の
援助

対象者に積極的に関わり，収
穫の喜びを対象者と共有でき
ている。
【行動観察，ワークシ－ト】

実習を振り返り，課題が把握で
きている。
【ワークシート】

対象者の状況に応じた援助
ができている。
【行動観察，ワークシート】

16

10／22

演習
園芸活動の効果と援助
・園芸活動の効果 園芸活動の効果を高める援助

のあり方が考察できている。
【机間指導，ワークシート】

グループの討議の結果を的
確に発表でき，聴き取れてい
る。

【発表原稿，ワークシート】

17
10／30
11／20

栽培の基本的な知識 ・
レクリエーション計画の
立案

レクリエーション計画に関心を
持ち，メモを取りながらビデオを
視聴できている。
【行動観察 ，VTR視聴記録】

ビデオを鑑賞しながら，栽培
の基礎的な知識を身につけ，
準備や援助の内容を理解して
いる。
【机 間指導 ，VTR視聴記録】

18

11／6・

27
栽培のレクリエーション
計画の立案

栽培のレクリエーションの準
備や援助の内容を理解してい
る。

【ワークシート】

19
12／11・

18・

1／8

演習

レクリエーション計画の
まとめ（グループワーク）

グループ討議によりレクリエーシ
ョンの企画，運営について考察
できている。
【机間指導，ワークシート】

レクリエー ション計画 につい
て パワーポイント した
発表の準備ができている。
【発表原稿 ，パワーポイント】

20 1／15

演習
レクリエーション計画の
発表

レクリエーション のまとめ

を的確に発表でき，聴き取れ
ている。
【行動観察，ワークシート】

レクリエーションの企画 ，運営
について確認できている。
【机間指導，ワークシート】
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【表1】 （質問項 目）

1授 業は興味や意欲 のわ くものであった。

2授 業形態や授 業内容 が工夫 されていた。

3授 業に集 中 して取 り組む ことができた。

4わ か らない ことを先生に質問できた。

5授 業内容 は理解 できた。

6授 業 の中で 自分の考 えを もつ ことがで きた。

7授 業 を受 けて さらに関連 す る内容 につ いて

調べ たい と思 った。

8授 業 の進み具合は適切 だった。

9先 生 の説明はわか りやす かった。

10プ リン ト （テ キス ト）がわか りやすかった。

11質 問等 しやすい雰囲気だった。

12学 ぶ ことの楽 しさを味 わ うことができた。

【図1】 平成19年 度9月 のアンケー ト結果

【図2】 平成19年 度12月 のアンケー ト結果

【図3】 平成20年 度9月 のア ンケー ト結果

【図4】 平成20年 度1月 のアンケー ト結果

【資料2】 生徒の授業アンケー ト自由記述欄

・園芸 は生 きがい になった り， コ ミュニ ケー シ

ョンを活発 に した りす る効果 もあ るの だ とい

うことがわか りま した。

・園芸の勉強 を して きて ， 自分 で も植 物 を育 て

てみ よ うと思った。

・園芸 を通 じて 高齢者 とふれ あ うこ とで， よい

関係がつ くれ る と感 じた。

・植物 があ ると， よ り一層，利 用者 とのふれ あ

い を楽 しむこ とがで きるよ うに感 じた。

・福祉 の仕 事に就 くうえで， とて も大切 なこ と

を学んだ。

・卒業後 は福祉施設 で働 く予定 なので， この授

業で学んだ ことを生か したい と思 ってい る。

・就職 した施設 に畑 がな くて も，プ ランターな

どを使 って育 て られ る と思 うので， 取 り組 ん

で行 きたい と考 えてい る。
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【図5】 生徒 の 自己評価 （講義 ・校 内実習）

【図6】 生徒の自己評価 （施設実習）

【資料3】 校内の授業の学習記録

・分か らない言葉 が あって少 し理解 で きなかっ

た。

・肥料の ことが あま り理解 で きなか った。質 問

した らよかった と思 う。

・栽培 につ いて初 めて学ん だが，だん だん理解

しやす くな って きた。

・グルー プで話 し合 った り
，他 のグル ープの発表

を聴 くことで理解がで きた。

・施設 に実習 に行 き援助 す る ときに，考 えなけ

ればな らない こ とが分 かった。

【資料4】 社会福祉協議会での実習の学習記録

・花 があ る とコ ミュニケー シ ョンがスムーズ に

図れた。

・作 品がで きあが るにつ れて，利 用者 の表情が

明 るくな った。

・作 品が きれ いに仕 上が った とき，喜び合い，

達成感 があ った。

・利用者 が作業 しやす い よ うに考えなが ら援助

した。

・利用者 の思 うよ うな作品 にな るよ う気 をつ け

て援助 した。

・利 用者 の理解 しやすい説明 を心 がけた。

【資料5】 社会福祉協議会の利用者の感想

・生徒 さんが親 切に教 えて くれ るの で完 成 させ

ることができま した。

・初 めてで したが， ア ドバイ ス してい ただいた

のです ば らしい作品にな りま した。

・や さ しく心遣 いを して くだ さったの で嬉 しか

ったです。

・今 回教 えてい ただいた押 し花 を参 考 に して，

是非家で作ってみ たいです。

【資料6】 社会福祉協議会の職員の感想 ・評価

・利用者 の個性や意欲 を重視 して関 われてい ま

した。

・普段 のデイサー ビス よ り生 き生 き していた よ

うに思います。

・利 用者 は大変楽 しみ に していま した。

・利 用者 は園芸に興味 のあ る方 が多い ので， よ

かった と思います。

【資料7】 介護老人保健施設での実習の学習記録

・畑仕事 を一緒にす ることで，話 が弾んだ。

・利 用者の表情 が楽 しそ うだった ので，嬉 しく

思い ま した。

・自分が植 えるのに一生懸命 で，利用者 に十分

声か けができなかった。

・利用者 の質問 に答 え られ る よ うに したい と思

った。

【資料8】 介護老人保健施設の職員の評価 ・感想

・話 し方や接 し方が，優 しくて よか った。

・作業 を見守 り，同 じよ うな話 を何 回 も され る

認 知症 のある利用者への対応 もよか った。

・利 用者 を うま く リー ドして，一緒 に作業 を し

ていた。

・利 用者 のペー スに合 わせ て声 かけがで きて い

た。

・利 用者 は表情 も明 る く，普 段 よ り楽 しそ うだ

った。
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