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研究課題番号・校種名 ２ 高等学校 

教科名 特別活動 

研究課題 

新学習指導要領の実施を踏まえた教育課程の編成，指導方法等の工夫改善を中心とする生徒の

学習意欲を向上させる授業づくりに関する実践研究 

ホームルーム活動「(3)学業と進路」に示される諸内容，とりわけ「ア学ぶことと働くこと

の意義の理解」を中核とした活動と，学校行事「(5)勤労生産・奉仕的行事」のうち「就業体

験などの職業観の形成や進路の選択決定などに資する体験」を中核とした行事との系統的な取

組を軸とした，入学から卒業までを見通した特別活動の研究 

本校では，体験活動を取組の核とし，社会的な自立，人間としての在り方生き方についての

自覚と自己を生かす能力（キャリア教育）の育成に関する特別活動として全体を通じた研究を

進めた。テーマは，生徒の自尊感情を高めながら，生徒一人ひとりの特性や能力，希望に応じ

た進路実現を目指した“生徒の夢をかたちにするキャリア教育の推進”とした。 
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研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.hyogo-c.ed.jp/~higashinada-hs/ 

研究のキーワード 自己肯定感（自尊感情アップ）充実感（高校生活における意義）将来志向（夢をかたちに），学ぶことの意識 

研究成果のポイント   

○人間としての在り方生き方についての自覚と自己を生かす能力の育成に関する特別活動の一環としての夏

季体験学習を通して，「学びによる社会と自分とのつながり」や「学習の意義」を感じられるようになった。

また，「学ぶことの意識」が低い生徒は，夏季体験学習を通して，夢を持ち，具体的な進路や学びによる社

会と自分とのつながりを感じ，情報収集や学習の意義を有意に感じられるようになった。 

○事業所アンケートによると，職場見学や就業体験といった本校での取組全てを約7割が重視している。 

○体験活動は，ただ行うだけでは正確な結果を得ることが難しい。計画の段階で，しっかりとした事前事後

指導を盛り込み，かつ，生徒・教員双方の理解と意識の高さが必要である。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

生徒の夢をかたちにするキャリア教育の推進 

（２）研究主題設定の理由 

 本校は，神戸市東部に位置する全日制普通科の高等学校であり，中学校時代に家庭環境，不登校，怠学傾向

など，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や成功体験に乏しく自尊感情が低い生徒が

数多く入学してくる。そのため，生徒は，自分の将来に夢や希望を持つことができず，高校生活に意義を見出

せないため，転退学する生徒も少なくない。その結果，落ち着いて授業を受ける環境が整いにくく，生徒自身

が卒業後の進路を主体的に選択することもままならない状況が，最近まで続いていた。また，とりあえず卒業

できればよいという考えの生徒が多く，教員側も進路実現というより，日々の学校生活を送らせることに重点

が置かれており，３年間を見通した在り方生き方教育（キャリア教育）を行うには至ってなかった。 

そこで，生徒の自尊感情を高めながら，生徒一人一人の特性や能力，希望に応じた進路実現をさせるため，

この研究を行うことにした。 

（３）研究体制 
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（４）２年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

 第１学年 第２学年 第３学年 職員 

１

学

期 

５月：事業所体験【LHR】 

５月：適性検査【LHR】  

７月：職業人と語る会【行事】 

５月～：夏季体験学習事前指導【総

合・LHR】 

７月：体験学習をするにあたって～

マナー指導～【行事】 

７月：夏季体験学習事前アンケート

実施【LHR】 

進路別に応じた総

合学習【総合・

LHR・行事】 

４月：在り方生き方教育（キャリア教育）

の指導計画～総合的な学習もからめて

～ 

５月：アンケート製作 

７月：協力事業所の方の校内見学及び指

導助言 

７月：アンケートの実施 

休 
 夏季体験学習～全員３日以上実施【課外

活動】 

 アンケート入力等 

２年生夏季体験学習引率・巡回 

２

学

期 

10月：進路講話【LHR】 

 

12月：大学見学【行事】 

９月：夏季体験学習事後指導【総合・

LHR】 

９月：夏季体験学習事後アンケート

実施【LHR】 

10月：職業人講話【総合】 

12月：進路ガイダンス【行事】 

進路別に応じた総

合学習【総合・LHR】 

11月：よりよい社

会人となるために

（接遇マナー指

導）【総合・LHR】 

９月：アンケートの実施 

９月17日：文部科学省調査官視察 

10月：アンケートの集計 

11月：職員研修(講演)・指導助言（関西

大学 川﨑友嗣教授） 

12月：事業所向けアンケートの製作 

３

学

期 

３月：進路ガイダンス【行事】 

３月：２年生から１年生への

夏季体験学習プレゼンテー

ション会【行事】 

３月：進路講演会【行事】 

３月：進路ガイダンス【行事】 

３月：卒業生と語る会【行事】 

３月：進路講演会【行事】 

 １月：事業所向けアンケートの実施 

２月：事業所向けアンケートの分析 

３月：在り方生き方教育（キャリア教育）

の指導計画の見直し及び次年度の計画

案作成 

平

成

27

年

度 

１

学

期 

５・６月：事業所体験 

（深江浜周辺企業調べ） 

【LHR】 

５・６月：事業所体験（深江

浜周辺企業調べ）事前・事後

アンケート実施【LHR】 

５月：適性検査【LHR】 

７月：職業人と語る会【行事】 

５月：ライフプラン【LHR】  

５～月：夏季体験学習事前指導【総

合・LHR・行事】 

７月：体験学習をするにあたって～

マナー指導～【行事】 

７月：夏季体験学習事前アンケート

実施【LHR】 

４～９月：進路別

に応じた総合学習

【総合・LHR】 

 

４月：「あなたに関するアンケート」（全

学年）実施 

５月：深江浜周辺企業調べアンケート調

査項目作成・実施 

６・７月：事業所向けアンケートの分析 

６月：夏季体験学習アンケート調査項目

作成，７月直前アンケート実施 

７月：教員向け研修会（ﾜｰｸｯｼｮｯﾌﾟ）実

施（関西大学 川﨑友嗣教授） 

休 
職業人インタビュー 夏季体験学習～全員３日以上実施【課外

活動】 

 アンケート入力等 

２年生夏季体験学習引率・巡回 

２

学

期 

９月：進路講話【LHR】 

９月：なるにはしらべ【LHR】 

12月：大学見学【行事】 

９月：夏季体験学習事後指導及び報

告会【LHR】 

９月：夏季体験学習事後アンケート

実施【LHR】 

10月：職業人講話【LHR】 

10・11月：進路別学習【総合・LHR】  

12月：進路ガイダンス【行事】 

10.11 月高校生活

を 振 り 返 っ て

[LHR] 

11月：よりよい社

会人となるために

（接遇・マナー指

導）【総合・LHR】 

９月：夏季体験学習直後アンケート調査

実施 

９月15日：研究発表会 

11月19日：文部科学省調査官視察 

３年生アンケート調査 

11～12月アンケート調査の分析，まとめ 

11～12月研究のまとめ・研究紀要作成 

３学期 
３月：進路ガイダンス【行事】 

３月：進路講演会【行事】 

３月：進路ガイダンス【行事】 

３月：卒業生と語る会【行事】 

３月：進路講演会【行事】 

 1･2月：研究のまとめ 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１） 研究内容 

① 自己肯定感（自尊感情），充実感，将来志向と在り方生き方教育（キャリア教育）に関する

指導の関係検証，及び，学ぶことの意識と在り方生き方教育（キャリア教育）に関する指

導の関係検証 

体験活動を中心とした在り方生き方教育（キャリア教育）の推進によって生徒の自己肯定

感(自尊感情)を高めていく。また，平成 27年度は「学ぶことの意識」との関係検証も行う。 

② ３年間を見通した在り方生き方教育（キャリア教育）に関する指導の体系化 

特別活動を核とし総合的な学習の時間も関連づけながら３年間を見通した在り方生き方

の指導計画を体系化する。平成 27 年度は「人に伝える力を養う」ことや「社会に巣立つ準

備をする」を盛り込む。 

③ 体験活動の充実 

事業所見学や就業体験など勤労に関わる体験活動を充実させ，学ぶことと働くことの意義

の理解を促し，将来社会人として自立した生き方が出来るように導く。 

④ 地域関連機関等との連携 

近隣事業所，高齢者施設，保育所・幼稚園，大学等の関連機関と連携し地域や事業所と協

働していく。 



⑤ 横断的な取組 

全ての教育活動を「学びと社会のつながり」の視点で見直し，生徒指導，学習指導と関連

付けながら横断的に取組を推進する。 

⑥ 事業所の実態調査 

事業所との協働により，より広い視点で，社会的自立，人間としての在り方生き方につい

ての自覚と自己を生かす能力の育成に関する指導と評価の検証を行う。 

（２） 具体的な研究活動 

① 自己肯定感（自尊感情），充実感，将来志向と在り方生き方教育（キャリア教育）に関する

指導の関係検証 

     事前及び事後アンケートを，３つのキーワード「自己肯定感（自尊感情）」「充実感」「将

来志向」及び平成 27 年度は「学ぶことの意識」に関するアンケートを実施し本校生徒の特

徴を知るとともに，夏季体験学習に関するアンケートも実施し，上記４つの意識との関連

性を調べた。 

② ３年間を見通した在り方生き方教育（キャリア教育）に関する指導の体系化 

     第１学年「発見!!」，第２学年「体験!!」，第３学年「実践!!」というテーマを設定し，

体系的に在り方生き方を指導するだけでなく，各学年において目標を定め，総合的な学習

との連動を図り計画し実施した。平成 27年度は「人に伝える力を養うこと」や「社会に巣

立つ準備をすること」を盛り込んだ。 

③ 体験活動の充実 

    生徒に主体的に進路決定させる手段として夏季体験学習を充実させ，達成感を得させ，

夢をもたせる一助とした。体験別の事前指導においては，より生徒が前向きに取り組める

ような仕掛けやマナー指導を行った。多様な人との触れ合いや事前・事後活動での話合い，

体験における生徒間の協力からよりよい人間関係の構築も目指した。 

平成 27 年度は，事後指導の一環としてパネルディスカッション形式の事後報告会を行

い，「人に伝える力を養う」ための機会とした。また，「学ぶことと働くことの意義の理解」

のホームルーム活動の一環として，深江浜周辺企業調べの中で，ほぼ全員が事業所見学を

行った。望ましい集団活動の中で調べ学習や話合い活動を通して，在り方生き方を考える

１つの機会として充実させることとした。 

④ 地域関連機関等との連携 

近隣事業所，高齢者施設，保育所・幼稚園，大学などの関連機関と連携し，専門的な話

を聞いたり触れ合う時間を設けるなど，地域の方との連携を図り活動した。 

近隣事業所「モロゾフ株式会社」に本研究のアドバイスをいただくとともに，内定事業

所・就業体験受入れ事業所などにアンケートを実施した。 

⑤ 横断的な取組 

    生徒指導や学習指導との横断的なアプローチを行った。ここでも，自己の存在感が実感

さ，望ましい集団活動を通して，自主的・実践的態度を養った。社会的自立に加えてより

よい人間関係を築く力の育成をねらった。 

⑥ 事業所の実態調査 

  近隣の事業所との協働により，アンケート調査を実施し，事業所の実態と本校の実施し

ている在り方生き方教育（キャリア教育）との関係について，検証を行った。 

 
３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

 ア 東灘高等学校 夏季体験学習より 

 社会的自立や人間としての在り方生き方についての自覚と自己を生かす能力の育成に関する

特別活動の主たる活動である，夏季体験学習では以下の成果を得た。 

＜1年目 平成 26 年度＞ 

○夏季体験学習の前後において，「将来志向」及び「学びによる社会とのつながり」が上

昇する。 

○マイナスの意識を持っている人にとっては，夏季体験学習が将来を考える有用な機会と

なると言える。 



○自己肯定感の高低に関わらず，「学びによる社会と自分とのつながり」は有意な上昇を

見せる。 

 ＜２年目 平成27年度＞ 

○夏季体験学習の事前と事後において，「夢の有無」「具体的な進路」「学びによる社会

と自分とのつながり」「情報収集や行動」「学習の意義」の全ての項目で有意な上昇が

みられた。特に「学習の意義」が有意な上昇がみられたことは意味のあることである。 

○自己肯定感の高低にかかわらず，体験学習によって意識は高まる。 

○学ぶことの意識高群・低群ともに，得点は上昇している。特に，学ぶことの意識低群は

全て得点が有意な上昇を見せている。学ぶことの意識低群が，学習の意義が有意な上昇

を見せていることは意味があると言える。 

○体験学習の報告会を実施することで，理解度や定見の共有，進路に役立てようとする割

合が多かった。生徒の自治的活動を促す機会となった。 

イ 事業所アンケートより 

○事業所は，３つのキーワードのうち「将来志向」について重視している。 

○採用のポイントは，１位：コミュニケーション能力，２位：協調性を重視している。こ

のことは，集団の社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする特別活動の

目的と合致する。 

○職場体験，就業体験等の体験活動を重視しており，大学見学を除いた，本校での取組全

てを６～７割の事業所が重要視している。このことは，本校で実施している在り方生き

方教育（キャリア教育）に自信を持つ裏付けとなった。 

ウ その他 

○前述の事業所アンケートより，本校の在り方生き方教育（キャリア教育）を自信を持っ

て計画立案，実施するとともに，ホームルーム活動，学校行事，総合的な学習とのすみ

分けをした。 

○３年生11月のホームルームで，３年間の取組を振り返った中で，体験活動を重視してお

り，その中で，夏季体験学習も評価している。 

○教員の研修を講義形式で基礎的理解を図り，ワークショップの形で行うことで，より理

解を深め，共通理解を図ることができた。 

○体験活動については，ただ行うだけでは，正確な結果を得ることが難しい。計画の段

階でしっかりとした事前事後指導を盛り込必要がある。特に，目的については，生徒，

教員，双方の理解と相応の意識の高さが要求されるといえる。 

○また，一時的に生徒の意識が低下する場合があっても，それが次の機会には上昇につながる

可能性もあることから，継続的に評価を実施することが重要であると思われる。 

（２） 課題 

○学ぶことの意識について，各体験活動に明確に意識づけるとともに，それに応じた評価

方法を検討する。 

○様々な体験活動の目的を明確にするだけでなく，その目的・内容を生徒・教員両者に徹

底していく。 

○主に夏季体験学習においては，入学した生徒の現状を把握し，レベルや意識に応じた体

験活動を計画することが大切である。 

○ホームルーム活動における話合い活動を一層充実させることで，学校全体に対話的な学

びの基盤をつくる必要がある。 

○体験（学校行事）と日常生活をつなぐためにも，ショートホームルームを含むホームル

ーム活動の工夫を継続していく。 

○教室での学びと社会をより強く結び付けていく。 

（３） 指定期間終了後の取組 

○様々な体験活動を「学ぶことの意識」をしっかりと認識できるような仕掛けを考える。 

○ホームルーム活動における話合い活動を徹底する（学校教育活動全体で対話的な学びを

重視する）。 

○常に，在り方生き方教育（キャリア教育）を意識した様々な教育活動を行っていく。 

○学校行事の事前事後指導の工夫を進め，教育活動のＰＤＣＡサイクルをまわす。 


