月並みですが、懇談中に親子げんかが起きてしまった。進路について
家庭でもっと話し合ってもらうなど、懇談前に何か一工夫するべきでし
た。
（大阪府・瀬田浩一郎先生）
面談をもっと頻繁にやればよかった。積極的な声かけが必要だと
反省。放課後面談を１日一人、
時間を切らずにすると、
何人かから
驚くような意外な情報が入ってくるので大事。
（富山県・K.H先生）

授業のたびにプロジェクターを小脇に抱えて教室へ向かう三島菜央先生。

知

板書に時間をかけず、生徒を楽しませ、集中させる授業づくりに情熱を注ぐ。
他国の文化を理解する心。それを英語の

教師になって３年めの三島先生。担当
知

授業で学んでほしいと話しています」

する英語の授業は、生徒の顔を見て進め

生徒の考えを話させようとすると、我慢できなくなり、ついつい口を
出して誘導してしまいます。
もっと我慢し、
生徒が自分の考えを話せ
るような指導を心がけたいですよね。
（宮城県・及川俊浩先生）

意欲的に何かに取り組める
人間を育てたい

プロジェクターで説明。
「生徒を飽きさせな
い授業を行う」
をモットーに重点項目、
授業
のやり方も学期ごとに刷新する。
「教師が

生徒から頼られすぎてしまうことがある。時には厳しく突き放すこと
も必要。
（福岡県・南正起先生）

授業の工夫をしていると伝われば、生徒の

知

知

「例えば、
１学期は正しい『発音』の習得

組める人間を育てたい」
と自ら希望した。
「決

に力を入れたのですが、
４人グループに分

められたプログラムを進めるだけでなく、
私自

かれて時間制限を設け、一つのセンテンス

身の夢も語ります。こちらが本気で話せば、

を回し読みするなど、
ゲーム感覚で学べる

生徒はちゃんと受けとめてくれる。案外、
今の

よう工夫しました。２学期は『文の構成』
に

子は大人の熱い言葉が好きですよ」

進路指導、私の工夫

スタイルを取り入れ、彼らの記憶に深く残

ず、
「このままでいいのか。なぜ私はここに

るような仕掛けを考えています」

いるのか」
と悩み苦しんだ末、
中退している。
あの経験があるから、懸命に頑張ることの

「発音に関しても、
ネイティブに伝えるため

尊さも身をもって生徒に伝えられます」。

に大事なことだからと、私の留学経験を交

小柄な体に驚異的なパワーを秘めてい

えて具体的に説明しました。困っている外

る。
「私自身がキラキラしていることを心が

国人がいたら、
すぐに ハロー と声をかけら

けています。先生が暗い雰囲気では生徒

れる…。それこそが本当の意味で英語が

もしんどいから」。教師はエンターテイナー

話せるということ。そのために必要なのは

であれ。三島先生はその思いを実践する。

授業力のある先生です。準備にすごく時間をかけています。その熱意は
生徒にも伝わっています。実際、
50分間一人も寝る生徒はいないですし、
「実力が身についた」
「興味関心が高まった」
と評価も高いです。他の先
生方にもいい刺激になっています。
（河南高校校長 松田敏明先生）

WEBサイトには紙面に載せきれなかったヒントも掲載
キャリアガイダンス.net ≫「進路指導、私の工夫」
をチェック！

■『じぶん未来ＢＯＯＫ』
ワークシート（抜粋）

「高卒認定を取って、現役で関西外大へ。

かり伝えるよう心がけている。

私の失敗

1987年京都府生まれ。京都の私立高校を中退
後、
高卒認定を取得し、
関西外国語大学外国語
学部英米語学科へ。在学中、
米アイオワ州へ留
学。卒業後、
ベンチャー企業で企画営業を経験。
2012年４月より大阪府立布施工科高校で講師
を務め、
その間に大阪府の教員採用試験を受け
て合格し、
13年４月より現職。教科は英語と総合
的な学習の時間。
１学年の担任。

プロジェクターは教室に設置されていないため、
自
分で運ぶ。
「そんな私を見兼ねて校長先生が予算
獲得に動いてくれました。希望はかないませんでし
たが、
見てくれている人がいることがうれしかった」

はなかった︒しかし︑﹁それで本当に選ん

ことで︑
選択科目でそれほど悩む必要

て学んでおり︑
生徒は一つの系列を選ぶ

校︒当初は２年次から６系列に分かれ

合 学 科に改 編した兵 庫 県 立 太 子 高

１９７０年に創立︑
２００７年に総

スを半分にした 人を１単位とし︑
１

員がきめ細かに指導できるよう︑
クラ

表するという流れで実施︒その際︑教

社の授 業は必 ず ︑調べる↓ 書 く ↓ 発

互いに発表し合う︒これに限らず︑産

問研究はグループで学問について調べ

６月は学問研究と﹁進路ナビ﹂︒学

多さが魅 力だったから﹂と棟 安 先 生 ︒

幅広い職業が紹介されている情報量の

﹁﹃じぶん未来ＢＯＯＫ﹄
を選んだのは

その職業について詳しく調べるのだ︒

く︒最後に一つの職種
︵１人︶
に絞り込み︑

んでワークシートに少し詳しい内容を書

を書く︒そして︑
興味がある人を３人選
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でいるといえるのだろうか﹂
という議論

を語っているし︑
必ずしも高校時代から

する人たちがそれぞれ自由に〝自分〟

学問研究に続いて実施する﹁進路ナ

﹁また単なる職業紹介ではなく︑登場

ビ﹂
は︑
同校が﹁３ナビ︵大学ナビ・仕事

人ずつ担当教員がつく︒

列を選ぶのではなく一つひとつの科目を

が持ち上がる︒そして︑
昨年度より︑
系

選ぶというやり方に変えることにした︒

なく紆余曲折あるというのもいいです

まっすぐその職業を目指したわけでは

将来について考える材料にしてほしく

ね﹂
とのこと︒視野を広げ︑ゆっくりと

る３つのガイダンスのうちの一つ︒大学や

専門学校から講師を招いて模擬授業や

ナビ・進路ナビ︶﹂
と呼び重点を置いてい

講話を行ってもらうが︑
ユニークなのは

﹁ 定食からアラカルトに変えたという

とつじっくり選ぶのは非常に大切なこ

生徒が受ける講座を選ぶ際︑
学校名は

講演﹁仕事ナビ﹂を実施︒そして︑
科目

ことです︒興味関心に向き合って一つひ

と︒たとえ回り道をしても︑〝選ぶ〟
とい

明かされていない点︒講座の題名や学

選択に向けて︑ここまで産社で学んで

夏休み明けには︑職業人を招いての

う作業が進路を切り拓く力をつける

部・学科名だけが書いてある一覧を見

て︑
夏休みの課題としたのだそうだ︒

ことになると思います ﹂と︑総 合 学 科

て︑
純粋に興味関心のある
〝学問〟
や
〝仕

きた自己理解や他者理解︑
学問研究︑

職業研究などについてまとめの作業に

事〟
から選ぶようになっている︒

入る︒全員が﹁私﹂をテーマにスピーチ

したり︑﹃じぶん未来ＢＯＯＫ﹄を読ん

で調べた内容については︑
グループごと

ど︑
発表し情報を共有する︒その後は︑

にまとめポスターセッションを行うな

まず３人の職業人を選び
最後に一つに絞り込む

７月からは﹁ 外に出て学ぼう﹂と題

推進部部長の棟安信博先生は言う︒

毎週の課題を通して
じっくり考えさせる

これに伴い︑
１年次の﹁ 産業社会と

人 間 ﹂︵ 産 社 ︶
における科 目 選 択まで

の流れを大幅に見直した︒

いよいよ選択科目を確定させていく︒

した夏休み課題学習の準備に入る︒課

題は︑大学・専門学校訪問とレポート

まず４月に︑
適性検査﹁Ｒ Ｃ-ＡＰ﹂
を

産社をリニューアルして今年で２年

め︒棟安先生によると﹁さまざまな取

作成 ︑﹃じぶん未来ＢＯＯＫ﹄
の学習 ︑

に︑学習内容に連続性をもたせること

り組みの意味がきちんとつながるよう

﹃表現トレーニング﹄
の学習の３つだ︒

なかでも﹃じぶん未来ＢＯＯＫ﹄
につい

受ける︒そして︑
５月に︑﹁Ｒ Ｃ-ＡＰ﹂
の
結果を参考に６００字で自己紹介文

ては︑
夏休み期間を利用して徹底的に

50

を書く︒産社は毎週水曜日に行われ

翌月曜日の朝︒自己紹介文はこの課

るが︑授業ごとに課題が出され提出は

やっていることの意味や︑
将来の進路に

に苦心しました﹂
とのこと︒生徒には今

り添い話し合ってきた︒これからの課題

ついて考えさせながら︑
教員もそれに寄

ち︑
学力をつけていくこと﹂
と棟安先生︒

は︑﹁生徒がさまざまなことに興味をも

﹁これまで以上に生徒の変化を教員が

待つようになりました︒生徒も教員も

遠回りしてもいい︒枠にとらわれず︑
本

当に自由に選択する力を身につけ︑
い

ずれは世の中をアッと言わせるような

︵取材・文／永井ミカ︶

人材が出てほしいと願っています﹂︒

読み込む︒
まず︑
インタビュー記事で紹介

「大学がだめだから専門学校
という消去法ではなく、本人
が納得できる進路選びがで
きるようフォローしたいです」

題の一つだ︒課題はじっくり取り組むべ

総合学科推進部部長

棟安信博先生

されている 人の職業人全員について︑

添付のワークシートを使いひとこと感想

調べた職業につ
いてはグループご
とにポスターとして
まとめ、全員分を
廊下に掲示。

きレポート形 式のものがほとんどで︑

生徒は常に〝考える〟
立場に置かれる︒

■『じぶん未来BOOK』
ポスターセッション

三島菜央先生（27歳）

じぶん未来BOOK

リクルートサービスを活用した指 導 実 践 例

50人の職業人の中から３人選び、
仕事内容
やおもしろそうな点、
大変そうな点などを書き出
す。次に一つの職業について詳しく調べる。

大阪府・府立河南高校

実は三島先生は高校時代、
校風が合わ

もちろん、英語を学ぶ意義、意味もしっ

生徒の成績だけを優先して、
生徒の真の進路希望を十分にくみ取
れず、
相談に十分な時間をかけられなかった。
（大阪府・Ｃ先生）

テーマ：進路指導

いる。
「夢を公言でき、
意欲的に何かに取り

重点を置く予定で、生徒がプレゼンを行う

生徒と保護者に、
「この成績と出欠状況では就職は難しいかもし
れません」
と話してしまった。仮に難しくても
「最後まで就職できるよ
う応援します」
というスタンスをとるべきでした。結局その生徒はア
ルバイト先から
「指名求人」
をもらい、
自力で就職。学校ではパッと
しなくても、外では高い評価を得ていました。
（千葉県・Ｂ先生）

知

今年度から１学年の総合学習も担当して

学ぶ意欲も高まる」
と考えてのことだ。

外部に依頼した進路講演の際、
本校の進路指導方針と矛盾する
データが入っており、
その後混乱した（しかもたった１つ）
。外部に講
演を依頼する際は、
細部まで内容のチェックをする必要性を痛感し
た。
（静岡県・稲葉渉先生）

知

取材・文／いのうえりえ

たいと考えて板書は行わず、必要なことは

スクールデータ
生徒数715人
（男子210人・女子505人）
総合学科18学級
進路状況
（2013年度）
／
大学進学39.4％、短大進学14.5％、
専各進学30.6％、
就職10.4％、
その他5.2％
兵庫県揖保郡太子町糸井字糸井池19
電話／079-277-0123
http://www.hyogo-c.ed.jp/˜taishi-hs/
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