心を清めるべく
家族で
高野山へ
（静岡県）

公私ともに、今年
は勉強・受験指導です。
娘が中学受験、難関大合
格のための教科指導力の
向上つまり研修と
補習三昧
（広島県）

［回答者］
諸富祥彦
（もろとみよしひこ）
先生：
明治大学文学部教授、臨床心理士、教育学博士。
全国の悩める教師のためのセルフヘルピングや
ネットワーキングを支援する 教師を支える会 代表。
http://morotomi.net/

2学期がはじまりました。
皆さんの夏休みはいかがでしたか？
そしてとなりの先生はどんな夏休みを過ごしたのでしょう？

タイでムエタイの
キャンプにin！空手
道部の指導に生かせ
たらと思っています
（大阪府）

夏休み明けからクラスがだらけてしまうこと

業界団体の研究会
で宮崎へ。授業の実践報
告で大阪の国立民族学博物
館へ。国立歴史民俗博物館で
の教員研修。江戸東京博物館
での教員研修の企画 … 楽
しい予定ばかり♪
（東京都）

東北へ
ボランティアに
（滋賀県）

補習三昧で
お盆休みも
なく…（泣）
（滋賀県）

点字指導員の
研修参加
（群馬県）

高三担任
なので
ほとんど仕事
（福岡県）

自室の
片付け。
断捨離を実行
（神奈川県）

が普通の状態にならないよう締めていくには、

いたとき、すぐさま活を入れることが大事。
「山

教師が生徒と馴れ合いにならず、守るべきル

場は秋なんだ。みんなでひとつになって、
ピリッ

ールは徹底させることも大切です。

としたクラスにしよう！」
としっかり檄を飛ばし、

まず、他の生徒の話を聞くことを徹底させて

「先生、気合入っているな」
と思ってもらうこと

ください。全員が他の人の話をきちんと聞いて

です。そうやって、教師が生徒のスイッチをオ

から話すというルールを定着させる。
「聞く力」

ンにする役割を担うことが大切です。そうする

が伸びると「話す力」
もついて、普通の私語も

と、
クラスの雰囲気ががらっと変わることもあ

減っていきます。

足湯めぐり。
日帰
り温泉。道の駅で買い
物ドライブ。ハイキングや
登山でストレス解消。すべ
て県内。安・近・短で！
（新潟県）

専門が数学なの
で、数学の研究会に参
加。現在、管理職で、数学
から遠ざかっているため、勘
を鈍らせないように勉強
（岐阜県）

と「騒がしい」のは異なります。
「騒がしい」の

はよくあります。何となくだらけているなと気づ

ります。

夏休み明けは、
クラスの雰囲気を変える最

とかく教師自身も、
「 何だかだらけている」
と

仕事や合宿
（部活動・勉強）
に
追われながらも
インドネシアに
５日間旅行
（東京都）

大のチャンスです。夏休みを挟んで久しぶりに

ぶつぶつ言いながら、
「 夏休み明けだからしか

会った生徒同士は互いにちょっと距離ができ

たない」
とそのままにしがちです。でも、
本当は、

ていて、新たな気持ちで切り替えられる絶好

何となくだらける芽は、1学期にすでに潜んで

の機会。フルーツバスケットなどで生徒同士

いたということもけっこうあるのです。

の親しみを取り戻す一方、
グループ分けしてジ

例えば、
「私語」。授業内容に関することだ

グソーパズルの完成を競うなど、
チームワーク

からと、授業中の私語を見逃していませんでし

を良くするグループワークトレーニングを行って

たか？ それが馴れ合いとなって、
ルールが確

みてはいかがでしょうか。

立できずにズルズルとなっていく。よくあるパタ

「ルールを守る」
ことと「触れ合いを楽しむ」
と

ーンです。

いう2つの要素を踏まえて、
クラスを一つにし

クラス全体の雰囲気として
「活気がある」
の

ていくことが重要です。

図1
2学年の「Ｗ-ｉ
ｎｇプラン」の主な内容

リクルートサービスを活用した指導実践例

4月 課題研究、情報ノート作成、自己を見つめて
5月 課題研究、外部講師の講演、
テーマ学習

進学事典

6月 ディベート、職業調べ

徳島

年を数える伝

1
1
5

県立脇町高校

指導ができないかと考えた︒そこで昨年

﹃進学事典﹄
で請求したパンフレット
を使い︑学校比較・学校調べを体験

脇町高校は創立

2

週 間ほど前のＨＲに︑

学校の特色を読み取る力は
志望理由書を書く力に直結

番力を入れていることは何か︒売りにして

美馬先生はこの授業で︑﹁その学校が一

﹁生徒の多くが国公立大学を第一志望に

た︒一見するだけでは︑学校ごとの違いは

いることや特徴をみつけてほしい﹂と伝え

度から︑授 業の

﹃進学事典﹄
を使って興味のある学校のパ

統校で︑地域の進学校として周囲からの

期待も高い︒進路学習も盛んで︑﹁脇町﹂
の

ンフレットを請求することにした︒

学や専門学校を対象にしました︒学校名

読み込み︑必要な情報を読み取る力をつ

わかりにくい︒
﹁だからこそ目的をもって

﹁Ｗ﹂
にちなんで﹁Ｗ ｉ-ｎｇ プラン﹂
と名付
けて︑
力を入れてきた︵図１︶
︒
年

2
0
1
0

していますが︑
視野を広げるため︑
私立大

やエリアにはこだわらず ︑興 味のある学

けてほしいと考えました︒また学べる内容

理由書を書く力に直結する︑とてもいい

や学校の違いを詳しく知ることは︑志望

部・学科を擁する学校を少なくとも つ

は取り寄せるように指示︒この作業に︑
課

3

度からはＳＳＨに指定され︑﹁Ｗ ｉ
-ｎｇ プ

ラン﹂を発展させた﹁ＳＷ ｉ
-ｎｇ プラン﹂
を策定︒大学教授を招いた講演など︑さ

まざまな企画を実施している︒

当日は︑自宅に届いたパンフレットを持

﹁調べることが大切だとわかった﹂︑﹁受験

題克服への期待を込めました﹂︒

にとってのプラス・マイナス﹂などの項目に

も︑
学校によって学べることが違うとわか

が近づいていると実感した﹂︑﹁同じ学部で

価値基準が多様化し変化が激しい現代、
生徒のために良かれと思い、
キャリア教育
に取り組んでいますが、取り組みの内容が
生徒にとって本当に良いものなのか、いつ
も自問自答です。答えは20年後、30年後
の生徒の手に委ねられています。

パンフレットや
﹃進学事典﹄
が
進路に関する会話を生んだ

沿って学 校の特 色を書き出していった︒

美馬和彦先生

授 業 終 了 後にとったアンケートでは︑

﹁ 色とりどりのパンフレットが広 げられ︑

った﹂など︑まさに︑
先生たちのねらいどお

教務課長
（昨年度2学年主任）

経験だったと思います﹂︒

生 徒たちは楽しそうに作 業していまし

志望だが︑
工学部にはさまざまな学科が

りといった感想があった︒なかには
﹁工学部

総合的な学習の時間とHRを使う前提で綿密に計画された「Ｗ-ｉ
ｎｇプラ
ン」
だが、昨年度は何とか時間をやりくりし、2時間を捻出。パンフレットの
請求と、
学校比較のワークを実施した。

も役立ちました﹂
と美馬先生︒

３／16〜18の1日：HR「志望理由書作成」

ちより︑﹃ 進学事典 ﹄
についているワークシ

だった美馬和彦先生は︑少しでも具体的

た︒互いのパンフレットを見せ合う姿や︑
隣

２／18：HR「パンフレットを使った学校比較」

3

ートを使い︑﹁学費﹂︑﹁学ぶ内容﹂︑﹁自分

で充実した内容の文章が書けるように︑

のクラスの生徒から興味のある学校のパ

体的に考える必要性に気づいた生徒もい

あるとわかった﹂と︑
漠然とした志望を具

２／18：総学「志望理由の具体的内容を文章に」

2

学年 学期には︑
進学に向けた決意

志 望 理 由 書 作 成と同 時 期に︑﹃ 進 学 事

ンフレットを借りる姿もありました︒生徒

た︒
﹁担任にとっては︑
一人ひとりの興味の

２／４：総学「志望理由書とは」

2

表明の意味を込めて︑
生徒全員が志望理

典﹄
とパンフレットを使った学校比較を行

同 士で進 路に関する会 話ができたこと

1／21：HR「パンフレット請求」

由書を書く︒昨年度︑ 学年の学年主任

うことにした︒これまでは︑﹃進学事典﹄
を

は大きな収穫です︒また︑﹃ 進学事典 ﹄
は

図２
志望理由書作成の流れ

見ながら学校情報をワークシートに記入

2学年の主な取り組みは、
「 物理・化学・生物」の実習をもとに研究レポ
ートをまとめる課題研究、
クラス対抗戦まで行い盛り上がるディベート、
書く力を養う小論文、進学への心構えを文章にまとめる志望理由書の
作成など。

していた︒だがこの機会に︑
日頃から生徒

3月 小論文

方向性や個性を把握する︑
いい機会でし

2月 志望理由書、
テーマ学習

全国の学校が網羅的に掲載されており︑

1月 ディベート、課題研究まとめ

に対して感じていた﹁基礎学力はあるが︑

12月 小論文、課題研究

た︒次の学年への引き継ぎの資料として

11月 外部講師の講演、
テーマ学習、課題研究

生徒も比較検討の情報源として活用し

10月 小論文、修学旅行のまとめ、課題研究

ていました﹂︒

9月 課題研究、
ディベート

自主性に乏しく︑優先順位をつけて動く

8月 夏休み

のも苦手﹂という課題の克服を意識した

7月 コース選択説明、課題研究

スクールデータ
生徒数／648人
（男子314人・女子334人）
普通科18学級
進路状況
（2010年度）
／
大学・短大進学81.0％、
専各進学4.3％、
就職1.9％、
その他12.8％
徳島県美馬市脇町大字脇町1270-2
電話：0883-52-2208
URL：http://wakimachi-hs.tokushima-ec.ed.jp/
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