成績不振者は勉強部屋にこもって勉強しているが、実は集中して勉
強する時間がとても短いケースが多いことが判明。そこで食卓など、
保護者の目の届く場所で1日30分でも勉強するようにしてもらったと
ころ、確実に定期テストの点数があがった。
（北海道）

現状に満足せず、常にもっといい指導、生徒に届く言葉を探している和田宣子先生。

授業の予習・復習の方法がわからないという生徒が意外に多い。
このため、予習と復習にかける時間の目安、
ノートの作り方などを
具体的に指示する。1学年の4月に、この習慣をつけさせると、そ
の後自然とできるようになる。
（神奈川県）

知

先生の繰り出すさまざまなアイデアが生徒の心を動かしています。

知

和田先生がクラス全体に何かを言うとき

テストで成績優秀だったり、前回と比べて成績が伸びた生徒に勉
強のコツなどを話してもらい、
クラス全員でシェアする。
（静岡県）

教室を自習しやすい環境に整える。例えば問題集や辞書類をそろ
え、
問題を教室に掲示。
これにより、
教室に残って勉強する生徒が
増えた。個人的には
「家庭学習」
は不要だと思う。勉強は学校でや
り、
家庭では家庭でしかできないことをしてほしい。
（東京都）

寝ないで考えた。
「手紙しかない！」。

は、
その場の思いつきでの発言や単純な注

次の日、
授業の合間にクラス35人全員

意・叱責はしない。
「生徒の貴重な時間をも

に手紙を書き続けた。
「○○さん、
私はあな

らって話すのだから、効果的に伝わるよう、

たの○○を尊敬している。あのときのあの

事前にシナリオを考えます」。

知

行動がクラスのみんなを勇気づけた。最後

昨年担任したクラスでは、
「1年D 組のD

のテストを頑張れ」。クラスは俄然活気づ

はダイアモンドのD 」
と決めた。素直で明る

き、翌日にはテストに向けて頑張る雰囲気

いが、
努力が苦手な生徒が多い。もっと彼

が生まれた。日々生徒一人ひとりを観察し

らに輝いてほしいという思いを込めた。
「君

続けてきたからこそできた、効果的な伝え

たちはダイアモンドじゃなかったのか」
「磨け

方。和田先生の真骨頂だった。

ば輝くはずだ」
など、1年を通してそれにちな
知

適度な宿題を出す。ありふれているが、授業の最後に「もう少し学
びたい」
と感じさせ、それと関連づけた宿題にすれば効果は大き
い。授業の質は自主的な学習意欲に大きく影響する。
（茨城県）

知

自分の考えを文章にする力を
国語の授業で育てたい

んだ声かけを続けた。

宿題プリントを出し、採点、添削してファイルに閉じる。成果物が
手元に蓄積されるため、
やりがいを感じる生徒もいた。
（兵庫県）

クラス全員にこまめに声かけ
最後は励ましの手紙を贈る
知

定期テスト前は学習計画表を作成させ、
担任がコメントを書いて返
却。テスト終了後は点数を記入する。生徒のモチベーションが上が
り、
家庭学習時間がおおむね増えた。
（埼玉県）

国語の授業でも常に新しいことに挑戦し

一人ひとりへの目配りもきめ細かい。
「必

授業は強く記憶に残るもの。なるべく多くの

要以上にベタベタしませんが、
見ているよ、

生徒が発言できるような授業をしていま

という信号は常に発信しています。変化や

す」。今年度、
力を入れたいのは文章力アッ

努力が見られれば、必ず声をかけます。生

プ。社会に出て必要になる「自分を表現す

徒は『なんでそんなことまで知ってるの？』
と

る力」
や「考えや意見を文章にする力」
を身

驚いたりしますね」。

につけさせたいと考えている。そのために自

3学期の期末テストの1週間前、
生徒は
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■ 2012年度「総合的な学習の時間」の主な内容
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元気をもらいたいですから﹂と語る進

を抱く子どもたちから︑
私たち大人も

ややりがいを聞いた生徒が多かった︒﹁こ

夏休みのインタビューでは︑
仕事の夢

れは﹃じぶん未来
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を読むこと

発行所／（株）
リクルートホールディングス 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-1住友不動産丸の内ビル リクルート進学ホットライン：0120-161-656
（フリーダイヤル） ⓒ
（株）
リクルートマーケティングパートナーズ
発行人／田中浩嗣 編集人／角田浩子 編集デスク／江森真矢子 編集スタッフ／清水由佳
（p1）
、
伊藤敬太郎
（p2）
、
いのうえりえ
（p3）
、
太田知子
（p4）
企画／小浜勇人、山下真司 アートディレクション／桑原 徹
（KuwaDesign） デザイン／熊本卓朗
（KuwaDesign） 知恵袋イラスト／土井ラブ平 印刷／サンエー印刷
※校内で教材として使用する以外の本誌の記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。

静岡・私立 城南静岡高校

校︒商業系の資格取得に力を入れると

路指導課長の三輪恵子先生︒その思い

B
O
O
K

になると考えました﹂
と榎本先生︒

同時に︑
積極的に学外に出て社会性を

で︑仕事が単なるお金儲けの手段では

B
O
O
K

﹄
の内容はぴっ

たり合っていた︒
﹁文章はもちろんです

難や努力を経て喜びがあるものだと気

なく︑夢ややりがいへの挑戦であり︑困

に﹃じぶん未来

生徒が運営する﹁まなびや﹂
というネッ

やりがいのある仕事だということや︑
仕

が︑
写真もいいですね︒どの写真からも

身につけることにも重点を置いている︒

元企業の参加を募り︑
年間２５００万

﹄
をヒントに︑
インタビューの中

づけたからだと思います︒
﹃じぶん未来

身を充実させることができた︑
と感じて

とワークシートを使うこ

トショッピングサイトは︑
その実践例︒地

事が好きだという気持ちが伝わってき

例年は各クラスの担任がいろいろな

ます﹂
と評価する︒
B
O
O
K

円以上を売り上げている︒

2

進路関連行事としては︑
全学年共通

仕事に目を向けるよう︑呼びかけて本

で︑
年 回実施される
﹁進路ガイダンス﹂

を渡すという流れが多かった︒しかし昨

を減らすこともできたそうだ︒

とで︑担任による活用度合いの温度差

また︑

門学校︑企業など︑計１００団体近く

が学校をあげた一大イベント︒大学︑
専

年度は本をより有効活用するために︑

D
V
D

います﹂
と榎本先生は言う︒

が集まり︑
生徒は興味・関心に応じて担

を見た後︑
付属教材

本の登場人物が仕事のやりがいや高校

時代を語る
D
V
D

当者から直接話を聞くことができる︒

振り返りや効果検証を行い
改善を図る予定

学年は︑ほかにも 月に職業人を

招いて話を聞く職業人講話などを通

10

のワークシートに取り組むことにした︒

ＤＶＤとワークシートを
使うことで温度差を解消
1

夢をもってほしいという思い
を伝えるのにぴったりの本

昨年度︑
１学年のキャリア教育のテー

マとして
﹁職業観・人生観の育成﹂︵詳細

学年の学部・学科選択︑ 学年の進

3

1

して将来について考えた︒これをもとに

路先選択へと進めていく予定だ︒

2

昨年 学年担任だった榎本あかり先

生のクラスでは
﹁未来に近づく方法をイ

﹁本校のキャリア教育はまだ試行錯誤

B
O
O
K

は左図︶
を掲げた︒夏休みには︑
自分ら

しい生き方や働き方を考えるために

メージしてみよう﹂というワークシート

榎本あかり先生（右）
「身近にいる大人の一人として、
子どもたちを支援したいです」
（三
輪先生）
。
「指導の際はついレー
ルを敷いてしまいがちですが、
自
分で考え自分で決められる人を育
てるために、
さまざまな経験をさせ
てあげたいです」
（榎本先生）
。

﹁職業人インタビュー﹂を実施︒
﹃じぶん

2学年担任・進路指導担当

の段階です︒効果などを検証し︑
ニーズ

進路指導課課長

三輪恵子先生（左）

事を読み︑印象に残った部分を抜き書

総合的な学習の時間「Ｊタイム」
で使った資料やワークシートはすべて1冊
にファイリングし、いつでも見返せるようになっている。1学年で取り組んだ
心理・適性検査や『じぶん未来ＢＯＯK』
のワークシート、
職業人インタビュ
ー、
小論文、
進路講話の資料などは、
2学年以降も活用する予定だ。

を使用した︒
﹁このワークシートには記

■ ポートフォリオ

﹄
は︑
これに向けた事前学

同校では
「総合的な学習の時間」
を
「Jタイム」
と名づけ、
進路指導課が各
学年の年間計画を設定している。昨年度、
１学年は「職業観・人生観の
育成」、
２学年は
「学問・大学・職業研究」、
３学年は
「進路決定」
と各学年
のテーマを設定。これによって「遠い未来から近い将来へと、
徐々に目標
を近づけて考える」
という流れのあるキャリア教育の実践を目指した。

未来

３月 キャンパス見学

習用の資料として使われた︒

職業人インタビュー
1日ナース体験
（希望者）

進路体験講話
（3年生から）
進路講話
（進路指導部）

ています﹂
と三輪先生は語った︒

8月

２月

に即して︑
改善を重ねていきたいと考え

1月 コース＆進路希望調査
進路ガイダンス
（学校主催）
７月 じぶん未来ブック
マナー講習

きする作業があります︒これがインタビ

コース＆進路説明会
小論文講習

ューで聞きたい内容を考える際のヒント

12月

人を勇気づけるのはやはり夢です︒夢

検定強化授業
心理・適性検査
6月
進路ガイダンス事前学習
進路の手引き発行

日商簿記講習
11月 検定強化授業
進路ガイダンス
（業者主催）

﹁夢をもちにくい時代といわれますが︑

5月 日商簿記講習

昨年度の1年 D 組の終業式の日、生徒が黒板いっ
ぱいに感謝の言葉を寄せ書きしてくれた。思いがけ
ないサプライズに先生も感動。生徒に思いが届いた
ことを実感できた。

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

10月 職業人講話

私立新潟明訓高校、埼玉大学教育学部学校教育
教員養成課程教科教育コース国語専修卒。新潟
の私立高校で1年、公立中学校で2年の勤務を経
て東京都教員採用試験に合格。2009年度より現
任校へ。モットーは「創意工夫」。植物好きで、教室
に生徒と同じ数の鉢植えをそろえ手入れしている。

ている。

和田先生はマメに声をかけてくれます。部活のことで悩んでいるときも
「あ
なたならできるよ」
と励ましてくれました。最後にもらった手紙はうれしかっ
たですね。私の夢は幼稚園の先生。和田先生のように一人ひとりをきち
んと理解し励ませる先生になりたいです（2学年・森菜奈恵さんより）

WEBサイトには紙面に載りきら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！

和田宣子先生（28歳）

作のオリジナルテキストを使って授業を行っ

イマイチやる気がない。焦った先生は一晩

テーマ：自学自習の意欲を高める工夫

東京都立淵江高校

ている。
「自分で考え自分の意見を言った

スクールデータ
生徒数／718人
（男子399人・女子319人）
ICT科20学級
進路状況（2012年度）／
大学・短大進学44.3％、
専各進学28.3％、
就職24.1％、
その他3.3％
静岡県静岡市駿河区南八幡町1−1
電話／054-285-6156
http://www.johnan.ac.jp

