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コーチ的立場で生徒をサポートしたい」。岡武志先生はそう言う。
全国規模の勉強会にも積極的に参加して情報を収集し、生徒たちに新たな風を送り込む努力も惜しまない。
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栄養士に求められる資質を違う仕事
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ガイダンス

岡先生が現在、担当するSSH の授業の様子。
写真は１学年の「基礎実験講座」。SSHでは生
徒自身がテーマをみつけ、仮説・実験方法等を
考え、
指導教員がサポートする。

でしたから」

ーマを決めて研究に取り組んでもらい、
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の
自分を知る授業の流れ

自分史

気づきへと導く教育。それこそがまさ

「それまでキャリア教育とは何かと向き

三重・県立伊勢高校
教諭

『Ｒ−ＣＡＰ』実施

「教える」のではなく
「支える」コーチでありたい

進路に携わるようになり、教科指導
の方法もずいぶん変化した。
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