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群馬県小学校中学校教育研究会 

中学校総合的な学習部会 



は じ め に

部会長 田村 正紀

学習指導要領が改訂され全面実施となってから今年で３年目を迎える。周知のとおり、総合的な学

習の時間は、各学校が創意工夫を生かした特色ある教育活動が展開できるようにするとともに、横断

的・総合的な学習などを実施できるようにするために創設されました。そして平成 年３月の学習20

、 、 、 、指導要領の改訂では 横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して 自ら課題を見付け 自ら学び

自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てるとともに、学び方やものの

考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、自己の

生き方を考えることができるようにすることが目標として示され、育成すべき生徒の資質や能力及び

態度も明確にされました。どの学校においてもこの趣旨やねらいを踏まえ、地域や学校、児童生徒の

実態等に応じた適切な教育課程が組まれ充実した授業が展開されてきているものと推察します。

大きな成果を上げている学校がある一方、体験活動のみに終始していたり、調べたことの発表や深

まりのない調査報告になっていたりなど、当初の趣旨・理念が必ずしも十分に達成されていない状況

が見られることも課題として指摘されているところです。各学校では、今一度、総合的な学習の時間

、 、 「 」の趣旨や目標に立ち返って 生徒自らが自己の生き方を考えることができるよう そして 生きる力

を全ての生徒に培うよう、自校での総合的な学習の時間が充実した活動となるよう見直しを図ること

が必要です。

こうした中、今年度の県中学校総合的な学習部会研究大会が、星野富弘さんが卒業生であるみどり

市立東中学校を会場に開催されました。これまで「自己を見つめる 「地域を見つめる」を総合的な」

学習の時間の二本柱に掲げ、地域の人々との関わりから自己の生き方を考える学習を行ってきたそう

です。そして今年度は、生徒の自尊心を高めることをねらいに 「 」をテーマに活動、 AZUMA PRIDE

計画を見直し、広がりのある総合的な学習の時間になるよう研修を推進しているとのことでした。

当日の授業は、来年入学するみどり小学校の６年生、商工会や地域の方々を招待し、３年生のが２

年生・１年生に学習の成果を発信する内容でした。具体的には、清掃班・弁当班・朗読班の３つの班

が、修学旅行で課題解決に向けた情報収集を行い、地域の方々の協力を得ながら他地域との比較から

東地域のよさをみつけ、そのよさを発信する授業内容でした。生徒たちはこの学習を通して、東地域

のよさやすばらしさ、そしてそこで生活する自分自身のよさや可能性に気づき、誇れる生徒に成長し

ていることが発表の様子から見て取れました。まさしく「 」を持って生きている生徒AZUMA PRIDE

の姿でした。また、活発な研究協議も行われ有意義な研究大会となりました。今回研究大会を快く引

、 、き受けてくださいました三ツ屋雄一みどり市立東中学校長様 授業提供していただいた渡辺智哉先生

、 、研究を進められた教職員の皆様方 指導講評していただいた県教委義務教育課指導主事 細矢瑞左 様

みどり市教育委員会の皆様に心より感謝申し上げます。

、 、これを機に各学校においては 生徒の実態を見据え生徒の意識に基づいた単元計画になっているか

さらには「課題発見や解決の能力 「論理的思考力 「コミュニケーション能力」などを育成する時間」 」

となっているか、吟味を重ね生徒が主体的に、そして探究的に取り組める総合的な学習の時間となる

よう改善していくことが大事です。

最後になりますが、本部会の活動にあたり、ご協力いただいた関係各位に心から感謝申し上げ、巻

頭の言葉といたします。
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＜平成２６年度 活動概要＞

○平成２６年６月下旬 資料発送

「理事総会なし」＝資料発送

＜資料内容＞

・平成２５年度 事業報告及び会計報告

・平成２６年度 本部役員の選出及び承認

・平成２６年度 事業計画及び予算案

○平成２６年 １１月２８日(金) 東毛地区：みどり市立東中学校

みどり市東町神戸４７376-0304

0277-97-2439電 話

0277-97-2590ＦＡＸ

「研究大会」

・総合的な学習の時間の公開授業

・授業研究会 郷土や自分を誇り、自尊感情の高まった生徒の育成

～総合的な学習の時間の工夫・実践を通して～

・単 元 名； を発揮し、発信しよう」「AZUMA PRIDE

・授 業 者；渡辺 智哉（ ）T1

玉田 和彦（ ）T2

上原 朱美（ ）T3

○平成２６年１１月～平成２７年３月

「Ｗｅｂページ編集」

・Ｗｅｂページの項立て、掲載内容の検討、Ｗｅｂページの掲載

○平成２７年２月

「理事総会」

「本部役員会及び会計監査」

＜参 考＞

（平成 年６月７日 理事会にて承認）研究大会開催担当について 12

１ 研究大会開催ブロック

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

東 毛 → 中 毛 → 西 毛 → 北 毛 → 東 毛→ 中 毛 → 西 毛

授業公開・授業研究会・講演会など２ 内 容

各地区の校長（教頭）理事・教諭理事と３ 運 営

本部・事務局が実行委員として運営に当たる。



部会名

役職名 氏　　名 地区等 郡市 勤務校名 勤務所在地 郵便番号 電話番号

部会長 田村　正紀 北毛 利根 みなかみ町立月夜野中学校 利根郡みなかみ町月夜野80 379-1313 0278-62-1615

髙橋　慶一 中毛 伊勢崎市 伊勢崎市立境西中学校 伊勢崎市境下武士872-2 370-0126 0270-74-1072

林　栄司 西毛 高崎市 高崎市立吉井西中学校 高崎市吉井町本郷45 370-2128 027-387-3993

亀井　優  東毛 桐生市 桐生市立中央中学校 桐生市美原町2-15 376-0025 0277-44-2472

池田　政志 中毛 前橋市 前橋市立第六中学校 前橋市総社町総社1762－1 371-0852 027-251-6661

神戸　智宏 西毛 富岡・甘楽 下仁田町立下仁田中学校 甘楽郡下仁田町下仁田26 370-2601 0274-82-2049

（事務局
長） 小川　勇之助 群馬大学教育学部附属中学校 前橋市上沖町612番地 371-0052 ０２７－２３１－４６５１

松橋美智子 東毛 太田市 太田市立西中学校 太田市八幡町24-1 373-0056 0276-22-3305

下田　俊彦 群馬大学教育学部附属中学校 前橋市上沖町612番地 371-0052 ０２７－２３１－４６５１

柴崎　誠一 東毛 邑楽郡 大泉町立北中学校 邑楽郡大泉町城之内2-24-1 370-0518 0276-62-2059

高橋　道泰 北毛 吾妻郡 東吾妻町立東中学校 吾妻郡東吾妻町箱島1690 377-0301 0279-59-3018

林　秀多 北毛 沼田市 沼田市立沼田東中学校 沼田市横塚町1118 378-0002 0278-22-2472

大井　衛 群馬大学教育学部附属中学校 前橋市上沖町612番地 371-0052 ０２７－２３１－４６５１

池田　政志 中毛 前橋市 前橋市立第六中学校 前橋市総社町総社1762－1 371-0852 027-251-6661

神戸　智宏 西毛 富岡・甘楽 下仁田町立下仁田中学校 甘楽郡下仁田町下仁田26 370-2601 0274-82-2049

松橋美智子 東毛 太田市 太田市立西中学校 太田市八幡町24-1 373-0056 0276-22-3305

林　秀多 北毛 沼田市 沼田市立沼田東中学校 沼田市横塚町1118 378-0002 0278-22-2472
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中学校総合的な学習部会

＜平成２６年度　本部役員＞

書記・会計（編集委員）選出ブロックについて

副部会長

書記

会計

監査
（２名）
（校長）

Ｗｅｂペー
ジ担当者
（2名）

編集委員
（各ブロッ

クから
各１名）

副部会長について

附属

会計監査については、前部会長と現部会長の地区の一つ前の郡市とする。
（尚、前部会長が異動した場合は、前部会長の地区の郡市が担当する）

中毛については、前橋→伊勢崎の順
西毛については、高崎→藤岡→富岡→安中→多野→甘楽の順
東毛については、桐生→太田→館林→みどり→邑楽の順
北毛については、沼田→渋川・北群馬→吾妻→利根の順

 H21  　  H22  　   H23  　    H24 　   H25  　    H26 　     H27 　   H28 　　H29
東毛　　→北毛　　→西毛　　→中毛　　→東毛　　→北毛　　→西毛   　→中毛　　→東毛

会計監査について（平成21年２月理事総会にて承認済）

部会長選出地区について（部会長の郡市は、該当地区の理事校長の協議で決める）

附属

附属

・編集委員は書記・会計・Webページ担当者の役職を兼ね、各ブロックの理事名簿の順で割り振られる。
・書記の担当者は、中毛・東毛と西毛・北毛と１年ごとに交代
・会計・Webページ担当の役職は、中毛→北毛→東毛→西毛の順
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沼田東中学校 総合的な学習の時間 

～地域や社会を知り、社会や人との関わりの中で自らを見つめる学習の充実を通して～ 

沼田市立沼田東中学校 林 秀多 

 

１ はじめに 

 生徒は、これまで総合的な学習の時間において、「将来の生き方を考える」「郷土を愛する心を育

む」を２つの軸として学習をしてきた。 

「将来の生き方を考える」学習においては、本校の指導計画に沿いながら段階的に進路学習や職場体

験学習を行ってきた。生徒はその中で自己の生き方や職業観について学んできている。中学生にとっ

て将来の職業について知るには、今までの活動等では限りがあり、実感として捉えることは難しく、

学習を深めるために、多岐にわたる職業観や勤労観に触れさせる学習環境の提供が課題として浮かび

上がった。  

また「郷土を愛する心を育む」学習について、校外学習などを通して歴史や文化の学びを深める

中、生徒の郷土に対する理解やよさを知る学習を行ってきた。学びを深める中で、自分たちが住む地

域に対して貢献したいという想いに至り、生徒の郷土への敬愛精神を具体的な活動として実践するこ

とを課題とした。 

以上のことから、本年度の総合的な学習の時間では、①「将来の生き方を考える」学習に於いて、

学習環境の充実を図ること、②「郷土を愛する心を育む」学習に於いて、学びの中で深めた敬愛精神

を地域貢献活動として具体的に活動すること、として上記２つの重点課題を設定、実践した。 

 

２ 全体構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合的な学習 目標  

○自ら課題を見つけ、見通しをもって学習課題を

追究する中で学び方や調べ方、発表の仕方、討論

の仕方など技能を身に付け、己を見つめ、将来の

生き方を考えられるようにする。 

○具体的な活動や体験を通して，身近な自然・

社会・文化・人に触れ郷土を愛する心を育む。 

本校の教育目標 

誠実 敬愛 

生徒目標 

礼儀 協力 責任 自発 

校外旅行（1・2 年）修学旅行（3 年） 

職場見学（1 年）職場体験（2 年） 

進路学習（１～３年） 

地域人材講話他 

※本研究課題 

○福祉・ボランティア活動 

（地域貢献・福祉の精神を育む学習） 

具体的な取組・実践 
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３ 本校の総合的な学習の時間について 

（１）目指す生徒像 

・体験や活動を通して、自ら課題を見つけ、その解決に向けて他者と協力し合いながら主体的、創造

的に取り組むことができる生徒。 

・自己を見つめ、現在や将来について真剣に考え、生きがいのある生活を実現していこうとする生

徒。 

・福祉や奉仕活動に参加し、郷土の自然や人々とのふれあいを通して、思いやりと感謝の気持ちをも

って共に生きようとする態度を身に付けた生徒。 

 

（２）各学年でのおもな学習内容 
第１学年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２学年 第３学年 

◎ねらい 

 基本的な学び方やものの考え方を身

に付ける。 

◎ねらい 

 問題解決や探究活動に主体的、創造

的に取り組む態度を養う。 

◎ねらい 

 自己の生き方を考える。 

 

◎学習の重点 

 体験を中心とし、テーマの設定の仕

方や情報の集め方、調べ方、報告・発

表・討論の仕方などの基礎的な技能を

育成する。 

◎学習の重点 

 １年次の学習を生かし、調査・体験

活動の計画づくりやその活動に主体的

、意欲的に取り組む態度を育成する。

◎学習の重点 

 １、２年間の学習の成果を生かし、

主体的、創造的に追究活動を行い、自

己の生き方を考える力を育成する。 

◎学習内容 

○日本の歴史と文化に触れよう① 

 日本の地方都市の特色を探る。 

○生き方を見つける① 

 職業調べや職場見学を通して、 将

来を考える。 

○人や地球にやさしく生きる① 

 福祉や環境に関する体験・調査を通

して、生き方を考える。 

◎学習内容 

○日本の歴史と文化に触れよう② 

 首都東京の特色を探る。 

○生き方を見つける② 

 職場体験や立志式を通して、将来を

考える。 

 

◎学習内容 

○日本の歴史と文化に触れよう③ 

 歴史的都市な京都・奈良の特色を探

る 

○生き方を見つける③ 

 進路選択を通して将来を考える。 

 

 

（３）地域人材講話について 

本校の位置する地域では、キャリア教育の一環として「出張出前講座授業」や「中学生職場体験事

業」等を提供してくれる職業奉仕団体がある。本取り組みではそこから定期的に人材を派遣してもら

いながら講話をしていただいている。 

内容は、中学生向けのキャリア教育（望ましい職業観・勤労観の育成）にかかわる体験をとおして

の講話が中心である。その中で、現在の中学生に一番重要なこととして知っておいてほしい社会性

（人の役に立つ）を重点とした内容を多く扱っていただいた。 
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（４）福祉に関わる指導単元計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）福祉活動年間計画について 

月 ボランティア活動 内 容 ・ 備 考 

５月 ○地区川清掃（城堀川） ・地域の環境整備  

８月 

 

○福祉施設ボランティア 

○吹奏楽部ボランティア 

・地域の福祉施設や病院施設の清掃活動並びに吹奏

楽部による慰問演奏 

９月 ○運動会へのお年寄りの招待 ・運動会に招待したお年寄りへのプレゼント用団扇作り

  

１０月 ○地域福祉施設行事への参加活動 

 

・地域内福祉施設で行われるりんご狩りの行事に参加、

歩行の援助や車いす補助など必要な介助 

１１月 

 

○福祉施設ボランティア ・地域の福祉施設や病院施設の清掃活動並びに吹奏

楽部による慰問演奏 

１２月 ○赤い羽根募金、新年の祝賀寄せ書き ・各募金活動、地域の福祉施設へ寄せ書きを進呈      

  

１月  ○書き損じはがき ・書き損じはがき回収                     

 

（６）福祉ボランティア活動について 

 ○地域の福祉施設でボランティア活動を行い、奉仕や敬愛の精神を育む。 

 ○吹奏楽部による慰問演奏を行い、地域の施設で生活する高齢者の方々への敬愛活動を行う。 

  実施グランドプラン（当日の進行）  
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１ 奉仕作業 

２ 吹奏楽部 演奏会 

１）開会 ＜吹奏楽部 部長＞ 

２）演奏 ＜演奏時間 30分程度＞ 

３）代表挨拶 ＜福祉委員長＞ 

４）閉会 ＜司会の挨拶にて終了・解散＞ 

※実施プランについてはそれぞれの事業所との連絡調整によって変更を行う。 

 

４ 実践のまとめ 

「将来の生き方を考える」「郷土を愛する心を育む」を２つの軸として学習を積み重ねてきた。「将

来の生き方を考える」学習では、段階的な職業学習や進路学習を行うことに加え、地域で起業してい

る方の協力のもと、地域人材講話と称して、職業についての講話を通し、将来の生き方を考える学習

を、年間を通して計画的に行っている。この講話では、生徒の身近な存在から職業観や勤労観、そし

て貴重な体験談を聞くことができ、より多面的に将来の生き方を考えさせる上で、成果を上げること

ができたと考える。 

 「郷土を愛する心を育む」学習では、地方都市の歴史文化と、自らが住む郷土を比較しながらその

よさを学習し、発表の場を通じて学び合う学習をしてきた。学習を通して自分たちの住む地域のよさ

を再認識することや誇りに思うことなど、様々な発見を促すことができたと考える。また、学習のま

とめを発表する場を設定することで、「生徒が互いに学び合う」学習を充実させ、学習の達成感や充実

感を味うことができたと考える。 

さらに、本年度は地域貢献を充実させるべく、福祉活動の充実に取り組んだ。福祉施設の清掃活動

や、吹奏楽部の慰問演奏は、「福祉の精神」を育むうえで、生徒の温かい情操や、自己や地域を誇る生

き方を見いだす一助となることを期待し、さらなる充実を図っていきたい。 

成果 

○校外学習での体験を文化発表会で全体に発表したことは、発表者の学びをより深めるとともに、そ

れを聞いている生徒への興味関心、活動意欲の向上につながった。 

○地域人材講話では、それぞれの職業観や勤労観、仕事の歴史などに触れながら、わかりやすい講話

していただくことができ、生徒の働くことの意義や興味関心などを高めることができた。 

○福祉活動においては、生徒の積極的な活動への取り組みを見ることができた。奉仕活動では施設内

外の清掃やお年寄りとの触れ合いなど、時間いっぱいまで熱心に取り組む姿が見られた。また、吹奏

楽部の慰問演奏では、入居者の好みに合わせた選曲をするなど工夫がなされ、会場の雰囲気も大変盛

り上がりが見られた。 

課題等 

○学びを発表するための資料などを作成したり、プレゼンテーションを行うための準備など多くの時

間を必要するので、学びを深める時間や資料を作成するための時間の配分を考える必要がある。 

○福祉活動の充実を図る取り組みでは、主に清掃活動と福祉活動を中心に行ってきた。清掃活動では

回収するゴミの量や安全性、作業時間の考慮などを見直し、より充実したものにしたい。 

○福祉活動では、高齢者がいる福祉施設に訪問することから時期を選び、寒さや流行かぜなどを考慮
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する必要がある。（マスクの着用など） 
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前橋市立第一中学校 総合的な学習の取組

研究主題 「自ら考え、自ら表現する生徒の育成」

～総合的な学習の時間における言語活動の充実を目指して～

文責担当 前橋市立第六中学校 池田 政志

１ 研究主題設定のねらい

（１）生徒の実態から

本校は、真面目に学習に取り組める生徒が多く、学校や家庭での学習習慣も身についている生

徒が多い。しかし、表現力の観点から見ると、授業中など、ペアやグループなどでの話し合いでは

活発に意欲的に発言することはできているが、集団の規模が大きくなったり、クラス全体で意見を

出し合ったりする場面では、発言が消極的になる傾向が見られる。また、年度末の学力検査や全国

学力・学習状況検査の結果を見ると、全体的には高い学力を身につけているが、個別的には、基礎

・基本的な学習内容が身についていなかったり、授業に主体的に取り組めなかったりする生徒がい

る。

そこで、生徒一人一人により高い学力を身につけさせるためには、全ての生徒に十分な表現力

、 、 。を身につけさせ 積極的に発言や発表を行わせ 主体的に授業に取り組ませる必要があると考えた

しかし、表現力といっても各教科や領域によってそのとらえ方が様々である。そこで、各教科ごと

に生徒の実態から最も必要であると考えられる表現力に関わる内容（自分の考えを周囲に発信する

、 、 、 、力 資料を正確に読み取る力 根拠を明らかにして説明する力 図やグラフ等を用いてまとめる力

思考・判断した過程や結果をまとめる力等）をとらえ、その力を高めるための具体的な指導法を探

り、実践的に検証していこうと考え、本研究主題を設定した。

（２）総合的な学習の時間との関連から

本校では「自ら考え、自ら表現する生徒の育成」～総合的な学習の時間における言語活動の充

実を目指して～を研究主題として設定した。

生徒の言語活動の充実した姿とは、互いの考えを伝え合い，自らの考えや集団の考えを発展させ

ようとする意欲をもち学校生活や学習活動に活かしていこうとする姿勢である。

本校では、平成２４年に「自ら考え、自ら表現する生徒の育成」～言語活動に着目して～という

研究主題をもとに言語活動に着目した研究を実施してきた。その過程において 「聞き方・発表の、

仕方について生徒の意識を高める必要がある 「生徒の高まった言語活動を発揮させる場所・時間」

が明確でない 「評価をし、実践について次年度に向けてより良い方向性を打ち出していく必要が」

ある」等の課題が出された。

その為、本年度は「総合的な学習の時間」を各教科で高まった言語活動を実践する場として意図

的に設定した。このような活動により、自ら考え、自ら表現する生徒の育成が図れるであろうと考

える。
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２ 言語活動について

総合的な学習の時間において言語活動の充実を図るためには、各教科で表現する力を養っておく

ことが必要である。各教科でとらえた表現力を下記のようにとらえて実践を行っている。

◇各教科でとらえた表現力

教 科 教科でとらえた表現力

国 語 目的や場面に応じて、自分の考えや体験を周囲に発信する力。

社 会 資料を正確に読み取る力。

自分の考えをまとめる力。

数 学 数学的根拠を明らかにしながら、説明する力。

理 科 グループ間での意見交流の場面や発表をする場面において、自分の考えを相手に

伝える力 「観察・実験」の方法・予想・結果等を図や表、グラフ等を用いて整。

理してまとめる力。

英 語 学習した言語材料を用いて、自分や身近なことについて、英語で表現できる力。

音 楽 音の性質や楽曲を特徴づけている要素を感じ取りながら、音楽の良さを表現する

力。

美 術 自分の作品を自分のイメージに近づけるために、工夫することができる力。

保健体育 思考・判断した過程や結果をまとめる力。

自らの考えや思いを作品やレポートにまとめる力。技術・家庭

特別支援 自分の思いや考えを簡単な文に綴ったり、発表をすることができる力。

難聴教室 自分の考えが分かるように筋道を立て、相手や目的に応じて書いたり話したりで

きる力。

（授業 年 国語 自分の新聞作り）2

（授業 ３年理科 結果と考察の書き方について）
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３ 話し合い活動について

（１）実践①（高原学校活動報告）

総合的な学習の時間において、各教科で高まった表現する力を具現化するためには課題に対して

自分の考えを発表したり、他の考えを聞いたりする場面を意図的に設定する必要がある。

第１学年では、その場を高原学校の活動報告とした。生徒は班ごとに話し合い、高原学校の様々

な活動の中でどの活動をどのように発表するか、分かりやすい発表方法や提示内容について話し合

いを行った。その際に付せん紙を用いた分類法を用い、効果的な話し合いの方法について触れるこ

とができた。

（クラスでの活動報告の様子）

（発表の評価用紙）

（クラス代表による学年発表会）

（２）実践②（福祉 共に生きよう ～住みよい社会にするために～ ）

「住みよい社会とは、誰にとってどんな社会なんだろうか考えてみよう」というテーマのもとク

、 。ラスで付せん紙を用いた分類法を用いて 他の意見を聞いたり自分の意見を発表する活動を行った

生徒は、まず個で、誰にとってどんな社会が住みやすいか考えて付箋紙に記入する。次に自分

の考えを他に伝えながら付箋紙を、台紙に貼っていき、グルーピングを行う。

グルーピングした意見を全体で話し合いながら、見出しをつける。最後に、班ごとの見出しを発

表するという流れである。
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（見出しをつけている様子） （グルーピングされた意見）

実践②を終えての検討会から

付せん紙を用いた分類法を用いた本実践で、個が意見を発表する雰囲気作り、効果的な意見の集

約、分類について効果的であることが分かった 「データをまとめる 「他の意見に触れる」ことの。 」

効果について再認識できた。

本校の実践では、今後の課題として、集まったデータや考えの発表のさせかたや発表に至るまで

の話合いのさせかたに検討が必要であるということである。

生徒の感想

発表はできなかったけど、たくさんの意見が出てふせ

んが配られたのがなくなるくらい意見が出ました。

いろいろな意見が出て４つに分けられました。

今度は、班で発表しあえる時間をつくって欲しいと思い

ます。それに対して意見を言い合うことができるといい

なと思います。
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郷土に親しみ郷土を愛し郷土を誇りに思う生徒の育成 

―「下仁田学習」を通して― 

下仁田町立下仁田中学校 神戸 智宏  

 

１ はじめに 

 平成 26 年６月に富岡製糸場および

絹産業遺産群の１つである下仁田町の

荒船風穴がユネスコ世界文化遺産に登

録された。また，下仁田町の豊かな自

然は平成 23 年９月に日本ジオパーク

にも認定されている。特産品では下仁

田ネギやコンニャクなどがあり，下仁

田は地域素材に大変恵まれている町で

ある。地域の人々や保護者は学校教育

に協力的であり，これらの地域素材を

活用した取組がしやすい環境にある。  

下仁田町教育研究所では，平成 25 年

度より小中連携による下仁田学習の研

究を行っている。下仁田学習とは，郷

土下仁田の地域素材を活用した特色の

ある教育課程を編制・実施し，郷土に

親しみ郷土を愛し郷土に誇りを持てる

生徒の育成を図る教育である。下仁田

中学校では，下仁田町の４つの地域素

材「荒船風穴，ジオパーク，ネギ，コ

ンニャク」を重点として作成した下仁

田学習の教材系列表（図１）をもとに，教育課程に位置づけ，実践を行っている。  

 

２ ２年生の実践 「下仁田ジオパークの魅力を広めよう」 

本校２年生は昨年度の下仁田学習において，「観光パンフレット『下仁田町隠れ名所マッ

プ』を作ろう」という単元の学習に取り組んだ。地域と関わりながら情報収集を行い，ま

とめる活動を通して地域の持つ魅力に気付き，地域への愛着を深めることができた。そこ

での学習を生かし，今年度は４つの柱の１つである下仁田ジオパークを教材にして，情報

収集や取材活動，地域と関わりながらの発信活動，まとめ，発表活動を行っていく。活動

を通して，生徒と地域の人々との関わりの中で生徒の表現力を高め，発表の経験を積ませ

る中で発信力を高め，地域素材の魅力を広める活動の中で地域の一員としての自覚を身に

付けるとともに，郷土のよさを再認識し，誇りに思う態度を養っていきたいと考えた。  

 本活動に取り組む５つの班を編制し，生徒はどれか１つに所属した。生徒の所属を決め

る際には，アンケートの「より多くの人に下仁田町のよさを知ってもらうためにはどんな

〈図１ 下仁田学習の教材系列表〉 
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方法がよいと思うか」という質問への回答などを参考にした。  

また，指導については学年担当教員がそれぞれの班に一人ずつ担当として付いて分担制

で行った。教員は自分の担当する班の指導助言を主に行うが，状況に応じて他の班の生徒

の指導にも関わる，分担と連携の協力体制である。  

５つの班の活動内容は以下の通りである。  

・案内看板班…ジオサイトを説明する案内看板を作成し，町内に設置する。  

・リーフレット班…ジオパークを紹介するリーフレットを作成し，町内に配布する。  

・ポスターA 班…ジオパークを紹介するポスターを制作し，ポスターB 班に渡す。  

・ポスターB 班…地域の人々や施設に協力をお願いしてポスターを町内に掲示する。  

・ウェブページ班…下仁田ジオパーク紹介ページと各班の活動紹介ページを作成する。  

 この実践は，前期と後期の二期制で行った。これは２年生が９月に職場体験学習に取り

組むために，それに関する総合的な学習の時間の単元を組み込む必要があるとともに，前

期に行った活動の反省を後期に生かし，深める効果も期待できると考えたためである。さ

らに，職場体験学習の中で学ぶ電話の仕方や人との関わり方も後期に生かせると考えた。  

 

（１） 前期（５月～７月）の各班の活動について 

・案内看板班…看板の材料を決め，看板にどんな情報を載せるか話し合い，下書きを作成

した。  

・リーフレット班…４つのグループに分かれ，それぞれのグループで１枚ずつ作成した。  

・ポスターＡ班…デザインを考え，１枚目を制作した。完成後はポスターＢ班へ渡した。  

・ポスターＢ班…ポスター掲示場所を決め，掲示許可のお願いの電話をした。許可をいた

だいた場所に掲示した。  

・ウェブページ班…ジオサイト紹介ページと他の班の活動紹介ページの２グループに分か

れ，取材活動をした。情報をもとにウェブページの作成を開始した。 

○中間発表会（７月４日）  

 各班がこれまで取り組んできた活動の途中経過を報告し合った。生徒同士が班ごとの活

動の様子を共有し，発表の仕方の工夫に気付くことができた。ただ発表原稿を読むことに

終始してしまい，早口でぼそぼそと話してしまい，聞き手に伝えるという意識が不十分な

生徒もいた。発表会後は前期の振り返りを行った。  

 

（２） 後期（10 月～12 月）の各班の活動について 

・案内看板班…青岩公園の案内看板を作成し，青岩公園と下仁田駅に設置した。  

・リーフレット班…町内の施設にリーフレットを設置し，目に付くようにポップを設置し

た。  

・ポスターＡ班…前期の反省を生かし，工夫の見られるよりよいポスターを制作した。  

・ポスターＢ班…新しい場所への掲示と，一度行った場所のポスターの貼り替えをした。  

・ウェブページ班…ジオサイト紹介ページ，班活動紹介ページを作成した。下仁田中学校

サイト内にアップした。  
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○活動発表会（12 月５日）  

〈ポスターの例〉 〈案内看板の例〉 

〈リーフレットの例〉 

〈ポスター掲示の様子〉 〈ジオパーク紹介ウェブページ〉 
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 ８分の発表時間を目標に準備し練習を行ってきた結果，原稿を早口で読んで役割を済ま

せようという様子は見られず，どの発表者も自分の言葉を聞き手に伝えようという姿勢で  

取り組むことができた。今回は全ての班でコ

ンピュータのプレゼンテーションソフトを

用いて発表を行った。発表時に視覚的に大き

な助けとなったが，発表者とコンピュータの

操作者が合わせようとすることもあり，それ

も発表者の発表速度を抑え，より伝わりやす

くなったようである。当日は生徒の保護者に

も参観を呼びかけた結果，来校してくれた保

護者もいて，生徒にとっては聞き手を意識し

た発表会ができた。  

 

３ 成果と課題 

（１）実践の成果 

・活動発表会後の生徒の感想には，「将来，町の外へ出ていくことがあっても，行った先で

下仁田のことを広めたい」，「将来，他の場所で暮らしても，いつかはまた下仁田町に帰

ってきたい」，「地元への関心が高まった。これからは，もっと貢献していきたい」，「地

域の人と関わりを持ったとき，自分たちのことを理解してくれ，優しく接してくれた。

自分たちのことを見守り，応援してくれているのだと分かった」，「下仁田町には，自慢

できるものがたくさんあった」など，本実践を行う中で，地域のよさを再認識するとと

もに，郷土への愛着を感じ，誇りに思う気持ちが育ってきた。  

・下仁田ジオパークを発信する活動として案内看板，リーフレット，ポスター，ウェブペ

ージを中学生が作る活動は中学校２年生の総合的な学習の時間におけるカリキュラム

として適切であり，その単元構想の仕方によって，さらに学習効果を得られることも考

えられる。その結果，下仁田中学校において今後も継続可能な活動であり，本実践はそ

の礎を築くことができた。  

・活動に取り組む中で，地域について前向きに考えるという生徒の意識の高まりが見られ

た。  

・中学生がジオパークを広く紹介していく活動の様子が地域の人に理解され，それに伴っ

て，このような地域の教育的資源を活動して進める学校での授業が生徒にも地域にも重

要であることに地域の人たちが気付くきっかけになった。  

・電話応対，インタビューなどの様子から，生徒たちが学校外の人たちや大人たちとより

積極的にコミュニケーションを図る意欲や態度が見られた。これについては前期と後期

の間にある職場体験学習などと関連させることで，より効果が高くなった。  

・生徒たちは活動の深化や充実につれて，主体的かつ積極的に取り組め，発表時の役割な

ども押し付け合うことなく，進んで行った。  

・学年担当教員が学年会の中でアイデアを出し合って積極的に話し合いを進めるなど，協

働的に指導に当たることができた。また，それぞれの教員が担当するグループを長期間

〈活動発表会の様子〉 



１６ 
 

に渡って継続的に指導することで，各教員のよさや特性を生徒の活動に生かすことがで

きた。  

（２）今後の課題 

・生徒が自分の住む地域についてあまり知らないことが分かり，知識を深める活動の必要

性を感じた。  

・下仁田自然史館などの施設や講師の先生など地域の優れた教育的人材を十分に活用でき

なかった。  

・総合的な学習の時間に対する教員の負担感の軽減を図りたい。  
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ＮＩＥを取り入れた二年生のキァリア教育 
～総合的な学習と国語科とのクロスカリキュラムとして～ 

                 太田市立西中学校  松橋 美智子 

１ はじめに  

本校はＮＩＥ実践校に認定されており、昨年度から主として国語科の教科指導の中に新

聞をツールとするＮＩＥ活動を取り入れ、「リサーチアビリティ（情報の収集、情報選択活

用能力→キァリアプランニング能力）」「コラボレーションアビリティ（グループで学び合

い、相互に啓発する力→人間関係・社会関係形成能力）」「プレゼンテーションアビリティ

（自分の意見を整理し、わかりやすく発表する力→言語活動の充実 人間関係・社会関係

形成能力）」という三つの教科横断的な「学習力」を「ベース」に、言語活動を活発化し、

言語能力を高め、「メディアリテラシー（情報を精査し、時代を読み解く力）」のスキルを

学び、自分と社会とのつながりを考えさせることによって「社会で生きて働く力」の素地

を身につけさせることをねらいとした実践を行ってきた。 

 

一方、中学校生活の半分が過ぎた二学期の二年生は、目前に控えた卒業後の進路を

念頭に置いて三年生が一心不乱になる様子を見ながら、ともすれば将来の夢を実現さ

せるために現在をどのように生きるべきかを考えることよりも学業成績の良し悪しに

とらわれ、高校選択または職業選択にのみ目を向けがちである。 

しかし、現代の知識基盤社会の急速な情報化の進展の中で、膨大な情報を素早く正

確に判断し処理する能力や自分の考えや主張を的確にまとめて情報として発信してい

く能力が求められている生徒たちにとって、より重要なことは、メディアが形作る「現

実」をクリティカルに読み解きより広い視野を持ち、社会のあり方と自分自身の将来

とを照らし合わせながら「どのように生きたいか」を具体的に考えていくことである。 

そこで、昨年度の実践をべースとして、今年度は二年生の「総合的な学習」の指導

計画に位置づけられている「キャリア教育（中心は職場体験学習）」のなかに、実社会

を映し出す「新聞」を活用するＮＩＥを取り入れ、総合的な学習と国語科のクロスカ

リキュラムとして実践を行った。 

 

２ ２年生のキャリア教育のねらい 

自己や他者への理解を深め、様々な作業的・体験的な活動を通して、職業観や勤労観を

育み、変化に富んだ実社会の状況に目を向けさせながら、目的意識を持って自己にふさわ

しい進路を探究する能力と態度を育成する。（自己理解自己管理能力・キャリアプランニン

グ能力・課題対応能力） 
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また、グループでの協同的な活動や新聞制作や発表活動等の言語活動を通して、相手を 

意識し、伝えたい内容を論理的に表現する能力を高める（人間関係形成・社会関係能力） 

 

３ キァリア教育構造図 及び 職場体験学習の目標 

 
 

４ 実践内容 

① 導 入…１時間（発展 国語科…４時間） 

朝日新聞掲載の人生相談「悩みるつぼ・人生の目標が見 

つかりません 高校２年女子の相談」（２０１３年４月２０ 

日）を取り上げ、「カウンセラー」になったつもりでアドバ 

イスを考えさせ、自分のアドバイスと新聞の回答者（美輪 

明宏氏）のアドバイスを比較させる。 

この記事を取り上げたのは、以前国語科でナイジェリア 

のボコハラムによる少女拉致事件について読売新聞の「解・ 

少女の可能性奪うな（２０１４年５月１４日）」を取り上げたことがあり、この事件の被害

者である少女たちと高校２年の女子生徒とを比較できるということに加えて三輪氏が「解」

の文中の「花子とアン」のナレーターとして、またアニメ映画「もののけ姫」の「モロ」

＜活用したワ
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の声優として生徒たちが知っている人物だからである。 

  次に、回答者のアドバイスが自分にも生かせる部分が 

あることに気づかせたうえで、多くの人物が取り上げられ 

ている新聞から「自分の将来を考えた時、生き方を学べる  

人物」を探そうということで意欲を高め、スクラップ活動 

を開始した。   

このスクラップ活動は国語科の「読書と情報～気になる 

『あの人』を探ろう～メディアの特性を生かして調べる」 

という単元で詳しく取り上げ、自分の将来の職業や生き方 

について考えを深めさせるために、４人一組のグループ活 

動で話し合い活動を行い、各自がスクラップした記事の中 

から人物を一人にしぼり、その人物の職業や生き方、考え 

方等について調べ、模造紙一枚の壁新聞にまとめて発表さ 

せる活動を行った。 

② 「新聞記者の出前授業インタビューや取材の仕方を学ぶ」と「すごろくトーク」 

及び「礼状はがき新聞」制作…４時間  

 上毛新聞の記者をゲストティーチャーとして 

招き、インタビューや取材の仕方を学び、コミ 

ュニケーション能力の向上を図る。記者には学 

んだことと感謝の気持ちを伝える「礼状はがき 

新聞」を制作して送った。 

さらに「すごろくトーク」（構成的グループエ 

ンカウンターミニエクササイズ 明治図書）で記 

者から学んだことを確認し、実際のインタビュー 

や取材活動への意欲をもたせた。 

③ 職場訪問・見学（東京校外学習）及び「礼状はがき新聞」 

「東京校外学習新聞」制作…１８時間（旅行的行事６時間を含む） 

旅行的な行事である東京郊外学習に、２学期実施予定の職場体験 

学習の事前学習として職場訪問・職場見学を取り入れた。その際、 

新聞記者の出前授業で学んだことが生かせるよう、質問事項を考 

え、相手先の都合を確認してインタビューや取材活動を行うよう 

働きかけた。 

日本の首都である東京都には地方には無いさまざまな企業や施 

設があり、その見学を通して、政治的、経済的、文化的な面から 

首都としての東京都の特徴を理解させるとともに、職場見学とそ 

の体験を通して，そこに働く様々な人々の様子から職業（種類， 

実際の仕事の内容，意義，自分の関心を持った点）について学習 

させ、それを「礼状はがき新聞」と「東京校外学習新聞」にまと 

め、発表させた。 

＜ 礼 状 は

＜ 壁 新 聞

＜ 記 者
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④「将来設計」「進路の計画」立案…１時間 

 ⑤ 新聞の「求人欄・広告調べ」…２時間 

生徒にとって一番の関心事である進学と 

仕事に関する資料として、高校を中退した先 

輩が後輩に向けて実社会での体験を語った 

メッセージを用意し、関心をもったところで 

「新聞の求人欄・求人広告調べ」を行った。 

「求人欄や求人広告」にはさまざまな情報 

が含まれており、実社会の状況の一端を容易 

につかむことができるからである。 

⑥職場体験学習…３４時間（事前指導８時間 職場体験学習１８時間 事後指導８時間） 

今までの学習の成果を生かし、生徒の興味・ 

関心を尊重し、７７カ所の受け入れ事業所を 

開拓・確保し、職場体験学習を実施した。 

事前指導として、訪問先調べ、訪問マナー 

の研修とロールプレーによる対話のシミュレ 

ーション、自己紹介カード（「私の履歴 

書」）の作成と事前訪問による打ち合わせを 

行い、３日間の職場体験学習を行った。  

事後指導の一つ目は、職場体験学習で自分が学んだポイントを「はがき新聞」にまとめ

て発表し、生徒が互いの知識や情報、気づいたこと等を話し合い、考えを深めていくこと

が出来るようにしたことである。このはがき新聞と礼状を各事業所に届けた。   

二つ目は、職場体験学習の成果発表会（１月３０日実施予定）で、一年生と保護者、及

び職場体験学習の際の受け入れ授業所の方々にむけたポスターセッションである。 

⑦ 「立志の決意」と「将来設計」「進路計画」の修正（２月実施予定）…３時間 

これからの生き方についての考えを整理し、「立志の決意」として作文にまとめる。 

また、学習活動を振り返り「将来の設計」「進路の計画」修正する。 

５ 成果と課題 

ＮＩＥを取り入れたことで、生徒達は「資格」「改正労働基準法施行」「年齢制限」「経

験優遇」「出来高制」等の実社会の状況を知り、実社会に目を向けて将来を考えていく

ことの重要性に気づき、「将来設計」や「進路計画」をじっくり考え、夢の実現に向け

て頑張ろうという意欲が高まった。また、様々な体験活動のまとめの際に「はがき新聞」

や「学習新聞」等の新聞制作活動に取り組んだことで、伝えたい内容の要点を適切に要

約して表現にしようという意欲と言語能力が高まった。さらに、「はがき新聞」によっ

て事業所や地域の方々との交流が生まれ、相手からの礼状や励ましの言葉を頂いたこと

が刺激となり、より充実した学校生活にしていこうという意欲も高まっている。 

課題は、これまでの取り組みで培ってきたキャリア教育に関わる能力を生かて、より

主体的、創造的に問題の解決や探究活動に取り組む態度を育てることである。 
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郷土や自分を誇り、自尊感情の高まった生徒の育成

～総合的な学習の時間の工夫・実践を通して～

みどり市立東中学校

Ⅰ 主題設定の理由

学習指導要領では、総合的な学習の時間の目標として、よりよく問題を解決する資質や能力の育

成、学び方やものの考え方を身に付けること、主体的、創造的、協同的に取り組む態度の育成など

を挙げている。そして、これらを教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習や探究的な学習を通し

て行うこととし、生徒が自己の生き方を考えることができるようにすることが求められている。し

かし現状では 「体験活動のみに終始してしまい、学習として成立していない場合がある 「文献や、 」

インターネットで調べたことをそのまま発表したり、書き写したりする表面的で深まりのない調査

活動となっている場合がある （ 総合的な学習の時間『キーワードは探究』平成20年 群馬県教育」「

委員会）などの指摘もあり、より主体的な問題解決力を培う場とするとともに、意味のある体験活

動にすることが課題とされている 「はばたく群馬の指導プラン」でも、児童生徒の関心や疑問の。

重視、教師の意図的な働きかけなどの重要性を挙げるとともに、地域や学校の特色、児童生徒の実

態等に応じた各学校独自の学習活動を展開することを求めている。

本校では、これまで総合的な学習の時間に 「自己を見つめる 「地域を見つめる」という二本柱、 」

を掲げ、地域の人々との関わりから自己の生き方を考える学習を行ってきている。特に「自己を見

つめる」学習では、学年ごとにライフサイクルに合わせた体験活動とともに、地域の教育素材であ

る富弘美術館と連携し、美術館見学、学芸員による出前授業や詩画制作、ボランティアによる詩の

読み聞かせ、富弘作品を用いた親子読書やはがき新聞の作成など、各教科や道徳等と関連をもたせ

。 、た実践を積み重ねてきた 本校の卒業生でもある星野富弘さんの作品をもとにしたこれらの学習は

生徒の豊かな心を育成する上で、大きな成果を上げている。

AZUMAこれらの成果や課題を受け、今年度は生徒の自尊感情を高めることをねらいに 「、

」をテーマに据えて、総合的な学習の時間に焦点を当てた研修を行っていくこととした。本PRIDE

校の生徒は、素直で礼儀正しく、落ち着いた態度で生活できる。さらに、何事にも真面目に取り組

み、努力を惜しまない。しかし、小規模校のために人間関係が固定化され、新たな人間関係を構築

する力が弱いなど、未熟さも見られる。それが、生徒の自信のなさにつながり、積極的に自分を表

現しようとする生徒が少ない一因にもなっている。生徒の自尊感情を高めるためには、達成感や成

就感を味わわせることが何よりも大切である。これまでの「自己を見つめる」ことを通して得られ

た学習の成果が生かされ、さらに誇りや自信となって身に付くことで、自尊感情を高めることがで

きると考えている。加えて、今年度は地域に貢献できる生徒の育成を視野に入れ 「地域を見つめ、

る」視点を重視し、郷土の誇りを探究する学習を充実させていく。東町は、豊かな自然や温かい人

、 。 、情味に溢れた地域であるとともに 地域の教育素材も豊富である これらを十分に活用することが

自己や地域を誇る生き方を生徒自身が見いだす一助になるものと期待している。このように、これ

、 、 。 、までの活動を基に さらに広がりのある総合的な学習の時間になるよう 活動計画を見直す また

昨年度の校内研修で取り組んできた「他者とのかかわりや学び合い」の力も生かせるようにする。

「学び合い」を通して得られた生徒の主体的な取組や学習成果の発信は、総合的な学習の時間の探

究活動をより深化させてくれるものと考えている。

以上のことから、総合的な学習の時間において、郷土や自分を見つめる探究活動を通して生徒の

自尊感情を高めたいと考え、本主題を設定した。

Ⅱ 研修のねらい

総合的な学習の時間において、地域の教育素材を生かしながら、学校行事や各教科、道徳等と関
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連させた探究的な学習となるよう工夫すれば、生徒が郷土や自分を誇ることのできる生き方を見い

だし、自尊感情が高まることを、実践を通して明らかにする。

Ⅲ 研修の見通し

総合的な学習の時間の活動計画を見直し、学校行事や各教科、道徳等との関連を図りながら、よ

り実効的な学習を展開すれば、生徒の自尊感情を高めることができるであろう。

○「地域を見つめる」学習において、校外学習や修学旅行などを通して他地域と比較する探究活

動を行えば、東町のよさや可能性に気付き、自尊感情を高めることができるであろう。

○「自己を見つめる」学習において、思春期体験や職場体験などの体験学習、富弘美術館や富弘

作品を用いた各教科等の学習などと関連させた探究活動を行えば、自分自身のよさや可能性に

気付き、自尊感情を高めることができるであろう。

Ⅳ 研修内容等

１ 基本的な考え方

(1) 郷土や自分を誇り、自尊感情の高まった生徒とは

本研修では 「自尊感情」を 「自分自身をかけがえのない存在、価値ある存在としてとらえ、 、

る気持ち」と定義する。

自尊感情を支えるものは 「誇りと自信」である。生徒が他者とかかわり合いながら様々な、

学習を行い、地域のよさを改めて発見・認識することは、郷土に対する誇りとともに、そこで

生まれ育ち学ぶ自分自身にも誇りをもつことにつながる。また、郷土の誇りの発信、体験や活

動に対する評価などを通して、達成感や成就感を味わうことは、何事に対しても積極的に取り

組む姿勢を育成することになり 生徒にとって確かな自信となるはずである このように 誇、 。 、「

りと自信」をもった生徒を「自尊感情が高まった生徒」ととらえる。

(2) 総合的な学習の時間の工夫・実践とは

総合的な学習の時間の活動を通して、生徒の自尊感情を高めていこうと考え、テーマを

「 」と定めた 「 」とは、誇り高く自信に満ちた生徒を育AZUMA PRIDE AZUMA PRAIDE。

成していくことである。

総合的な学習の時間に、各教科や道徳、学校行事との関連を図った、横断的な探究活動を行

うことで、東町にある優れた教育素材を存分に生かすことが可能となる 「地域を見つめる」。

学習では、１・２学年で東京校外学習、３学年で修学旅行と 「自己を見つめる」学習では、、

１学年で思春期体験や富弘美術館見学、２学年で職場体験、３学年で介護施設訪問や地域貢献

活動と、それぞれ関連をもたせることとする。さらに、運動会や文化祭などの行事を活用し、

「 」 。学習を通して見いだした を地域に向けて広く発信していく場面を設けるAZUMA PRIDE

これらを通して、地域やそこで生活する自分自身のよさや可能性に気付き、それらを誇れる気

持ちを育てていく。

２ 研修内容

生徒の自尊感情を高めるために、総合的な学習の時間の活動計画を改善する。

工夫と連携の強化(1) 富弘美術館を活用した諸活動の

、 。 、東地域で最も有効な教育素材は 富弘美術館である 星野富弘さんは本校の卒業生でもあり

生徒は小学校から様々な学習を通して富弘作品に親しんできている。特に最近は富弘美術館と

連携した学習を多く取り入れており、生徒の豊かな心の育成に大きな成果を上げてきた。

今までの活動をさらに一歩広げ、各教科や道徳との関連を図った総合的な学習の時間の探究

活動を設定していく。それにより、生徒の心がさらに耕され、現在及び将来の自己の生き方に
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ついて考えるきっかけになることが期待できる。より効果的な学習になるよう、これまで行っ

てきた体験活動を見直し、富弘美術館との新たな連携の仕方を探っていく。

(2) 校外学習や修学旅行を活用した、新たな探究活動の設定

生徒が自分の郷土に誇りをもてるようになるには、まず郷土について知ることが不可欠であ

る。東町で生活している生徒たちは、ふるさとについて深く考える機会が少ない。校外学習や

修学旅行で他地域に出向き見聞を広めることは、東町のよさを再認識するよい機会となる。

、 、これまで旅行的行事として行ってきた学習を 総合的な学習の時間の探究活動として見直し

「地域を見つめる」単元として位置付けることで、東町と他地域とを比較する視点を生徒に与

えることができる。さらに、整理・分析段階での思考力・判断力の育成、相手意識や目的意識

を明確にして学習の成果を発信することでの表現力の育成等にもつながることが期待できる。

３ 研修方法

（全体構想図参照）（１）研修の組織

（２）研修の経過

期 日 内 容

・今年度の校内研修について提案と検討４月

・全体計画案提案と検討

・前期学校訪問に向けての日程等確認

・参観ウィーク（各月最終週）

・校内研修の全体計画案確認５月

・ 地域を見つめる」学習の単元計画作成（学年部会）「

・前期学校訪問に向けて（授業者・指導案形式等確認）６月

・校外学習、修学旅行での探究活動

・前期学校訪問（授業公開・分科会・全体会）７月

・前期学校訪問での指導講評を受け、校内研修全体計画の見直し

・後期学校訪問に向けて（日程等確認）

８月 ・職員研修会

・後期学校訪問に向けて（授業者・指導案形式等確認）９月

・ 自己を見つめる」学習の単元計画作成（学年部会）「

・研究大会準備（単元・指導学年・資料・研修の内容等の確認）10月

・思春期体験、職場体験、地域貢献活動等の準備・実施

・県「総合的な学習の時間」部会、研究大会（兼後期学校訪問）11月

・後期学校訪問での指導講評を受けて研修内容等の見直し

・校内研修の検証とまとめに向けて12月

・今年度の研修のまとめ１～３月

・来年度の校内研修の方向性についての検討

（３）検証計画

検 証 の 観 点 検証の場面 ・ 検証の方法

・生徒の自尊感情を高める視点で横断 ・生徒の発表や話し合いの様子、活動状況などを

的・探究的な単元計画を作成し、実 観察する。

教 施することができたか。 ・参観ウィークを活用し、授業中の説明や板書、

・探究のプロセスに従い、生徒の思考 発問など生徒への投げかけなどを観察する。
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師 を促すための整理・分析・表現方法 ・ティームティーチング指導などにおける教師間

。などを工夫することができたか。 の協力的な指導状況を自己評価や相互評価する

・学校評価アンケートや生活アンケートの結果か

ら、生徒の自尊感情の高まりを見とる。

・自ら見付けた課題に基づく探究活動 ・生徒の行動や発言、表情や動作などから、主体

生 を通して、主体的な課題解決を行う 的な取組状況を観察する。

ことができたか。 ・制作物やポートフォリオによる記録などから、

徒 ・学習を通して様々な人やものと関わ 課題解決や探究の過程を見とる。

り、地域や自己の生き方を見つめ直 ・学校評価アンケートや生活アンケートの結果か

すことができたか。 ら、生徒の成長を見とる。

Ⅴ 全体構想図

学校教育目標

心身ともに健康で常に自分を高め、たくましく生きぬく生徒の育成

めざす生徒像

誇り高く自信に満ちた生徒（ ）ＡＺＵＭＡ ＰＲＩＤＥ

○自ら学ぶ生徒 ○自らきたえる生徒 ○自ら奉仕する生徒

研修主題

郷土や自分を誇り、自尊感情の高まった生徒の育成
ー総合的な学習の時間の工夫・実践を通してー

１学年 地域や人について知る

２学年 地域を愛し、人から学ぶ

３学年 地域に貢献し、誇りをもって生きる

地域を見つめる 自己を見つめる

校外学習や修学旅行 思春期体験や職場体験

富弘美術館との連携地域貢献活動

教科部会

校内研修全体会

学年部会

研修推進委員会
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平成２６年度 総合的な学習の時間 第１学年 単元計画

「 をもとう （ 時間扱い）１．単元名 AZUMA PRIDE 50」

( ) 「東地域の良さを知り、郷土に誇りをもとう」A

( ) 「郷土の先人について学ぶことで、自信を持って生きていこう」B

２．単元設定の理由

(1)生徒の実態から

生徒達は 自分達が住む地域が過疎化 少子高齢化の中 元気を失っていくことに対して憂、 、 、

。 、 、いを感じている その生徒達自身も 全校生徒数 名の小規模校の中で過ごしているため34

様々な活動において積極性に欠けたり 競争心や対抗心を表に出すことが少なかったりし 自、 、

信をもてないでいるのが現状である。

、 、 、 、そこで 自分たちが住む地域のよさを発見し それを学ぶことで 郷土に対して誇りを持ち

自分自身にも誇りが持てると考え、この単元を構想した。

(2)単元で育成したい資質や能力及び態度

【学習方法に関すること】

、 、 。・地域のよいところを検討し 検証方法を考え 情報を収集する方法を立案ことができる

・自身が設定したテーマに沿って調査活動を行い、発表することができる。

・地域社会の人々にふれることで、地域や自分にできることに興味を持つことができる。

【自分自身に関すること】

、 。・調査活動を行う際のテーマを明確にし 課題の解決に向け計画的に行動することができる

・居住する地域について知ることで地域をより愛することができる。

【他者や社会に関すること】

・各自の良さを生かし、共同して調査することができる。

・地域の人々や施設との関わりから、協力しあうことの大切さに気づく。

(3)教材について

地域のよさを発見するために 東京校外学習等で訪れた他文化圏との比較 地域の歴史や文、 、

、 、 。化 施設等から様々な視点を通して情報を収集し 見えてくる良さや課題があることに気づく

さらに 郷土の先人の業績や考え・生き方にふれることで 自分の住む地域や自分についての、 、

課題をより深く知り、課題を解決するための準備行う。

( )この教材では 生徒の居住地域である東町をより誇れるものにするために 東京と東町をA 、 、

比較させたり 校外学習での調査活動で実際に見学した施設や目にした自然・警官等から情報、

を収集したりする。そして調査活動を通して、改めて東地域の良さを実感する。

(Ｂ)生徒は、地域で学び過ごしてきた経験を学校や近隣施設での行事などで発揮してきた。

この教材では、地域の出身で偉大な業績を上げた方の考え方や生き方にふれることで、改め

て自分の生き方について考え、今後の生活に生かしていく。
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(Ａ)「東地域の良さを知り、郷土に誇りをもとう」

３．単元目標

郷土の施設や自然のすばらしさと東京校外学習で体験したり感じたりしたことを比較すること

で、郷土への愛を深め、自己のこれからの生き方に生かそうとすることができる。

４．単元の評価規準

学習方法に関すること 自分自身に関すること 他者や社会に関すること

○他地域の特色をとらえ ○自らの生活に密着している ○他の地域の良さも知りつ、

検証方法を考え 情報収 郷土の環境に立ち返り、そ つ、比較することで郷土評 、

集する方法を考えるこ のすばらしさに触れ、将来 のすばらしさを再確認価

とができる。 に対し、誇りを持って生き し、他者にも発信するこ規

○設定した課題解決のた ていくことができる。 とができる。準

め 事象を関連づけたり、

比較したりして考える

ことができる。

５．指導計画 ２２時間

主な活動内容 時数 〇指導上の留意点

つ １ 東町・東京の情報を整理す

か る。

む ○「東町」から連想できるものを ２ ○関連する情報をイメージ化し、収集すべ

考えてイメージマップを作る。 き情報全体の把握に有効であることを確

２ 課題を設定する。 認させる。

○郷土の良さを発見するために、 ○郷土（東）のいいところに着目して、校３

東京校外学習で、どんなことが 外学習を通して学習できることを考えさ

調べられるかを班別で話し合 せる。

い、計画を立てる。

追 ３ 情報を収集する 。。

究 ○インターネットを使って体験学 ○郷土のいいところと比較できるような東４

す 習や施設見学などの必要な情報 京の施設・関連するものを想定させる。

る を集めて、整理する。

○実際に校外学習に行き、計画に 行事 ○時間や内容を吟味させ、実際の行程計画

そって情報収集をする。 を立てさせる。

○体験して得た情報を分析する。 ○体験をもとに、東京と比較しながら郷土５

の誇れるものを確認させる。



27

ま ４ 調べたことやわかったことを

と まとめる。

め ○東京校外学習で得た情報と、実 ３ ○調べたことだけでなく、そこから自分で

る 生活の中から得た郷土東町の情 考えたことが重要であることを強調す

報から、郷土東町の良さを見い る。

だす。

○まとめた自分の考えや得られた ○予め、新聞の作り方を指導しておく。５

情報を新聞として他者へ発信で ○校外学習で学んだことから、郷土の誇れ

きるようにする。 るところを再確認させる。

(Ｂ) 「郷土の先人について学ぶことで、自信を持って生きていこう」

３．単元目標

郷土の先人の業績や生き方・考え方に触れることで、自己や社会を深く知り、郷土愛を深め、

自分に誇りを持って行動していく姿勢を身につけることができる。

４．単元の評価基準

学習方法 自分自身 他者や社会

○富弘美術館見学をはじめ町内 ○自らの地域に密着している ○先人が、地域や周りの人々

評 施設を訪れたり、文献等を通 郷土の先人の生き方に触れ に与えた影響を知り、どの、

価 して、生徒自身が体験したり 自分の将来に対し 誇りを持 ように地域や周りの人々と、

基 調べたりしたことから、課題 てる生き方を考える。 関連していくべきかを考え

準 を発見し、設定する。 る。

○課題解決のため、事象を関連

づけたり比較したりして考え

る。

２８時間５．指導計画

主な学習活動 ○指導上の留意点時数

つ １ 郷土出身で、社会で業績を挙げた

か 方に関する情報を整理する。

む ○偉大な業績を残した人物を多数挙 ２ ○どんな点が理由で尊敬しているのかをはっ

げ、尊敬できる事柄を考える きりさせる。

○自分の地域の出身で、多方面で活躍 ３ ○郷土出身で社会に出て活躍した方がいるこ

している方がいることを知り、その とを確認させる。

方の生き方・考え方を学ぶことで、

今後の自分の生き方に生かせること

を理解する。
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追 ２ 課題解決に必要な情報を集める。

求 ○どんな方法で、を調べたらいいかを １ ○その方の生き方や考えを知るために どん、

す 整理する。 な方策があるかを考えさせる。

る ○インターネットを使って調べる。 ５ ○インターネットによって得られた情報を一

度まとめさせてみる。

○実際での施設見学や参考となる場所 ６ ○博物館や施設見学により 調べたことと関連、

訪問等で調べたり体験したりする。 づけさせる。

３ 収集した情報を整理・分析する。

○インターネットや施設訪問等で調べ ６ ○調べたことをもとに社会で 活躍する人の考、

たり気づいたことをワークシートに え方に共通することは何かを考えさせたり

整理する。 する。

ま ４ 分かったことをまとめ、誇りをも

、 。と って 生きていくための参考とする

め ○自分と同じ郷土で育った方の生き方 ２ ○調べたことだけでなく そこから自分で考え、

る ・考え方から、自分の今後に参考と たことが重要であることを強調する。

なることを見いだす。

○自分のまとめたことを発表する。ま ３

た、友人の発表と、自分のまとめた

ことから、誇りを持って生きていこ

うとする姿勢を養う。
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■単元で育てようとする資質や能力及び態度

学習方法 自分自身 他者や社会

富弘美術館見学をはじめ町 自らの地域に密着している郷 先人が、地域や周りの

内施設を訪れたり、文献等を 土の先人の生き方に触れ、自分 人々に与えた影響を知り どの、

通して、生徒自身が体験した の将来に対し、誇りを持てる生 ように地域や周りの人々と関

り調べたりしたことから、課 き方 連していくべきかを考える。

題を発見し、設定する。課題 を考える。

解決のため、事象を関連づけ

たり比較したりして考える。

４． 単元の評価規準

学習方法に関すること 自分自身に関すること 他者や社会に関すること

① 他地域を訪れ、 ① 地域のよさを発見 ① 地域や施設の方々と積

視点をもって比較を し、地域を愛することが 極的と話し 情報を得よ、

する中で 自分の住む できる。 うとしている。評 、

東町のよさを発見す ② 地域のよさを発信す ② 地域の中で自分ができ価

ることができる。 る活動を行うことで、自 ることを考えている。規

② 地域のよさを 分にも自信をもつことが準

発信するために どの できる。、

ような方法があるか ③ 地域学習を生かし、

考えている。 自分の生き方を考えるこ

とができる。

５． 指導計画

主な学習活動 ○指導上の留意点過程 時数

すごいなと思える人物とその理由について ○郷土出身で社会に出て活躍した方がいる

考える。 ことを確認させる。

自分の地域にも、多方面で活躍している方 ５

がいることを知り その方の生き方・考え方、

、 。を知ろうとして そのための計画を立てる

課題解決に必要な情報を集める。 ○博物館や施設見学により、調べたことと

どんな方法で を調べたらいいかを整理す 関連づけさせる。、

る。 ○調べたことを元に社会で、活躍する人の

インターネットを利用して調べる １５ 考え方に共通することは何かを考えさせ

インターネット以外での情報収集の方法 る。



30

はどんなことがあげられるかを考える。 ◇課題解決のための行動・学習ができた

実際での施設見学や参考となる場所訪問 か。

等で体験したり調べたことを分析する。

調べたことや分かったことをまとめ 自分 ○調べたことだけでなく、そこから自分で、

のこれからの生き方について考え 職業への ５ 考えたことが重要であることを強調する。、

関心を深める。 ◇郷土の誇れる先人の生き方・業績から、

これからの生き方や職業への関心が深まっ

たか。
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平成２６年度 総合的な学習の時間 第２学年 単元計画 

１． 単元名 「地域のよさを見つけ、AZUMA PRIDE を育てよう」（70 時間扱い） 

（A）「東地域のよさを見つけ、より誇りあるものにしよう」 

（B）「自分の可能性を探しだそう」 

２． 単元設定の理由 

(1) 生徒の実態から 

生徒達は、自分達が住む東地域が過疎化、少子高齢化の中、元気を失っていくことに対し

て憂いを感じている。その生徒達自身も、全校生徒数 34 名の小規模校の中で過ごしているた

め、様々な活動において積極性に欠けたり、競争心や対抗心を表に出すことが少なかったり

し、自信をもてないでいるのが現状である。 

 そこで、自分たちが住む東地域のよさを発見し、それを利用して自分たちのもつ能力や自

分が生活する東地域や他地域のよさを活かそうとする態度を身につけるため、この単元を構

想した。 

(2) 単元で育成したい資質や能力及び態度 

【学習方法に関すること】 

   ・東地域のよさを検討し検証方法を考え、情報を収集する方法を立案する。 

   ・自身が設定したテーマに沿って調査活動を行い、発表する。 

   ・身近な人の生き方や、他地域での活動から、東地域や自分でできることに興味を持ち、自

分の役割や生き方、地域社会について深く知る。 

【自分自身に関すること】 

・調査活動を行う際のテーマを明確にし、課題解決に向けて計画的に行動する。 

・居住する地域に発見した他地域のよさを取り入れる活動を通して、東地域をより愛そうと

する。 

・自分のもつ夢や特性、職場体験学習などから、自分の将来への目標をもつ。 

【他者や社会に関すること】 

・各自の特技を活かし、共同して調査する。 

・共同で仕事をすることの大切さに、職場体験や地域の人々の様子から気付く。 

(3) 教材について 

 東地域のよさを発見するために、東京校外学習で訪れた他文化圏との比較、地域の歴史や

文化、施設等から様々な視点を通して情報を収集し、見えてくるよさや課題があることに気

付く。さらに自分を取り巻く環境や自分自身をよく知るために、近隣地域での職業体験を通

して情報を収集し、自分の住む東地域や、自分の特性をより深く知る。 

（A）生徒たちの居住地域である東町をより誇れるものにするために、東京と東町を比較させ

たり、校外学習での調査活動で実際に見学した施設や目にした自然・景観等から情報を収集

したりする。そして、調査活動を通して発見した「東京のよさ」や「東町のよさ」を地域に

活かしていく方法を提案していく。 

（B）自己の特性、身近な人の仕事への姿勢を基に、自分とは何か、仕事とは何かを考えさせ、

職場体験（キャリアドリーム）で実際に仕事を体験することで、普段の学校生活とは違う将

来に対する考えや自分に対する気づきが生まれる。この気づきを基に仕事に対する思いや、
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自分ができること、やらなければならないことなどを考える。 

（A）「東地域のよさを見つけ、より誇りあるものにしよう」 

３．単元目標 

 東地域をより誇れる町にするために、調査活動を行うことを通して、東地域のよさを見つめると

ともに、他地域のよさを居住する地域に生かす方法を考える。 

 

４．単元の評価規準 

 学習方法に関すること 自分自身に関すること 他者や社会に関すること 

評
価
規
準 

○他地域のよさを検討し、検

証方法を考え、情報を収集

する方法を立案しようと

する。 
○設定した個別のテ－マを

もとに調査活動を行い、発

表しようとする。 

○調査活動を行う際のテ－

マを明確にし、課題の解決

に向けて積極的に行動し

ようとする。 
○居住する地域に発見した

他地域のよさを取り入れ

る活動を通して、地域をよ

り愛そうとする。 

○各自の特技を生かし、共同

して調査しようとする。 

５．指導計画 

 主な活動内容 時数 ◯指導上の留意点 

つ 

か 

む 

１ 東地域・東京に対するイメ－ジを広

げる。 

○東地域から連想するものでイメ－ジマ

ップを作成する。 
◯東地域と東京の違いを考え、東京にし

かないもの・東地域にしかないものを

それぞれ整理する。 
 
 
 
２ 課題を設定する。 

◯東地域にはなく、東京で学んでくるこ

とができるものを予想し、どんなテ－

マで東京での調査活動を行うかを立案

する。  【個別のテ－マの設定】 
○個別のテ－マをもとに、似たテ－マを

設定した生徒同士でグル－プを作り、

班別のテ－マを設定する。 
【班別のテ－マの設定】 

 
○班別のテ－マ・視点に沿って訪れる施

設・見学場所をインタ－ネットを用い

て調べ、設定する。 

○設定した施設・見学場所それぞれでど

のようなことを調べてくるのか、見学

の際の視点を設定する。 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
 
○東地域イメ－ジマップの作成、東地域と東

京を比較する活動を通して、東地域にしか

ないもの・東京にしかないものを整理させ

る。 
○イメ－ジマップを作成させる際には、東地

域のイメ－ジを幅広く出させるために端

的に単語を繋げていくように声かけをす

る。 
 
○整理したワークシートを用い、より東地域

を誇れる地域にするために東京でどんな

ことを学んでくるのかを考えさせ、調査活

動を行う際の視点・テ－マを決定させる。

○視点については 1 つに限らず、複数持たせ

るようにする。 
○グル－プを作る際には、似たようなテ－マ

を掲げた生徒同士で組ませることで見学

施設・場所を決定しやすいようにする。 
 
 
 
○それぞれの施設・見学場所についての調査

の視点は、個別のテ－マに沿ったものにな

るように声かけをする。 
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追

究

す

る 

３ 情報を収集する。 

◯東京校外学習（行事） 
＜情報収集＞ 

○個別のテ－マに沿って自然の景観の観

察やパンフレットの収集、施設の見学、

写真の撮影などの調査活動を実際に行

う。 

行事

 
◯事前に設定した個別のテ－マをもとに東

京の実態を把握・調査させる。 
◯調査の際に、気付いたことや感じたことを

すぐに記述するよう事前に指導する。 

４ 収集した情報を整理・分析する。 

○事前に設定した各施設・見学場所での

調査の視点に対して、調査活動で得た

視覚的な情報・パンフレット・自身の

メモなどをもとに、気付いたこと・分

かったことをワークシートに整理す

る。 
○各施設・見学場所での気付いたこと・

分かったことをもとにして、個別のテ

－マについて自分なりの考えをもつ。 
○各施設・見学場所で気付いたこと・分

かったことをもとに、どんなことを伝

えていくのかを他地域（東京）と東地

域との比較から検討する。 
◯東京で見つけた「東京のよさ」を東地

域にどう生かせることができるかを考

える。また、東京で見つけた「東地域

のよさ」をこれからどうしていくべき

なのかを考える。 

10  
◯事前に設定した個別のテ－マに対する考

えをワークシートに整理させ、その自分な

りの考えが「東京のよさ」、また「東地域

のよさ」につながることを伝えるようにす

る。 
 
○調査活動の中で見つけた東京のよさはど

んなものであったのかを共有するために

グル－プでの話し合い活動を行わせる。 
◯調査に基づき、見出した自分なりの課題へ

の答えをもとに、その「東京のよさ」を東

地域に生かす視点から整理するように声

かけをする。 
◯東京で「東地域のよさ」を再認識した生徒

については、今後そのよさをどうしていく

べきかという視点を投げかけるようにす

る。 

ま 

と 

め 

る 

５ 分かったこと、東地域をより誇りのあるも

のにするための提案をプレゼンテ－ショ

ンにまとめる。 

◯自身のテ－マへの答えを基に、東地域

をより誇れる地域にするための提案を

する。 
◯プレゼンテ－ションを用い、自身が行 
った調査活動の結果をまとめる。 

○絵コンテのワークシートを用いて、プ

レゼンテ－ションを作成する際の内容

の構成を考え、記述する。 
○作成した絵コンテを用いて、実際にプ

レゼンテ－ションを作成する。 
 
 
 
 
 
６ 発表を行い、次年度への見通しをもつ。

○自身の作成したプレゼンテ－ションを

用いて、東地域をより誇りのあるもの

にするための提案を 1 年生に向けて発

表する。 
○３年生の地域貢献の発表を聞き、自身

の提案と比較したり、提案を具体化す

るための方策を考えたりする。 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
○端的に調べてきたこと・調査活動で分かっ

たこと・東地域に生かせることを、撮影し

てきた写真や文章表記を混ぜ合わせなが

ら表現させるため、また、起承転結を意識

しながら自身の調査活動をまとめるため

に４枚のプレゼンテ－ションを用いらせ

る。 
◯プレゼンテ－ションを作る際には、自分の

テ－マにあった発表の構成をワークシー

トに整理させるようにする。 
◯東京で学んだことを東町にどのように活

かすことができるのかを写真や文章表記

で具体的に表現させるようにする。 
 
 
 
○発表を行う前には、お互いに発表を見合う

ことで他人の発表の内容・仕方から自身の

発表に生かせるものを探させるようにす

る。 
○３年生の地域貢献の発表を聞かせ、次年度

の総合的な学習の時間の見通しをもたせ

る。 

 

○技術科との関連 
「ディジタル作品を設計・制作しよう」

○国語科との関連 
「印象に残るせつめいをしよう」 
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（B）「自分の可能性を探しだそう」 

３． 単元目標 

 家族や身近な人、事業所で働く人々との関わりや東地域にゆかりのある人々の生き方から自

分の役割や生き方を考え、追究することを通して、自己や社会をより深く知る。 

４． 単元の評価規準 

 学習方法に関すること 自分自身に関すること 他者や社会に関すること 

評

価

規

準 

○職場体験を通して、仕事

に対する意義や自分の役

割について知ることがで

きる。 

○自分の特性や職場体験か

ら知ったことをまとめる

ことで、自分を深く知る

ことができる。 

○周囲の大人の意見や職場

体験から仕事の意義につ

いて考えることができ

る。 

５． 指導計画 

 主な活動内容 時数 〇指導上の留意点 

つ

か

む 

１ 自分と仕事の関係を考える。 

○仕事は何のためにするのかを考

え、自分が仕事を通して社会に果

たす役割について知る。 

道徳との関連→４－（５）勤労観 

○身近な家族になぜ仕事をしてい

るのかを聞き、仕事をする意味

や、家族の考え方に触れる。 

道徳との関連 

→４－（６）「家族愛」 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○イメージマップで様々な意見を抽出し、

付箋を用いて生徒同士で共有し、それぞ

れ、自分、社会、家庭などの分野にわけ

てわかりやすく整理させる。 

○星野富弘さんの詩から家族の大切さを

感じさせ、仕事のもつ側面のひとつとし

て捉えさせる。 

 

 

 

２ 職場体験（キャリアドリーム）

に向けた準備を行う。 

○職業適性診断を使用して自分の

特性を知り、どのような仕事が向

いているかを知る。 

○診断や自分の夢、趣味などを基

に、業種を絞り、その業種につい

て調べる。 

○職場体験を行う事業所を決定す

る。 

○事前訪問の準備をする。 

○事前訪問に行き、職場体験の内容

を知る。 

○職場体験が自分にとってどのよ

うな意味をもつのかを事前訪問

を基に確認し、職場体験の学習目

標を立てる。 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○職業適性診断で導き出された職業が多

く、どの職業が自分に向いているか決め

られない生徒には、自分がやってみたい

業種を考えさせ、向いている仕事が何か

をつかませる。 

○学年で業種が偏らないようにし、より多

くの職業について生徒が触れられるよ

うに配慮する。 

 

○履歴書の書き方や社会でのマナー、電車

での通勤方法などを知らせ、仕事をする

上で必要なことを学ばせる。 

○校外での活動のため、安全、行動などに

気を付けさせる。 

○分からないことがあったら質問をする
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など、前向きに取り組ませる。 

追

究 

す 

る 

 

３ 職場体験から情報を収集する。

○体験した内容を日誌に記入する。

○職場体験を行い、仕事をする意味

やなぜこの仕事を選んだかなどを

一緒に働く人の表情、行動、話な

どを基に知る。 

行事

 

 

 

 

 

 

 

○仕事に対するマナーや取り組み方につ

いて考えさせ、正しい仕事への向き合い

方を身に付けた上で体験させる。 

○職場体験全体を通して小さなことでも

記録するよう助言する。 

 

４ 得られた情報を分析する。 

○職場体験を記録した日誌や、自分

が感じたことから、自分ができた

ことや特性、役割、自分が新たに

身に付けられたことを分析する。

○事業所の人の様子から、仕事をす

る意味を分析する。 

６ 

 

 

 

 

 

 

○自分のできたことや身に付けられたこ

とが見つけられない生徒には、体験を詳

しく思い出させ、思い出した内容から助

言を加える。 

○分析ができない生徒に対しては、日誌な

どに記録した様子から感情や考え方な

どを抽出し、箇条書きさせる。 

ま

と

め

る 

５ 仕事や自分についてまとめる。

○体験した事業所や業種、仕事をや

る意味や自分ができたこと、自分

の新たに気付いた特性、役割など

を分析した情報を報告書にまと

める。 

○自分のできたことや特性、役割、

仕事場の様子などの情報をわか

りやすく壁新聞にまとめる。 

 

 

 

１５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○仕事をやる意味や自分ができたこと、自

分の特性をまとめられない生徒には、予

想と実際との相違や職場体験でできた

ことを中心に助言する。 

 

○わかりやすく、見やすい壁新聞を作るこ

とに留意させる。 

○壁新聞の内容は、体験した仕事の業種紹

介、自分で仕事を行ったときの感想、自

分が仕事でできたこと、事業所の方々の

様子や話などからまとめさせる。 

６ 壁新聞に対する意見をまとめ

る。 

○全校生徒に壁新聞を見てもらい、

思ったことなどを付箋に書いて

もらう。 

○付箋をワークシートに貼り、意見

の整理をする。 

○整理された内容を基に、自分の生

活を振り返り、次年度の活動へつ

なげる。 

６  

 

○付箋には気になることや、わかりにくい

ところ、難しそうなところなどを書かせ

る。 

○仕事に関する価値観を、KJ 法を利用し

て類型化し、付箋を自分の気持ちに一番

近い場所に貼らせるようにする。 

○自分への反省だけではなく、できたこと

やよいところを確認させ、今後の生活に

活かすよう助言する。また社会での役割
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などを考えさせ、奉仕の精神を育てる。
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平成２６年度 総合的な学習の時間 第３学年 単元計画

「 を発揮し、発信しよう （７０時間扱い）１．単元名 AZUMA PRIDE 」

２．単元設定の理由

(1)生徒の実態から

生徒達は、自分達が住む地域が過疎化、少子高齢化の中、元気を失っていくことに対して

憂いを感じている。その生徒達自身も、全校生徒数３４名の小規模校の中で過ごしているた

め、様々な活動において積極性に欠けたり、競争心や対抗心を表に出すことが少なかったり

し、自信をもてないでいるのが現状である。

そこで、自分たちが住む地域のよさを発見し、それを発信することで、郷土に対して誇り

を持ち、自分自身にも誇りが持てると考え、地域のよさやよりよい発信方法を探究するため

に、この単元を構想した。

(2)単元で育成したい資質や能力及び態度

【学習方法に関すること】

・他地域との比較の中で見える自分が住む地域のよさや郷土の歴史や文化を調査し探究する

ことで見つかるよさを、校内の他学年、家庭や地域、みどり市、そしてもっと広い地域に

発信するためにはどんなことができるかを考える。

【自分自身に関すること】

・地域のよさを発信することで、地域に誇りを持ち、その地域で生まれ育ち学ぶ自分たちに

も自信をもつことができるようになる。

【他者や社会に関すること】

・地域の人々や団体、施設と積極的に関わり、課題を解決しようとする。

・地域において、自分は何ができるかを考える。

(3)教材について

、 、 、地域のよさを発見するために 修学旅行等で訪れた他文化圏との比較 地域の歴史や文化

施設等から情報を収集し、探究していく。見つけたよさを、どのように発信し、理解しても

らうか、実現のために何が必要かを話し合い、地域の団体やマスコミに協力を仰ぎ、課題を

解決していく。

３．単元目標

学校教育目標で示された「 」とは何かを探究していく中で、地域のよさを発AZUMA PRIDE

見し、発信していくことができる。さらに、地域の誇りを自分自身に置き換え、自尊感情を高め

ることができる。そして、中学校卒業に向けた進路学習の中で自分の生き方を考えることができ

る。
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４．単元の評価規準

他者や社会に関することア 学習方法に関すること イ 自分自身に関すること ウ

①他地域を訪れ、視点をも ①地域のよさを発見し、地 ①地域や施設の方々と積極

って比較をする中で、自 域を愛することができ 的に話し、情報を得よう

評 分の住む東地域のよさを る。 としている。

価 発見することができる。 ②地域のよさを発信する活 ②地域の中で自分ができる

規 ②地域のよさを発信するた 動を行うことで、自分に ことを考えている。

準 めに、どのような方法が も自信をもつことができ

あるか考えている。 る。

③地域学習を生かし、自分

の生き方を考えることが

できる。

５．指導計画 ７０時間

主な活動内容 時数 ○指導上の留意点

つ １．学校教育目標「 ○「 」を学校教育目標にした意AZUMA AZUMA PRIDE１

か 」から課題を見つけ 図を説明する。PRIDE

む る。

２．他地域と東地域を比較し、 ○事前に比較する視点を明らかにして、焦点化２

地域のよさを発見する計画 した比較ができるようにする。

を立てる。

３．大阪・京都から学べるも ○旅行計画の班別行動の中に比較する行動を入４

のを予想して、課題を設定 れ込む。

する。

４．修学旅行（行事） 行事 ○課題とした視点をもとに体験・比較するよう

＜情報収集＞ にする。

追 ５ 「 」と呼べ ４ ○あらかじめ設定した視点から比較をさせる。． AZUMA PRIDE

究 る地域のよさは何かを探究 ○違いはどこから生まれるのかを探究する。

す する。 ○他地域のよさを東地域でも生かせるのかを考

る ○「 」として える。AZUMA PRIDE

① 誰もが認める内容を調べる。

４追 ６．発信内容や方法を考える。

究 ○計画を立てる。 ○多くの人に知ってもらう方法を考えさせる。

す ○関係機関と打ち合わせをす ○地域の人々や施設と連携して行うようにす

る る。 る。

② ○地域だけでなく学校のよさ ○多くの人が集まる学校行事等を活用して発信

も発信できるようにする。 できることをヒントとして与える。

７ 「 」として ○自分達が地域に出て行って行えることも考え． AZUMA PRIDE ３５

地域や学校のよさを発信す させる。
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る。

○学校行事を活用して発信す ○具体的な行動で発信するようアドバイスす

る。 る。

○活動をマスメディアやイン ○情報モラル教育で学んだことを生かし、東中

ターネットを活用して発信 ブログで発信させる。

する。

１０ ○プレゼンテーションを作る際には、自分たち８ 他学年に． 「 」AZUMA PRIDE

の実践に合った発表の構成を考えさせ、具体と、それをどのように発信

的に表現させる。してきたのかを発表する。

ま ９ 「 」を理解 ○進路学習や地域貢献活動などを通じて、自分． AZUMA PRIDE １０

と し、進路学習と関連させて と地域を結びつけて考えるようにする。

め 自分の生き方に結びつける。 ○この地域で生まれ育ち学ぶ自分を誇りに思え

る るようにアドバイスしていく。
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中学校総合的な学習部会会則

第一条【名 称】

本部会は、群馬県小学校中学校教育研究会中学校総合的な学習部会と称する。

第二条【目 的】

本部会は、次のことを目的とする。

１ 群馬県内中学校における総合的な学習の時間の振興と充実を図る。

２ 研修諸活動を積極的に行い、会員個々の資質・指導力の向上を図り、自ら学

び自ら考える力をもった生徒の育成に資する。

３ 県内の教育研究団体との連携・協力を図り、総合的な学習の時間の進展に寄

与する。

第三条【事 業】

本部会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

１ 全県規模による研究大会の開催

２ 総合的な学習の時間に関する調査研究活動

３ 研修諸活動への援助・協力

４ 研究紀要・研究資料等の刊行

５ 小学校総合的な学習部会との連携・協力

第四条【組織】

本部会は、群馬県小学校中学校教育研究会中学校総合的な学習部会の会員をもっ

て組織する。

第五条【役員・参与】

本部会に次の役員を置く。

１ 部 会 長 １ 名

２ 副部会長 ３ 名

３ 理 事 若干名 各郡市代表２名（校長理事、教諭理事）

４ 監 査 若干名

５ 事務局員 若干名

６ 参 与

第六条【役員・参与の任務】

１ 部会長は、本部会を代表して会務を統括する。

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長不在の場合はこれに代わり会務を統括

する。

３ 理事は、各郡市を代表し、会務の運営・処理に当たる。

４ 監査は、本部会の事業、会計を監査する。

、 、 。５ 事務局員は 部会長・副部会長を補佐し 本部会の事業の円滑な運営を図る

６ 参与は、本部会の指導助言に当たる。

第七条【役員・参与の選出】

１ 部会長・副部会長は、県内４地区（中毛、西毛、北毛、東毛）の校長理事か

ら互選により選出する。

２ 理事は、各郡市の世話係校長１名並びに教諭１名をもって充てる。

３ 監査は、理事会において推薦し、部会長が委嘱する。

４ 事務局員は、部会長が理事会の承認を得て、委嘱する。

５ 参与は、部会長が委嘱する。
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第八条【事務局】

本部会の事務局を部会長所属の学校または、部会長が定めた学校に置く。

第九条【事務局の構成・任務】

１ 事務局の構成

○ 事務局長 １名

○ 書 記 ２名

○ 会 計 ２名

２ 事務局員の任務

○ 事務局長は、事務局を統括し、本部会の円滑な運営に努める。

○ 書記・会計は、事務局長を補佐して本部会の書記・会計・編集の任に当た

る。

第十条【役員・参与の任期】

役員・参与・事務局員の任期は１年間とするが再任を妨げない。

第十一条【本部役員会の設置・構成】

本部会は、本部役員会を設置し、必要に応じて部会長が招集するものとする。

本部役員会は、次の役員をもって構成するものとする。

○ 部 会 長 １名

○ 副部会長 ３名

○ 事務局長 １名

○ 事務局員 ４名

第十二条【定例会議】

本部会の定期会議を次のように定める。

１ 総 会 全理事をもって構成し、年１回の開催を原則とするが必要に応

じて部会長が招集できるものとする。

２ 本部役員会 部会長が招集し、年１回以上開催することを原則とする。

第十三条【運営費】

本部会の運営費は、群馬県小学校中学校教育研究会中学校総合的な学習部会の予

算（県費補助金と会費）をもって充てる。

第十四条【会員改正】

本会則の改正は、本部役員会の決議と総会の承認を必要とする。

第十五条【細 則】

、 、 。本会則の施行の細則については 本部役員会の決議を定め 総会の承認を求める

附 則 本会則は平成１２年６月７日より実施する。

（平成 年６月７日 理事会にて承認）研究大会開催担当について 12

１ 研究大会開催ブロック

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ ２８H

東 毛 → 中 毛 → 西 毛 → 北 毛 → 東 毛→ 中 毛→西 毛

授業公開・授業研究会・講演会など２ 内 容

各地区の校長（教頭）理事・教諭理事と本部・事務局が実行委員と３ 運 営

して運営に当たる。



ブロック 地　区 理　事　名 学　　校　　名 〒 学　校　所　在　地 電　話　番　号 ＦＡＸ番号 備考

中村　和夫 前橋市立第一中学校 371-0805 前橋市南町1-20-5 027-224-7731 027-224-7730

池田　政志 前橋市立第六中学校 371-0852 前橋市総社町総社1762－1 027-251-6661 027-251-6674 編集委員

髙橋　慶一 伊勢崎市立境西中学校 370-0126 伊勢崎市境下武士872-2 0270-74-1068 0270-74-1072 副部会長

秋山　優 伊勢崎市立第三中学校 37２-0001 伊勢崎市波志江町1903－1 0270-24-2151 0270-24-2150

林　栄司 高崎市立吉井西中学校 370-2128 高崎市吉井町本郷45 027-387-3993 027-387-8642 副部会長

青柳　寿一 高崎市立倉渕中学校 370-3404 高崎市倉渕町岩水215-１ 027-387-3993 027-387-8642

飯出　哲夫 上野村立上野中学校 370-1617 多野郡上野村楢原113 0274-59-2040 0274-59-2589

熊谷　香保里 神流町立中里中学校 37０-0162 多野郡神流町神ヶ原422 0274-58-2517 0274-20-6155

今井　典幸 安中市立第二中学校 379-0133 安中市原市2245-2 027-385-7857 027-385-9545

渡辺　優子 安中市立松井田東中学校 379-0221 安中市松井田町新堀236-16 027-393-1122 027-393-2903

並木　伸一 南牧村立南牧中学校 370-2806 甘楽郡南牧村大日向1045 0274-87-2501 0274-87-2550

神戸　智宏 下仁田町立下仁田中学校 370-2601 甘楽郡下仁田町下仁田26 0274-82-2049 0274-82-2093 編集委員

亀井　優  桐生市立中央中学校 376-0034 桐生市美原町2-15 0277-45-2974 0277-45-2975 副部会長

薗田　晃司 桐生市立清流中学校 376-0034 桐生市東3-7-1 0277-45-2974 0277-45-2975

髙柳　薫 太田市立藪塚本町中学校 379-2304 太田市大原町695 0277-78-2838 0277-78-2082

松橋美智子 太田市立西中学校 373-0056 太田市八幡町24-1 0276-22-3305 0276-22-3364 編集委員

中村　健　 館林市立第三中学校 374-0035 館林市青柳町1751-78 0276-72-4061 0276-72-4167

川島　久幸 館林市立多々良中学校 374-0075 館林市西高根町50-23 0276-72-4025 0276-72-4012

三ツ屋　雄一 みどり市立東中学校 376-0304 みどり市東町神戸47 0277-97-2439 0277-97-2590 研究大会

上原　朱美 みどり市立東中学校 376-0304 みどり市東町神戸47 0277-97-2439 0277-97-2590 研究発表

柴崎　誠一 大泉町立北中学校 370-0518 邑楽郡大泉町城之内2-24-1 0276-62-2059 0276-63-8343

星野　理奈 大泉町立北中学校 370-0518 邑楽郡大泉町城之内2-24-1 0276-62-2059 0276-63-8343

中島　誓子 沼田市立多那中学校 378-0317 沼田市利根町多那732 0278-53-2698 0278-53-3199

林　秀多 沼田市立沼田東中学校 378-0002 沼田市横塚町1118 0278-22-2472 0278-22-9859 編集委員

千明　哲也 渋川市立金島中学校 377-0027 渋川市金井2007-1 0279-22-2547 0279-23-9468

清水　良人 渋川市立渋川北中学校 377-0027 渋川市金井1044 0279-22-2546 0279-23-9279

高橋　道泰 東吾妻町立東中学校 377-0301 吾妻郡東吾妻町箱島1690 0279-59-3018 0279-59-3027

宮下　昌之 草津町立草津中学校 377-1711 吾妻郡草津町草津464－27 0279-88-2227 0279-88-2230

田村　正紀 みなかみ町立月夜野中学校 379-1313 利根郡みなかみ町月夜野80 0278-62-1605 0278-62-1615 部会長

奈良　福夫 川場村立川場中学校 378-0101 利根郡川場村谷地2494 0278-52-2331 0278-52-2481

小川　勇之助 群馬大学教育学部附属中学校 371-0052 前橋市上沖町612 027-231-4651 027-231-3164

大井　衛 群馬大学教育学部附属中学校 371-0052 前橋市上沖町612 027-231-4651 027-231-3164

下田　俊彦 群馬大学教育学部附属中学校 371-0052 前橋市上沖町612 027-231-4651 027-231-3164
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利根

館林

沼田

東毛

渋川・北群馬

事務局

西毛

吾妻

富岡
甘楽

桐生

みどり

安中

北毛

高崎

〈平成２６年度　「中学校総合的な学習部会」理事名簿〉上段；理事校長、下段；理事教諭

邑楽

前橋

伊勢崎

藤岡
多野

太田

中毛
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