
あきた発，主体的な学びへの挑戦 
－「あきたのそこぢから」の先にあるもの－ 

高い志を育てるあきた型キャリア教育の在り方 
－今，秋田県のキャリア教育に求められているもの－ 



刊行にあたって

東日本大震災から１年が経ちましたが，被災地にあっては，津波で発生した

がれきの処理が進まないなど復興の途上にあります。また，原発事故による放

射能汚染から解放されるのは数十年先と言われています。この未曾有の大災害

に遭遇して，私たちは，人間が大自然の前にいかに無力であるかを思い知らさ

れました。しかしその一方で，いたわり合う人と人の絆や，生活を立て直すた

めに知恵を出し合い行動する，人間のたくましさを再認識することにもなりま

した。

変容する社会の中では，既成のシステムを見直し，新たな思考の枠組みを構

築するための創造力が，これまで以上に求められると感じております。教育の

場においても，平成21年度の幼稚園教育要領を皮切りに,今年度は小学校で新

学習指導要領が全面実施となり，次年度以降は中学校，高等学校と順次実施さ

れていきます。教員一人一人には，次の時代を担う子どもたちの「生きる力」

を育てるために，教育の新しい流れを柔軟に取り入れ，社会の要請に対応でき

る教育力を身に付けていく必要があると考えます。

当総合教育センターでは，このような社会や教育の動向を踏まえ，本県の学

校教育をとりまく課題の解決に役立つことを目指して，実践的な研究を重ねて

おります。今年度は，基本研究課題「『生きる力』を育む豊かで特色ある学校

の創造」の解決に向け，昨年度の提言に基づきながら，「あきたのそこぢから

と高い志を育てる学校教育の充実」を研究主題として設定し，プロジェクト研

究を進めてまいりました。その成果を「主体的な学び」と「高い志を育てるあ

きた型キャリア教育」の２つの視点からまとめ，２月の第26回教育研究発表会

で提言しました。これらの提言が，各学校の教育実践に活用され，本県学校教

育がなお一層充実発展していくことを願うものです。

末筆になりましたが，今年度の研究を推進するに当たり，多くの学校の皆様

に多大な御協力をいただきましたことに，心より感謝申し上げます。

平成24年３月

秋田県総合教育センター

所 長 風 登 森 一
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昨年度，総合教育センターでは「一人一提案授業」と「志を育む」という二つの提言を

しました。短期的視点による「一人一提案授業」の提言は，新学習指導要領総則の趣旨を

踏まえた「提案授業」を全員が実践・共有し，それを財産にしようというものでした。

また，長期的視点による「志を育む」という提言は，児童生徒の５年後，10年後，また

教室の外で活躍する姿を見通し，一人一人の高い志を全員で育んでいこうというものでし

た。

そしてこの二つの学びの提言について，校種を貫き，家庭や地域も一体となった「オー

ル秋田」で取り組んでいくことを，再認識することができたと思っています。

平成23年度は，昨年度の「学びの提言」に基づいて，秋田県が抱えている課題解決に向

けた主題を設定し，二つの視点から掘り下げ，提言を行うこととしました。

一つ目の視点は，「あきた発，主体的な学びへの挑戦－『あきたのそこぢから』の先に

あるもの－」です。

また，もう一つの視点は，「高い志を育てるあきた型キャリア教育の在り方－今，秋田

県のキャリア教育に求められているもの－」です。

それぞれの視点からの提言を次に示します。

第26回秋田県教育研究発表会において発表

平成24年2月9日（総合教育センター講堂）

主 題 あきたのそこぢからと高い志を育てる学校教育の充実

〈視点１〉 あきた発，主体的な学びへの挑戦

―「あきたのそこぢから」の先にあるもの―

〈視点２〉 高い志を育てるあきた型キャリア教育の在り方

―今，秋田県のキャリア教育に求められているもの―

第26回秋田県教育研究発表会

秋田県総合教育センター

秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要
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皆さんもご承知のとおり，秋田

県は平成19年からの全国学力・学

習状況調査で，良好な結果を維持

しています。秋田の教育について

の書籍もたくさん出版されていま

す（図Ⅱ－１）。

早速ですが，秋田県マスコット

キャラクター「スギッチ」からク

イズが出されています。このグラ

フをご覧ください。中学校３年生

の全国学力調査の結果です。さて，

秋田県のグラフは，青でしょうか。

赤でしょうか。

秋田県は，赤です（図Ⅱ－２）。

図Ⅱ－１
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Ⅱ あきた発，主体的な学びへの挑戦
－「あきたのそこぢから」の先にあるもの－
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実は，この調査は，昭和39年に

行われた全国学力調査の結果です。

現在に至るまでのこの40数年の間

に，秋田県が取り組んできたもの

は，「校内研修を全校的なものとす

ること」「教師のがんばりの成果は，

必ず子どもに反映されるので，子

どもの姿で評価すること」「授業を

一番に大事にすること」など，学

校教育の原点に忠実なものでした。

これに秋田県の特色である，ふる

さと教育やあきた型授業改善などを

通して，あきたのそこぢからが培わ

れてきたといえるでしょう（図Ⅱ－３）。

昨年度，当センターでは，この昭和から培われてきた秋

田の底力を，教師の「ミニマムスタンダード」として，こ

のような冊子にまとめました（図Ⅱ－４）。この冊子は，当

センターのホームページで公開しております。是非ご活用

ください。

さらに，昨年度の全国学力・学習状況調査によると，「家

で授業の復習をする」「苦手な教科の勉強をする」などの家

庭学習に関する項目で全国平均を大きく上回っています。

また，無解答率が低いということや，記述式の問題に粘り

強く取り組む意識が高いといった成果が出ています（図Ⅱ

－５）。

図Ⅱ－３

図Ⅱ－２

図Ⅱ－４
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これらのことから，本県の子ど

もたちは，諸調査において，

大変意欲的な学習態度が身に付い

ていると評価されています。

ところで，先生方は，秋田の子

どもたちについてのこうした話を，

実際どのように感じているでしょ

うか （図Ⅱ－６）。今まで述べて

きた秋田の子どもたちのイメージ

と，普段クラスにいる子どもたち

を重ね合わせたとき，いかがでし

ょうか。

全国トップクラスの学力をもち，

意欲的に学習に取り組んでいると

いう実感をもつでしょうか。

そこで提言します。

「主体的な学びをしかける」で

す。意欲的な学習態度がすばらし

いと評価されている秋田の子ども

たち。その先を考えます（図Ⅱ－

７）。

図Ⅱ－６

図Ⅱ－５

図Ⅱ－７
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例えば，身近な例で言うと，秋田の子どもたちは，家庭学習ノートで決められたページ

をやり，毎日提出しています。意欲的な学習態度です。しかし，もしもそれが課題ではな

く，提出したい人だけが提出するとなれば，毎日家庭学習ノートに向かうでしょうか。私

たちは「学んでいることが分かり，学びを楽しいと感じて，自ら進んで学び続ける子ども」

「新しいことができるようになり，もっとやりたいと思い，自分らしく学んでいく子ども」

の姿を，「意欲的」の一歩先にあるものと考えました。

そして，このような主体的な学びができる子どもを育てていくためには，教師の意図的

な関わりが必要不可欠です。教師から主体的な学びをいかにしかけていくか，これからは

そこが問われてきます（図Ⅱ－８）。

ここから，秋田県内で行われて

いる「主体的な学びへのしかけ」

がある授業を見ていきたいと思い

ます。今年度も「あきた県立わか

杉学園」を想定し，そうした例を

集めて，その「しかけ」を探って

いきましょう（図Ⅱ－９）。

図Ⅱ－８

図Ⅱ－９
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小学校５年生の社会科の実践で

す。「自動車工場の工夫について」

というテーマでグループで話し合

っています。その話合いの流れを

見てみましょう。青という意見が

続けて出ました。赤という違う意

見が出たことで，先ほど青だった

女の子が，黄色の意見に変わった

ようです（図Ⅱ－10）。

そのことで最初の男の子も意見

が変わりました。その後も，様々

な意見が，テンポよく出て話合い

が進んでいき，グループの結論は

青にまとまったようです。意見が

変わる様子を時間を追って円柱で

表してみました。このように短時

間で全員が何度も発言する話合い

ができました。大事な「しかけ」

はこの後です（図Ⅱ－11）。

このような話合いをした子ども

たちに，話合いの内容を語らせる

とき，どのように問いかけたらい

いのでしょうか。

図Ⅱ－ 10

図Ⅱ－ 10

図Ⅱ－ 12

図Ⅱ－ 11
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仮に先生が「答えはどうなりま

したか。」と聞いたとしましょう。

子どもたちは，話合いをした先に

は，正しい答えだけが求められる

のだなと考えるでしょう。すると，

話合いは正しい答えを考えること

が目的になってしまい，その過程

は重要ではないと子どもたちは考

えるようになるかもしれません（図

Ⅱ－12）。

それでは，どのような発問をす

ると主体的な学びへのしかけにな

るのでしょうか。青という答えを

聞いた後で，このクラスの先生は

「どのような話合いをして青にな

ったのですか。」という発問をしま

した。すると，子どもたちは，答

えはもちろん大事だけれども，そ

の答えを導き出した過程がもっと

重要なのだと考えることでしょう。

話合いの過程で出た赤や黄色の意

見が表に出ることで，自分の発言

が大切にされていると子どもたち

は感じることができます。先生の

発問や助言で，子どもが学びをど

う捉えるかが変わってくるのです

（図Ⅱ－13）。

発問の重要性については，「あき

たのそこぢから」の『た：確かな

発問が授業を変える』の中でも取

り上げられています。この秋田の

先生方のミニマムスタンダードを，

主体的な学びへのしかけとして，

捉え直してみたということです（図

Ⅱ－14）。

スギッチが呼んでいます。中学

校の教室です（図Ⅱ－15）。中学校

３年生，公民的分野の授業です。

図Ⅱ－ 14

図Ⅱ－ 13

図Ⅱ－ 15
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グループで話合いをしています。

子どもたちは，意欲的に話合いを

しています。真剣な表情とともに，

考え発せられる一言一言に責任感

や重みが感じられます。

どんなしかけがあったのでしょ

うか（図Ⅱ－16）。

まず，挙げられるしかけは，こ

の学習課題です。これはなかなか

重い課題ですが，重要なことは，

この課題の答えは一つではないと

いうことです。答えが一つではな

い課題は，学習者全員の考え，そ

して，多様な考えを引き出します。

答えが一つだけで，誰かがその答

えを見付けると完結してしまうよ

うな問いの授業では，意欲的なの

は一部の子どもたちだけです。大

半の子どもたちは，受け身の学習

になってしまうことを教師は既に

知っています（図Ⅱ－17）。

二つ目のしかけは，「あなたは裁

判員に選ばれました。死刑判決に

関わらなければなりません。」とい

図Ⅱ－ 16

図Ⅱ－ 17

図Ⅱ－ 18

秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要

－8－



秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要

う条件付けがなされていたことで

す。子どもが当事者意識をもって

考えられるよう，しかけられてい

たのです。このしかけにより，子

どもたちは，真剣に考えたり，話

合いの内容を深めたりできたので

す（図Ⅱ－18）。

秋田の子どもたちは，素直でが

んばり屋です。教師が発問すると，

間違いなく，一生懸命に答えよう

とします（図Ⅱ－19）。

しかし，このように，教師が「問

い」を発し，子どもが答えるとい

うやり取りだけでは，十分ではあ

りません。例えば，もし，教師の

問いがなかったら，どうでしょう。

子どもたちは問われるまで，じ

っと待ち続けてしまうかもしれま

せん。それに，もっと留意しなけ

ればならないことは，このような

学習だけでは，子どもにとっては

得るものの少ない結果になるとい

うことです。これでは子どもの表

情も曇ってしまいます（図Ⅱ－20）。

大切なのは，教師からの発問が

子どもの中に取り入れられ，学び

の原点である「問い」そのものが，

子どもの中に生まれたり，引き出

されたりするしかけになっている

という点です。「当事者意識」とし

て考えさせるようにしかけたこと

は，まさにこの点に合致するので

す。「なぜだろう」，「もっと知り

たい」，「調べたい」，「これからど

うすればよいのだろう」などの問

いをもった子どもは，主体的な学

図Ⅱ－ 19

図Ⅱ－ 20

図Ⅱ－ 21
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びをしていくことができるのです。

（図Ⅱ－21）。

話合いをしている生徒を観察す

ると，生徒は自分自身が思いも付

かなかった視点からの意見に驚い

たり，共感したりしている姿が見

られます。話合いであると同時に

認め合いのような印象を受けます。

自己存在感や自己有用感を感じ，

楽しい時間を過ごしているのです

（図Ⅱ－22）。

学習課題の重要性については，

「あきたのそこぢから」の『ぢ：

ちゃんと考えをもたせる助言の在

り方』でも取り上げられています

（図Ⅱ－23）。

スギッチが呼んでいます。今度

は高等学校の教室です（図Ⅱ－24）。

高校３年生の倫理の時間です。

ここでは，ジグソー学習の手法

を取り入れた授業が展開されてい

ます（図Ⅱ－25）。

図Ⅱ－ 22

図Ⅱ－ 23

図Ⅱ－ 24

図Ⅱ－ 24
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簡単に，ジグソー学習の流れを

見てみましょう。

初めに，学習の母体となるホー

ムグループを作ります。その中で，

あるテーマについて，いくつかの

視点で分けた学習課題（ここでは

Ａ，Ｂ，Ｃ）を誰が分担するか決

めます（図Ⅱ－26）。

次に，学習課題Ａ，Ｂ，Ｃごと

のグループに分かれます。そこで，

課題解決に向けた活動をし，他の

課題に取り組んでいる人たちへ説

明する準備をします。

その後，初めのホームグループ

に戻ります。そして，課題別のグ

ループで話し合ったことをお互い

に報告し合い，よりよい課題解決

のために学び合いをします（図Ⅱ

－27）。

図Ⅱ－ 25

図Ⅱ－26

図Ⅱ－ 27

－11－



この時，自分の担当した課題に

ついて，自分の言葉で，他の人に

伝わるように説明することになり

ます。この活動が，自分の理解状

況を認識したり，新たな疑問をも

ったりすることにつながります。

また，同時に他の人から別の課

題についての説明を聞き，自分が

担当した課題との関連を考える中

で，それぞれの課題について理解

を深めていきます（図Ⅱ－28）。

授業の様子を見てみましょう。

真剣に相手の話を聞いたり，ノー

トにまとめようとしたりする姿が

見られます。

これは，一人一人に役割が与え

られ，責任をもって学習活動に取

り組んでいるからなのです。生徒

の表情からは，自己存在感や自己

有用感が感じられ，充実した学習

に結び付いていることが分かりま

す（図Ⅱ－29）。

また，このジグソー学習には，

次のようなしかけを見ることがで

きます。一人一人の小さなピース

を集め，まとめる過程で，一人一

人の中に「これでよいのだろうか」

「どうすればよいのだろうか」と

いう問いが引き出されます（図Ⅱ

－30）。

図Ⅱ－ 28

図Ⅱ－ 29

図Ⅱ－ 30
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少しずつ調整を図ったり，新し

い発想をしたりすることで，学び

合いが活性化され，知が統合化さ

れるのです。

このようなジグソー学習の手法

は，どの校種でも活用できるしか

けの一つになります。

また，小学校，中学校，高等学

校と，豊かな学びが蓄えられるこ

とで，より深みのある問いにつな

がるのではないでしょうか（図Ⅱ

－31）。

このような「学習形態」を工夫

する大切さも，「あきたのそこぢか

ら」の『そ：相互に啓発する授業

を』で取り上げられています（図

Ⅱ－32）。

以上のように，小学校，中学校，

高等学校の教室で共通していたし

かけは，「学び合い」でした（図Ⅱ

－33）。

昨年の秋に県内小学校・中学校

・高等学校 505人の先生方にアン

ケートにご協力いただき，普段の

図Ⅱ－31

図Ⅱ－ 32

図Ⅱ－ 33
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授業で多くするように心掛けてい

るものについて伺いました。

一番多かったのは「児童生徒が

考えたり話し合ったりする時間」

であり，全国の先生を対象にして

ベネッセコーポレーションが行っ

た同じ質問の回答と比べたものが

このグラフです。全校種において，

グループ活動などを通しての話合

いの時間を多く取り入れ，大切に

していることが分かります。つま

り，グループでの学び合いが，日

常的に行われているということな

のです。これをより主体的な学び

にするために，ここまで見てきた

ような様々な工夫のある「しかけ」

を是非意識していただければと思

います（図Ⅱ－34）。

さて，休み時間になって，スギ

ッチは廊下に出ました。わか杉学

園には，学校のあちらこちらに子

どもたちの興味を引くコーナーが

設置されています（図Ⅱ－35）。

廊下には回文で遊べるパネルが

飾られており，図書館では読書サ

ポーターの協力を得て，本の展示

の仕方を変えたところ，蔵書の中

身は変わっていないのに，本を読

む子どもがぐっと増えました。好

きな本をたくさん読ませるだけで

なく，目に触れさせ，書かせ，話

し合わせるなど，言葉や考えを温

める機会を作ります。

言語環境を整え「しかける」先

生がいることで，子どもたちの「主

体的な学び」が醸成されます（図

Ⅱ－36，37）。

図Ⅱ－ 35

図Ⅱ－ 34

図Ⅱ－ 36
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当センターでは，言語はあらゆ

る学習の基盤と捉え，子どもの言

葉の力を育てるポイントを「こと

ばナビ」にまとめ，ホームページ

上にコンテンツとして公開してい

ます（図Ⅱ－38）。

「ことばナビ」は，子どもたち

の言葉の力を育てるためのナビゲ

ーターと言えます。学校は言葉を

磨く場であり，教師自身の言語感

覚は，子どもたちに言葉の力を付

ける上で大きな影響力をもってい

ます。教師の言語感覚が磨かれる

ことで，子どもたちが問いを立て

る力が付くのではないでしょうか

（図Ⅱ－39）。

そこで「ことばナビ」では，言

語環境を整え，言語活動を充実さ

せるために，言葉遣いチェックリ

ストをはじめ，言葉を磨くための

いろいろなアイディア，紹介して

います（図Ⅱ－40）。

図Ⅱ－ 37

図Ⅱ－ 38

図Ⅱ－ 39
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また，言葉の力を育てるために

は，技術的なことだけではなく，

子どもたちが安心して話ができる

集団づくりも大切です。

「ことばナビ」は，これからも

さまざまな機関とリンクし，更新

していきますので，是非ご活用く

ださい（図Ⅱ－41）。

ここまで，「わか杉学園」を舞

台に，「主体的な学びへのしかけ」

を探ってきました（図Ⅱ－42）。

図Ⅱ－40

図Ⅱ－42

図Ⅱ－40

図Ⅱ－ 41

秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要

－16－



最後に，「主体的な学び」の中で

成長してきた生徒の姿として，金

足農業高等学校の「ヤマビルプロ

ジェクト」を取り上げたいと思い

ます（図Ⅱ－43）。

新聞等でも何度か取り上げられ

ているので，ご存じの方も多いと

思いますが，ヤマビルプロジェク

トとは，地域の方々がヤマビルの

被害でとても困っているというこ

とを聞いた金足農業高校の生徒た

ちが，その解決のために立ち上げ

たプロジェクトです。

ヤマビルを寄せ付けない忌避剤

の開発に取り組み，現在，特許を

申請しています。

その取組を見てみましょう（図

Ⅱ－44）。

プロジェクトのメンバーは，１

年生の時に，道徳講話として地元

の農家の方から話を聞く機会があ

りました。

図Ⅱ－ 43

図Ⅱ－ 44

図Ⅱ－ 45

図Ⅱ－ 44
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その中で，農作業中にヤマビル

に襲われることがあまりにも多く，

もう農業をやめたいと思っている

という話を伺い，「農業を学んでい

る自分たちに何かできることはな

いだろうか」という問いを立て，

使命感を感じながら，研究がスタ

ートしました（図Ⅱ－45，46）。

ヤマビルを寄せ付けない成分を

発見する実験を行うために，山林

へヤマビルの捕獲に入り，多い時

で週５日間，約500匹を捕まえたそ

うです。活動計画は，先生に相談

はしましたが，全て自分たちで考

えたとのことです。休みの日も自

主的に学校に来て，研究を続けま

した。休日に友達から遊びに誘わ

れても，「今日はヒルだから……。」

と，断ることもしばしばあったよ

うです（図Ⅱ－47，48）。

図Ⅱ－ 46

図Ⅱ－ 47

図Ⅱ－ 47

図Ⅱ－48

図Ⅱ－ 46
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３年間で繰り返した実験は，お

よそ1000回。市販の忌避剤もある

のですが，効果が低いため，安価

で，持続性のある忌避剤の開発を

目指しました。そして，ついに有

効な忌避剤の開発に成功したので

す。なぜ，1000回も実験を繰り返

すことができたのでしょうか。や

らされ感では無理かもしれません。

仲間とともに，協力して試行錯誤

を繰り返し，話し合う中で，本物

の「喜び」や「感動」，「達成感」

を獲得したからだと考えます（図

Ⅱ－49）。

そんな生徒たちを指導しているのは，博士号教員の田中大介先生です。この秋田魁新報

の記事の中に，田中先生の生徒たちとの関わりが示されています。主体的に学ぶ意欲を伸

ばしていくために田中先生はしかけとして，「生徒を研究者として対等に扱うこと」，「研

究の進め方については支援という立場をとること」を心掛けたといいます。あくまでも，

このプロジェクトの主役は生徒で，教師はサポーターなのです。

相互の信頼関係の上に，生徒と距離を保つことで，生徒の中にプライドを芽生えさせ，

問題は自分で解決させるという姿勢が見えてきます（図Ⅱ－50）。

この研究の成果は，生徒たちの手で発信され，全国的な場で高く評価されました。そし

て，その中には高校生のレベルを超える場所での発表もありました。

図Ⅱ－ 49

図Ⅱ－50
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例えば，東北大学で開かれた複

合生態フィールド科学国際学会は，

他の参加者は大学院生から各国の

研究者ばかりという本格的な研究

の場でした。当然，発表はすべて

英語です。それでも田中先生はあ

くまで見守るだけだったそうです。

生徒たちは自分たちでＡＬＴの先

生に英語を見てもらい，見事にや

り遂げました。そして，審査員特

別奨励賞を受賞したのです（図Ⅱ

－51）。

研究を通して生徒が身に付けた

力は，ヤマビルに関する専門的な

知識や実験の技能にとどまりませ

ん。学ぶ楽しさを知って，他教科

へも広がった学習意欲と学力の向

上，地域の人たちと接する中で身

に付けたコミュニケーション能力，

研究発表する準備の中で獲得した

プレゼンテーション能力，これら

はいずれも主体的な学びがあった

からこそ身に付けられたのです（図

Ⅱ－52）。

そして，こうした姿は，何も高

等学校だけで生まれたのではなく，

小学校，中学校，高校学校を通し

て培われたものがあったからこそ

です。校種を貫いて同じ方向を向

いて取り組んでいくことの大切さ

が分かります（図Ⅱ－53）。

図Ⅱ－ 51

図Ⅱ－ 52

図Ⅱ－ 53
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研究活動を経た今，生徒たちは

次のようなキャリアプランを立て

ています。

○地域が困っていることに対応で

きる研究者になりたいです。

○研究を通して，とてもおもしろ

く楽しい体験をしました。そう

いった研究の成果を，自分が教

えられるようになって秋田の農

業を担う子どもたちに伝えたい

です。

主体的な学びが身に付くことで，今の学びを自分の将来へつなげて考えることができる

ようになり，キャリア教育の視点からもすばらしい成果が挙がっています。

以上，金足農業高校のヤマビルプロジェクトに主体的な学びの姿を見てきました（図Ⅱ

－54）。

今回の提言では，「主体的な学びをしかける」として，この５つの実践を見てきました

（図Ⅱ－55）。

図Ⅱ－54

図Ⅱ－ 55
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この他にも，キーワードはいろいろと考えられます。ここに挙げたものはほんの一部で

す（図Ⅱ－56）。こうしたしかけは，「子どもの側から」（図Ⅱ－57），「教師の側から」（図

Ⅱ－58），「心に訴えるもの」（図Ⅱ－59），「手を使うもの」（図Ⅱ－60）などの視点から

考えていくのもよいでしょう。

図Ⅱ－ 56

図Ⅱ－57 図Ⅱ－ 58

図Ⅱ－59 図Ⅱ－ 60
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これは，先程と同じアンケート

で「全校的な体制で授業改善に取

り組んでいますか」と尋ねた結果

です。これによると，県内の先生

方の93％が全校的な体制で授業改

善に取り組んでいると回答してい

ます。これがまさに「本県の強み

である」と言っても過言ではあり

ません（図Ⅱ－61）。

この秋田の強みを生かし，明日から，主体的な学びへのしかけづくりに，オール秋田で

取り組んでいきましょう。あなたの明日の「しかけ」は何ですか（図Ⅱ－62）。

図Ⅱ－61

図Ⅱ－ 62
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先週（平成24年１月30日），国立社会保障・人口問題研究所より，今後50年間で日本の

人口は8,600万人余りにまで減少するという推計が発表されました。年少人口及び生産年

齢人口減少の一方，老年人口が増加する，少子高齢化時代がこの先どんどん進む様子が分

かります（図Ⅲ－１・２）。

図Ⅲ－２図Ⅲ－１
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Ⅲ 高い志を育てるあきた型キャリア教育の在り方

－今，秋田県のキャリア教育に求められているもの－
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そして，こちらは昨年（平成23年）10月１日現在の秋田県の人口ピラミッドです（図Ⅲ

－３）。少子高齢化は，特に本県においては危機的な状況，喫緊の課題であることが，一

目瞭然の形になっています。ちょうど今，小・中・高等学校に当たる年代がこの実線の台

形の部分，そして21世紀を折り返すとき，今私たちの目の前にいるこの子どもたちが社会

を支える年代，ふるさと秋田を支える年代になるわけです。未来はこの子どもたちにかか

っている，そして，この子どもたちの教育に携わる者にかかっていると言っても，言い過

ぎではないかもしれません。

秋田で活躍する３名の方々に，秋田の子どもたち，秋田の教育に期待することを伺いま

した（図Ⅲ－４）。

図Ⅲ－３

図Ⅲ－４

秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要

－25－



○今野 仁さん（図Ⅲ－５）

常に目の前には真っ白い紙が

渡されている感じで，それで何

かしろと言われたときに，鉛筆

で何か書いたり，折り紙をして

みたり，丸めてみたり，いろい

ろ考えられますが，その真っ白

い紙の前で立ちすくまないよう

にして欲しいということです。

白い紙が与えられているという

のは「チャンス」ですから，も

のをゼロから創っていく力が試

されると思います。

○渋谷明美さん（図Ⅲ－６）

秋田の若い子たち全員がクリ

エイターになってもらうようよ

うな「しかけ」というのも面白

いと思います。へんてこなもの

ができたとしても，それが才能

だって言うことですよね。杓子

定規にはまるような教育じゃな

くて，言いたいことがあってイ

ンパクトがあるものが一つあれ

ば，それがもう今は，世界的に

発信力のあるものになっていき

ます。その子たちが大きくなる

と自然に発信するようになる，

そういうことができないものか

と思っています。

○大場清悦さん（図Ⅲ－７）

ゴールに着いた時に，真っ直

ぐゴールした人と回り道してき

た人を比べて，もしいろいろな

ものを得ることが，回り道した

人の方が多かったりすれば，ど

ちらが正解かというのは，分か

図Ⅲ－５

図Ⅲ－６

図Ⅲ－７

秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要

－26－



らない気がします。

３名の方々から，秋田の子ども

たち，秋田の教育への熱い願いを

いただきました。

子どもたち一人一人の未来，ふるさと秋田の未来のために，学校は何ができるのでしょ

う（図Ⅲ－８）。

平成18年に「教育基本法」が改正され，教育の目標の一つとして「職業及び生活との関

連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと」と新たに盛り込まれました。それを踏まえ，

翌年には学校教育法が改正，さらに平成20年には政府が教育振興基本計画を閣議決定し，

「小学校段階からのキャリア教育を推進する」と明記しました。平成11年に登場した「キ

ャリア教育」という言葉ですが，ちょうど学習指導要領改訂と時期を同じくし，国の方針

として重点化されたのです。そして，今年度小学校から順次全面実施となる学習指導要領

には，随所にキャリア教育が目指す目標や内容が盛り込まれています（図Ⅲ－９）。

秋田県では，昨年10月「あきたの教育振興に関する基本計画」で，今後目指す教育の姿

図Ⅲ－８

図Ⅲ－９
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を，「ふるさとを愛し，社会を支える自覚と高い志にあふれる人づくり」と発表しました。

これも，キャリア教育の視点を重視したものであることは明らかです。当センターでも昨

年度の教育研究発表会において，長期的な視点に立って「志を育む」ことを提言させてい

ただきました。キャリア教育こそが，児童生徒一人一人の未来，ふるさと秋田の未来をひ

らくカギと言えるのではないでしょうか（図Ⅲ－10）。

キャリア教育は「一人一人の社会的自立・職業的自立に向け，必要な基盤となる能力や

態度を育てることを通して，キャリア発達を促す教育」です（図Ⅲ－11）。

図Ⅲ－10

図Ⅲ－11
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時間割の中に「キャリア教育の時間」というものはなく，学校の教育活動全体を通して

どの時間においても行われます（図Ⅲ－12）。

そして，どの時間においても育てるべき力は，基礎的・汎用的能力です。これは，学校

における学びの中で育てる力であると同時に，社会人として実際に求められる力で，４つ

示されています。どの校種においても，キャリア発達に応じて一人一人に獲得させること

を目指します。これが示される以前の，いわゆる４領域８能力の例を基にしたキャリア教

育全体計画を立てている学校も，徐々に基礎的・汎用的能力への移行を進めていく必要が

あります。そして，これらは学校・地域等の実情，児童生徒の実態に応じて，具体的に設

定されなければなりません（図Ⅲ－13）。

図Ⅲ－12

図Ⅲ－13
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しかし，やらなければならないと思ってはいても，キャリア教育の実践に不安がある先

生もいらっしゃるのではないでしょうか（図Ⅲ－14）。

でも，ご安心ください。新しい教育がまた加わった，また増えて忙しくなったというこ

とでは決してありません。それぞれの学校，それぞれの先生方は，これまですでに実践し

ていることがたくさんあるのです。それを，キャリア教育の視点で捉え直すこと，キャリ

ア教育の視点で整理することによって，見晴らしがよくなり，未来を見通した効果的な実

践になると考えられます（図Ⅲ－15）。

図Ⅲ－14

図Ⅲ－15
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特に秋田は，先生方がこれまで

努力され蓄えられてきた財産の宝

庫なのです。キャリア教育は学校

の教育活動全体を通して，実情，

実態を踏まえて行われるというお

話をしました。その実情，実態も

全て「持ち味」。今回，学びの提

言ではあきた型キャリア教育を考

えるキーワードを「持ち味」とし，

これまでの秋田の財産を捉え直す

ことを考えました（図Ⅲ－16）。

ティームティーチングや少人数学習，家庭学習の習慣等，秋田には学びの「持ち味」が

たくさんありますが，やはりキャリア教育を推進していく上で特に着目したいのは，平成

５年から学校教育共通実践課題として取り組んできた「ふるさと教育」です。ふるさと秋

田のよさの発見や愛着心の醸成，ふるさと秋田に生きる意欲の喚起など，これまでの「ふ

るさと教育」の成果をキャリア教育の視点で捉え直してみましょう（図Ⅲ－17）。

ここからは，ふるさと教育を踏まえて行われる，教科におけるキャリア教育と総合的な

学習の時間におけるキャリア教育の実践の例を見ていきたいと思います（図Ⅲ－18）。

まずは，教科における例を見てみましょう。

図Ⅲ－16

図Ⅲ－17
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昨年度の全国学力・学習状況調査の質問紙調査によると，県民性もあるのか，秋田の児

童生徒は表現することを苦手とする傾向にあります（図Ⅲ－19）。それでも，教室の中で

の学びに限るなら，習得した言語や話型等を活用して表現する力を，先生方が工夫して引

き出しています。

学びと社会とのつながりを意識し，教室の外でも輝くために，ここでは多くの先生方が

普段から実践している，新聞を活用した授業とキャリア教育について考えてみます（図Ⅲ

－20）。

図Ⅲ－18

図Ⅲ－19
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昨年（平成23年）夏，秋田県民

を熱くさせた，能代商業高等学校

野球部の快進撃は記憶に新しいと

ころです。私たち県民に大いなる

勇気と希望を与えてくれました。

例えば，複数の新聞を比較し，そ

の表現に学ぶ学習活動において，

このような記事を活用したら，授

業はどう変わるのでしょう（図Ⅲ

－21）。

これまで国語科の授業で習得し

た知識や技能が，記事の読み解き

において活用されるとき，身近な

ふるさと秋田の素材が教材化され

ることで，教室の外の世界がぐっ

と近くに感じられるのではないで

しょうか（図Ⅲ－22）。

また，新聞の編集の仕方を調べ

る学習活動などで新聞社の協力を

得たり，取材してまとめる学習活

動で地域の協力を得たりすること

図Ⅲ－20

図Ⅲ－21

図Ⅲ－22
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は，当然，国語科として授業のねらいを達成するために，手立てとして行っているもので

す（図Ⅲ－23）。

しかし一方，新聞社や地域の協力を得ながら体験的な学習活動を進めることは，「社会

への関心が高まった」など，「人間関係形成・社会形成能力」といった，キャリア教育の

ねらいも達成することになります（図Ⅲ－24）。

副次的に身に付く力という捉えではなく，意図的に身に付けさせることこそ，教科にお

けるキャリア教育なのです。

図Ⅲ－23

図Ⅲ－24

－34－



秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要

続いて，栗田養護学校高等部環境・福祉科の家政科の実践についてです。

家政科では，教科のねらいの中に「職業」という言葉が入っていて，これ自体がキャリ

ア教育と深く関わるものになっています。学習する分野の中から，「調理，製菓，食品」

に関わる，「喫茶くりの木」の実践をご紹介します（図Ⅲ－25）。

高等部環境・福祉科は，県内の特別支援学校で初めての職業教育を行う学科です。校内

で毎週開いている「喫茶くりの木」は，地域の住民の方々との交流を深めるとともに，接

客マナーについて学ぶ場にもなっています。

図Ⅲ－25

図Ⅲ－26
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キャリア教育の視点から見ると，接客という場面を意図的に設定することで，「人間関

係形成・社会形成能力」「課題対応能力」を養うことができる学習活動になっています。

特別支援学校では，将来の自立と社会参加を目指して，地域との交流を大切にしながら，

一つの学校の中で小学部から高等部まで貫いたキャリア発達の共有がなされているのです

（図Ⅲ－26）。

教科のねらいとともに，キャリ

ア教育のねらいを達成する授業を

意図的・系統的に進めることで，

学びと社会とのつながりを考えな

がら問いを発し，教室の中だけで

はなく，教室の外でも輝く子ども

が育てられるのではないでしょう

か。教室の中の学びは全て教室の

外につながっていることを，教師

自身もさらに意識したいものです

（図Ⅲ－27）。

総合的な学習の時間におけるキャリア教育は，例えばどのような実践になるのでしょう

（図Ⅲ－28）。

図Ⅲ－27

図Ⅲ－28

－36－



秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要

これは藤里中学校の事例です。「目指せ！藤里マイスター」という総合的な学習の時間

の中の，「ゆとりあ藤里まるごと学習」について，ご紹介します（図Ⅲ－29）。

生徒は２班に分かれ，一つの班は町内の宿泊施設である「ゆとりあ藤里」でのホテル業

務体験，もう一つの班は，町内を巡りながらよさ探しをする「藤里ツアー」体験後，ホテ

ル業務体験班の接客を受けながら宿泊をし，２日目はそれが入れ替わった体験活動を行う

というものです。中学校の新しい学習指導要領では，総合的な学習の時間の例示として，

新たに「職業や自己の将来に関する学習活動」が加わりました。それを踏まえたこの実践

では，「自分のよさを生かして生きていく力」の育成をねらいとしています（図Ⅲ－30）。

図Ⅲ－29

図Ⅲ－30
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生徒たちの声を紹介します。

○実際に働いてみて，いつも何

気なく使っているものに手間

が掛かっていることを知りま

した。これからは大切に使い

たいと思いました。

○今回接客をしてみて，笑顔と

挨拶が一番大切だと思いまし

た。

○「働く」ということは，とて

も大変だと思いました。そう

いう大変なことを家の人が毎

日やってくれているので，感

謝したいと思いました。

○盛り付けは簡単そうでしたが，実際にやってみると難しかったです。すごくこだわっ

ていることが分かりました。

など，学習を振り返った生徒たちの言葉から，キャリア教育のねらいに迫る体験活動にな

っていることが分かります（図Ⅲ－31）。

ふるさと秋田の様々な素材を「持ち味」とし，それを教材化して授業づくりを行ってき

た先生方であれば，これまでも何らかのキャリア教育の視点をもったねらいを設定してき

たことと思います。これまでの実践を基に，最も身近な社会である地域の力とともに，ふ

るさと秋田の学びをつくり，ともに秋田の子どもたちを育てていきたいものです（図Ⅲ－

32）。

図Ⅲ－31

図Ⅲ－32
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これまでキャリア教育について，あまり意識して工夫し実践することが無かったという

学校，先生方も，ふるさと教育などの秋田の「持ち味」を踏まえて日常の実践を捉え直す

ことで，基礎的・汎用的能力を身に付けさせ，さらにはふるさと秋田への一層の愛着，ま

た，社会を支える自覚も育てることができるのです。これまでの実践に自信と誇りをもっ

て，キャリア教育の視点で整理し，さらに次の段階，未来をひらいていく意識を一層強く

し，行動する段階にきているのです（図Ⅲ－33）。

教室の外へと学びがつながり，未来をひらくために行動する，北秋田市の実践をご紹介

します（図Ⅲ－34）。

図Ⅲ－33

図Ⅲ－34
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「内陸線の未来を見つめて」と

いうテーマで，昨年（平成23年）

11月，地元小，中，高校生，秋田

大学の学生，地域住民，そして県

と地元自治体・企業が一堂に会し

て，「ふるさとの未来・再考フォ

ーラム」が開催されました。

小学校の発表では，内陸線の歴

史に地域住民の声を織り交ぜ，小

学生なりの視点で現在の内陸線を

捉えていました。児童の，地域に

対する純粋な思いに接した参加者

からは，「涙が出てきた」という

感想もありました（図Ⅲ－35）。

中学校は，地元の魅力をランキ

ングで発表していました。1位に

選んだのは名所旧跡ではなく，日

頃親しんでいる「河川公園」でし

た。その理由を，「憩いの場所」

「安らぐ」といった実感をもって

伝える言葉に，参加者も共感し，

納得した様子でした（図Ⅲ－36）。

高等学校は，毎日内陸線を利用

していることから，最も身近な課

題を抱えています。その解決に向

けた取組を見た小・中学生から

は，「内陸線についてとてもよく

分かった」「今日発表した高校生

のようになりたい」という声が多

く聞かれ，学びのモデルとしての

高校生に，憧れの眼差しが注がれ

ていました（図Ⅲ－37）。

図Ⅲ－35

図Ⅲ－36

図Ⅲ－37
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大学生の発表は，日本全体，県

全体の視点から，内陸線周辺地域

の現状と課題を捉え，それを小・

中・高校生に対してだけではな

く，参加した大人に対しても投げ

掛けていました。「秋田内陸線を

日本のモデルに」というタイトル

が示すように，既成概念からの発

想の転換を迫るものでした（図Ⅲ

－38）。

このフォーラムは，児童生徒学生にとって，「他校種・異世代の意見から新たな課題を

発見し，自ら行動する必要性を感じる場」となりました。また，大人にとっては，「子ど

もたちから新たな視点に気付かされ，地域の未来について前向きに考え，行動しようとす

る場」となりました。

報道などでご存じの方も多いと思いますが，内陸線で通う高校生が通学時間帯に勉強し

やすいように車内を改装した「スタディトレイン」の企画は，実際に高校生の意見から生

まれたものです。まさに，発達の段階ごとの「持ち味」が響き合い，未来をひらくために

地域一丸となって，一歩踏み出した事例と言えます（図Ⅲ－39）。

図Ⅲ－38

図Ⅲ－39
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この事例をキャリア教育の視点から整理してみましょう。

まずもって，児童生徒学生の思いや願いが起点となります。その思いや願いは，仲間や

家族，地域の人々とつながりをもった学習によって，自らの課題発見と，その解決を目指

した具体的な行動に結び付きます。さらに，キャリア発達を見通した校種を貫くつながり

という視点を加えることによって，確かな思いや願いをもって未来をひらく主体的な在り

方生き方ができる人材の育成につながっていくことでしょう（図Ⅲ－40）。

秋田内陸線という地域の財産の，むしろ克服すべき課題を「持ち味」とし，学びを展開

した事例と言えます。

ここまでご紹介した事例に関わるものも含め，第26回秋田県教育研究発表会においては，

各校種から，ふるさと教育やキャリア教育に関わる研究発表が11件ありました（図Ⅲ－41

・42・43・44）。

図Ⅲ－40

図Ⅲ－41 図Ⅲ－42
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そのうち，特別支援学校から発表された２件の研究テーマには，いずれも「一人一人」

という言葉が入っています。

ふるさと秋田には，「持ち味」がたくさんあります。ただ，それらを生かすというだけ

では，あきた型キャリア教育は語れません。児童生徒一人一人の「持ち味」に寄り添うこ

とは，それ以上に大切です。「持ち味」に気付く，「持ち味」を生かす，「持ち味」を伸ば

すことに，私たちはさらに力を注いでいかなくてはいけません（図Ⅲ－45）。

児童生徒一人一人がこれから挑んでいく山はいろいろ，そして，登り方もいろいろあり

ます。一休みしたり，ルート変更したり，時には登る山自体を考え直したりすることもあ

るでしょう。

図Ⅲ－43 図Ⅲ－44

図Ⅲ－45
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「持ち味」を大切にし一人一人の着実な登頂を目指すために，あきた型キャリア教育は，

○校種を貫き，一人一人の持ち味に寄り添うキャリア教育

○教室の中だけではなく，教室の外でも生涯にわたって一人一人の持ち味が輝く

キャリア教育

○一人一人のキャリア発達にふるさと秋田の持ち味が息づくキャリア教育

でありたいと考えました（図Ⅲ－46）。

「持ち味」に気付き，生かし，伸ばしながらあきた型キャリア教育を展開することによ

って，「持ち味を大切にして自ら未来をひらこうとする『高い志』を育てる」ことを，二

つめの提言といたします（図Ⅲ－47）。

図Ⅲ－46

図Ⅲ－47
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高い志をもった秋田の子どもたちがひらく未来，その未来への第一歩を踏み出すに当た

り，家庭や地域とのヨコのつながりと校種を貫くタテのつながりから，各学校や先生方が

それぞれの「持ち味」を生かして取り組めること，それは，「発信」と「蓄積」です（図

Ⅲ－48）。

学校からはこれまでも，学習の様子を様々な方法で家庭や地域にお知らせしているので

すが，まだまだキャリア教育について周知が図られているとは言い難い状況にあります。

ＰＤＣＡで言えば，Ｄの部分ばかりが発信されていた感は否めません。そこで，Ｐ・Ｄ・

Ｃ・Ａをそれぞれ発信することで，家庭や地域とキャリア発達を共有するヨコのつながり

を強めたいということが，ここでいう「発信」です。

図Ⅲ－48

図Ⅲ－49
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また，「蓄積」とは，児童生徒一人一人の「持ち味」や体験，変容等，キャリア発達に

ついての情報を，学年，校種を貫いて共有するタテのつながりを強めたいということです。

この二つの視点から，その具体的な方法を提案いたします（図Ⅲ－49）。

まずは「発信」についてです。

これは，自校の「持ち味」を把握，

整理するところからスタートしま

す。学校の教育活動全体に関わり

ますから，キャリア教育推進委員

会や全体研修会等によって目標や

計画が整えられ，共通理解を図る

ことになります。そしてこの共通

理解が学校限定ではなく，家庭，

地域も含めた共通理解でなければ

なりません。まずはＰ（プラン）

から発信，そして，キャリア教育

は児童生徒の教育効果だけではな

く，家庭，地域，事業所にも効果

が認められる双方向的な教育活動

であることも発信していく必要が

あります（図Ⅲ－50）。

ねらい，活動予定といったＰ（プ

ラン）の次は，Ｄ（ドゥ）として，

児童生徒の笑顔や，熱心に学習活

動に取り組む姿などの写真や説明

等を発信します。大切なのは，活

動の取組を「紹介して終わり」で

はなく，自己評価や，家庭や地域，

事業所からの評価であるＣ（チェ

ック）や，今後どのような取組に

つなげていくのかといったＡ（ア

クション）の部分までしっかりと伝え，キャリア発達を共有していくことです（図Ⅲ－51）。

多くの大人の力によって，児童生徒自身も充実感を得たり，失敗から学ぶ姿勢を身に付

けたり，新たな課題を発見したりと，自分自身の成長に気付くことになります。ＰＤＣＡ

を機能させることで，児童生徒のキャリア発達を家庭，地域と共有していけるよう，実践

を積み重ねたいものです。キャリア教育は，学校の中だけでは完結しないのです（図Ⅲ－

52）。

図Ⅲ－50

図Ⅲ－51
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特に，地域を挙げてキャリア教育に先進的に取り組んできている大館市では，昨年（平

成23年）11月に「学びの手応えと自立の気概を未来につなぐ 大館ふるさと・キャリア教

育」を作成し，来年度からの本格的な活用を考えています。

「大館の子どもたちとキャリア教育」，「大館市の教育資源とふるさと・キャリア教育」

などの内容からは，オール大館のキャリア教育で子どもたちを育てていこうという，大人

たちの志が伝わってきます。

キャリア発達を共有する手立てとして，非常に参考になる事例です（図Ⅲ－53）。

図Ⅲ－53

図Ⅲ－52
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当センターでは，ホームページ上で県内の先生方がキャリア教育についての情報交換を

行いやすいように設定しております。平成24年度に向けて，計画例，発信例，実践例，記

録や評価の例，素材や関連リンク等，随時更新し，発信していきますので，是非ご活用く

ださい（図Ⅲ－54）。

続いて「蓄積」についてです。

今年度（平成23年度）より，順次，

指導要録が新しい様式になってい

きます。ぜひ，キャリア発達を踏

まえた具体的な活動について記載

し，次の学年，次の校種と共有し

ていただきたいと思います（図Ⅲ

－55）。

これは，当センターが，学年・

校種を貫くキャリア発達を共有す

る手立てとして開発中のキャリア

ノートの例です。小・中・高等学校の12年間途切れることなく一人一人の児童生徒の「持

ち味」を共有し，後押しすることを目指しています。「蓄積」することで，教師や学校だ

けではなく，児童生徒自身も自己の「持ち味」や変容・成長を自覚できる材料にもなりま

す。これも平成24年度に向けて各学校で参考にできるように，準備を進めているところで

す。ホームページで紹介しますので，是非ご活用ください（図Ⅲ－56）。

図Ⅲ－54

図Ⅲ－55
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昨年（平成23年）10月31日に，当センターを会場に，第１回キャリア教育推進フォーラ

ムが行われ，500名を超える皆さんの参加がありました。これはフォーラム終了後，参加

者の皆さんから寄せられた声です。

キャリア教育に対する関心が高まってきていること，子どもたちの高い志を育てようと

する，先生方自身の志がたいへん高いことがよく分かります（図Ⅲ－57）。

図Ⅲ－56

図Ⅲ－57
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総合教育センターは，各校の校

内研修会等のお手伝いをしており

ます。新年度（平成24年度）から

も，引き続きキャリア教育を応援

して参りますので，是非お声掛け

いただければと思います（図Ⅲ－

58）。

秋田から，先生方の手で，キャ

リア教育による未来づくりが始ま

ります。今，目の前にいる子ども

たちの姿だけが全てではありませ

ん。人生はひとつながり。どこで

その人生を送ろうとも，一人一人

が「持ち味」を大切にして，秋田

を胸に，自ら未来をひらこうと頑

張っているのなら，見晴るかす未

来に，きっとあきた型キャリア教

育の答えが待っているのではない

かと考えます（図Ⅲ－59）。

オール秋田で高い志を育ててい

きましょう（図Ⅲ－60）。

図Ⅲ－58

図Ⅲ－59

図Ⅲ－60
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言葉はあらゆる知的活動の基盤であり，全ての教科等で児童生徒の言葉の力を育てて
いくことが必要です。

秋田県総合教育センターでは，言葉の力を育むためのポイントを「ことばナビ」に所
載し，ホームページ上で公開しております。各学校で取り組む際の参考にしてください。

秋田県総合教育センター 言語活動担当

【例２】

児童生徒の読書活動支援

秋田県生涯学習課の読書活動支援

のホームページにリンク。「レッツ

・チェンジ 学校図書館」のコーナ

ーは，特にオススメ。学校図書館活

性化のアイディアが満載です。

【例１】

言葉の力を育てるために

児童生徒の言葉の力を育むには，

児童生徒を取り巻く言語環境を整備

することが大切。「ことばナビ」で

は，言語環境整備のポイントを具体

的に紹介しています。

秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要
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「ことばナビ」メニューページ

「ことばナビ」では，

望ましい言語環境をつく

る上でのポイントを整理

しました。

共通理解を図るツール

としてお使いください。

詳しい解説へ

秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要
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Akita Standard

こ と ば ナ ビ

「言語活動の充実」の意義

「言語活動の充実」とは？

「言語活動の充実」の意義～２つの方向性

○言語活動の充実
中教審答申(H20)において，「今回の改

訂で充実すべき重要事項」の第一に取り上

げられ，学習指導要領改訂の眼目となって

いる事項。

各教科等の学習において，児童生徒が，

めざす力を身に付けるために言葉を用いて

主体的に学習活動に取り組むようにするこ

とが求められています。

小学校学習指導要領総則(H20)より

各教科等の指導に当たっては，児童の

思考力，判断力，表現力等をはぐくむ観

点から，基礎的・基本的な知識及び技能

の活用を図る学習活動を重視するととも

に，言語に対する関心や理解を深め，言

語に関する能力の育成を図る上で必要な

言語環境を整え，児童の言語活動を充実

すること。〔第１章第４の２⑴〕

○言語活動の充実を図ることの意義

言語に関する能力は，学習 中教審答申(H20)では，各教科で行うべき言語活動

活動の基盤となるものであり， として，次の６つの例が示されています。

さらには，論理的思考，コミ ①体験から感じ取ったことを表現する

ュニケーション，感性・情緒 ②事実を正確に理解し伝達する

の基盤でもあり，豊かな心を ③概念・法則・意図などを解釈し，説明したり活用し

育む上でも，言語に関する能 たりする

力を高めていくことが求めら ④情報を分析・評価し，論述する

れています。 ⑤課題について，構想を立て実践し，評価・改善する

（「小学校学習指導要領解説総 ⑥互いの考えを伝え合い，自らの考えや集団の考えを

則編(H20)」より） 発展させる

全ての教育活動で，言葉を大

切にし，言葉の力を育てる（言

語に関する能力そのものを高め

る）

各教科・領域の目標を実現す

るために，言語活動を取り入

れる（特に，思考力・判断力

・表現力を育てるために）

言葉の力を育てる 教科・領域の目標を達成する

秋田県総合教育センター 平成23年度 研究紀要
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Akita Standard

こ と ば ナ ビ

言葉の力を育てるために －言語環境の整備－

「全職員の力＋保護者や地域の力」で！

読書を奨励し，読書への興味を喚起する

○全体で取り組む体制をつくる
□「言語活動の充実」について，学校とし

ての明確な目標を設定する

□計画立案，運営，調整，成果の検証等に

当たる小委員会を組織する

□全職員が，取組の目的や目指す児童生徒

の姿について共通理解する機会をもつ

□共通実践事項を明確にする

□取組のＰＤＣＡサイクルを確立する

○保護者や地域，関係諸機関と

連携して進める
□協力を得られる地域の団体や個人，公的

機関等に関する情報を収集する

□様々な機会を利用し，学校における取組

について保護者や地域に繰り返し情報発

信し，協力を得るための下地をつくる

□保護者や地域の協力者と意見交換をする

場を設定する

○児童生徒が，いろいろな本に触れる機会を演出する

見せる工夫 聞かせる工夫

□児童生徒が自然に書物を手に取るよう □教師が，自分が読んだ本の魅力について

に，本を置く場所や展示方法を工夫する ブックトークを行う

□ポスターや書評，本の帯などを掲示する □本の読み聞かせを定期的に行う

※「見せる工夫」については，県生涯学習課のホームページに詳細な例が紹介されています

時間設定の工夫 情報提供の工夫

□日課表の中に読書する時間を設置し，教 □「図書だより」等の通信で読書意欲を喚

師も一緒に本を読む 起する特集を組む

□年間行事計画に｢読書週間｣を組み入れる □本や読書をテーマとしてイベントをもつ

☆文学的文章だけでなく，説明的文章，新聞，科学雑誌など，幅広い種類の文章に触れさ

せるようにする

○保護者，地域，関係諸機関の協力を得る

□家庭での読書時間の確保について保護者から協力を得る

□地域の有志や諸団体とともに読書を奨励する活動に取り組む

□図書館協議会等の関係諸機関に指導・援助を仰ぐ

「お役立ちリンク集」に
ある，読書活動支援のサ
イトをご覧ください。読
書活動の推進に関するお
役立ち情報が満載です！
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Akita Standard

こ と ば ナ ビ

教室で言葉を磨く

教師も，自分自身の言葉を磨いていくことが必要です

教師は，児童生徒にとって最も身近な言語環境であり，教師が用いる言葉による影響は少

なくありません。児童生徒の言葉を磨くためには，教師自身が自らの言語感覚を磨いていく

ことが大切になります。

○「学習の約束」として徹底する

□適切な言葉遣いで話すこと

□場に相応しい声量で話すこと

□話すときは語尾まではっきり言うこと

□「話型」を活用するなどして，基本的

な発表の仕方に沿って発表すること

□話合いに参加するときは，自分の立場

を自覚して発言するとともに，他の意

見を尊重して最後まで聞くこと

☆言葉に対する意識を高める手立て

◇辞書をそばに置かせ，繰り返し使わせる

（例）付箋紙を使い調べた履歴を残す

◇伝える対象を明確にし，聞き手の立場に立

って使う言葉を選ばせる

（例）難語句を平易な言葉に言い換える

◇授業や短学活の題材として言葉に関する内

容を取り上げる

（例）新聞の見出しやポスター等のキャッ

チコピーを授業の導入で用いる

◇教室掲示等で優れた表現に触れさせる。

（例）俳句を紹介するコーナーを設ける

○機会をとらえ，より適切な言葉を提示したり新たな語彙を獲得させたり

する

「○○より□□の方が分かり

やすいよ」

「それを◎◎と言うんだよ」

「今言ったことは，言い換え

ると△△ということ？」

「○○と言ったけど，◇◇と

いう言い方もあるよ」

教師のための言葉遣いチェックリスト８
□適切な声量で話しているか

□丁寧な話し方をしているか

□語尾まで明瞭に発音しているか

□適切な言葉を用い，簡潔に表現しているか

□聞き手を意識し，言葉を精選しているか

□時と場に応じた適切な話し方をしているか

□正しい言葉を用いているか

□聞き手の反応を見ながら話を進めているか

☆言語感覚を磨くために心がけたいこと

◇いろいろなジャンルの本を読む

◇日常生活の様々な場面で見聞きす

る言葉に意識を向ける

◇正しい言葉の使い方について考える

機会をもつ

先輩や同僚からの助言や，「授

業アンケート」等による児童生

徒の感想も参考にしましょう。
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Akita Standard

こ と ば ナ ビ

目にする環境で育てる

好ましい関係づくりに努める

☆秋田県総合教育センターでは，生徒指導に関する有益な情報を提供しておりますので，学

級の人間関係づくりの参考になさってください。アドレスは，下記のとおりです。

秋田県総合教育センター 支援班児童生徒支援担当（URL ＝ http://www.akita-c.ed.jp/~cjid/）

○日々の板書を大切に

黒板は最も身近なメディアであり，正

しい言葉の知識を身に付けさせる上で効

果的なツールです。日々の板書を大切に

しましょう。

教師のための板書チェックリスト５

□正しい文字を書いているか

□正しい筆順で書いているか

□見やすい大きさで書いているか

□楷書で丁寧に書いているか

□使用する語句を吟味しているか

☆記憶に働きかける掲示物の効果

掲示板や廊下の壁面等を活用して，言葉

の力を育てる工夫をしましょう。

◇優れた文学作品に触れさせる

（例）「今月の詩」のコーナーを設置する

（例）季節に合った俳句を掲示する

◇漢字・語句に関する興味・関心を高める

（例）四字熟語カードを掲示する

（例）ことわざをクイズ形式で紹介する

◇児童生徒の優れた作品を掲示する

（例）他校と作品を交換し合い，「作品交

流コーナー」に掲示する

○配布される印刷物も大切なツールです

配布する前に，語句が適正に使用されているか，誤字・脱字がないか，分かりにくい表

現がないかなどについて入念に確認する必要があります

○児童生徒が安心して話ができるような集団づくりを

☆教師の関わり方が大切

◇明るい表情

◇丁寧で明瞭な言葉遣い

◇指導における毅然とした態度

◇一人一人への目配りと声かけ

◇タイムリーな称揚・指導・助言

一人一人の個性を受け

入れ，互いに認め合う

雰囲気がある集団

まちがっていて

も大丈夫だよね

あの子はどんな

考えなのかな？
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新聞でことばの感覚を磨く
－言語活動を取り入れた授業の実践例 県立五城目高等学校－

１ 学年・科目 １年 現代社会

２ 実 践 内 容

⑴１年間を通した継続的な取組

興味ある記事について，要約と感想を記入（毎日）

↓

翌週の月曜日に１週間分提出

⑵朝学習における取組

朝学習で社説を読み，感想を記入する（10分間）

⑶講演会の実施（テーマ『新聞と社会』）

①講 師 魁新報社ＮＩＥ推進部 大石卓見氏

②内 容 １面の見出しの一覧を作ると，最低限の世の中の動きがわかる

⑷授業実践「新聞の記事の違いを知る」

①記 事 北朝鮮の韓国延坪島への砲撃事件について

②内 容 ４社の新聞を比較し，記事の取り上げ方や読者が受ける印象について意見を

交換した

③成果と課題

意見交換をすることにより，その後の情報にも興味をもつようになった。比較検証

する授業は題材を見つけるのが難しいが，今後も続けたいと感じた。

（例）

学習成果を学校祭で披露
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主題｢あきたのそこぢからと高い志を育てる学校教育の充実」のもと，二つの提言をい

たしました。

今回の二つの提言に共通するところは，学び続ける子どもの育成につながるものと言え

ます。

ここに１冊の本があります。

「ふるさと秋田の学び」…これからの社会を主体的にた

くましく生きていく力を育むことを目指し，平成８年に秋

田県教育委員会から発行されました。

この「ふるさと秋田の学び」で提唱されていた「出会い

・発見・感動」は，これまで教育現場においても大事にし

てきたことです。

そして，これから，「主体的な学び」や「自ら未来をひ

らこうとする高い志」を考えたとき，その基盤となるもの

でもあります。

子どもの可能性をひらく教育の営みを，「オール秋田

のそこぢから」で進めていきましょう。

オール秋田の

そこぢからで！

提言１ 主体的な学びをしかける

提言２ 持ち味を大切にして自ら未来をひらこうとする

高い志を育てる

AKITA STANDARD
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研究協力校・協力者

今回の提言をまとめるに当たり，次の皆さんからご協力をいただきました。

大館市教育委員会

北秋田市教育委員会

大館市立桂城小学校

北秋田市立鷹巣小学校

秋田市立寺内小学校

男鹿市立船川南小学校

男鹿市立船越小学校

潟上市立大久保小学校

潟上市立飯田川小学校

潟上市立天王小学校

潟上市立出戸小学校

潟上市立追分小学校

五城目町立五城目小学校

にかほ市立院内小学校

にかほ市立小出小学校

美郷町立千屋小学校

横手市立横手南小学校

横手市立朝倉小学校

北秋田市立阿仁中学校

藤里町立藤里中学校

男鹿市立男鹿東中学校

潟上市立天王中学校

潟上市立羽城中学校

大仙市立中仙中学校

横手市立横手南中学校

横手市立増田中学校

潟上市立天王南中学校

県立十和田高等学校

県立大館鳳鳴高等学校

県立大館桂高等学校

県立大館高等学校

県立大館工業高等学校

県立五城目高等学校

県立金足農業高等学校

県立秋田西高等学校

県立秋田高等学校

県立秋田南高等学校

県立秋田中央高等学校

県立矢島高等学校

県立仁賀保高等学校

県立西仙北高等学校

県立大曲工業高等学校

県立角館南高等学校

県立横手高等学校

県立平成高等学校

県立増田高等学校

県立湯沢高等学校

県立羽後高等学校

県立栗田養護学校

小学校教職５年経験者研修講座 受講者

中学校教職５年経験者研修講座 受講者

高等学校教職５年経験者研修講座 受講者

小学校教職10年経験者研修講座 受講者

中学校教職10年経験者研修講座 受講者

小・中学校新任教務主任研修講座 受講者

県立学校新任教務主任研修講座 受講者

小・中学校新任研究主任研修講座 受講者

生徒指導総合研修講座 受講者
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