
●やり遂げたことは？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●一番燃えて取り組んだことは？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●燃えたときの状況、思ったことは？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●働くことへのイメージは？

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

●やってみたいこと・
　関心のあることは？

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

●大切にしたい価値観は？

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

19歳の現実

18歳の夢・希望

●最終的になりたい自分は？　
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

●そこで何をやっていますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●あなたのあこがれ
　（ヒーロー）は？

　　　　　　　　　　　　　　

●時間を忘れるほど夢中に
　なった遊びは？

　　　　　　　　　　　　　　

６歳まで

みんなで
 　考えよ

うみんなで
 　考えよ

う 学ぶって？
生きるって？働くって？

学ぶって？
生きるって？働くって？

なりたい自分へのプロセス〈わたしの人生時計〉

働くこと学ぶこと

生徒会活動では
チームワークとリーダーシップ

を学びました。

職場体験活動では
はたらくことの喜びや
大変さを体験した。

国語で学習することが
様々な職業と
関係しているね。

生きること
体育の時間に
チームで

仲間の大切さや
ルールを学ぼう。

ボランティア活動
で共に助けあい
生きることの
喜びを感じた。

道徳では、
自分を伸ばしたり、
他の人の生き方から
学んだりする
学習をしたよ。

自分らしい生き方を
考えること

自分らしい生き方を
考えること

潟上っ子の今の姿は？

　　　　　　　　　と　　　　　　　　　  はつながっている！
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　本市の小・中学生の教科の成績（図１）はおおむね県平均並みで、「勉強は大切だ」と思っている
子ども（図２）も県と同じ程度ですが、将来の仕事（図３）や社会に出て役に立つために勉強をが
んばろうとする気持ち（図４）は、学年が上がるにしたがって弱くなっています。

各教科の学習状況図１

「自分の好きな仕事につけるよう、
　勉強したい」子どもの割合

図３

「勉強は大切だ」と答えた子どもの割合図２

「普段の生活や社会に出て役立つよう、
　勉強したい」子どもの割合

図４

　人生には様々な節目があります。小・中学生の皆さんにとっては、自分の持ち味（よさ）を見つけながら、

学校で学び、「将来どのような仕事につくか」、「どのような人生を生きていくか」を考えていく大事な時期です。

この時計は、それぞれの節目で、自分を見つめ、持ち味を探るためのヒントです。

●得意なこと（教科）は？

　　　　　　　　　　　　

●苦手なこと（教科）は？

●すきだったことは？

●きらいだったことは？

●うれしかったことは？

ことは？

　　　　　　　　

０歳

24時

12時

18時

21時

９時

３時

15時

60歳 ６時 20歳

50歳

10歳70歳

30歳

80歳

40歳

●すきな本は？

　　　　　　　　　　　　　　

●すきなテレビは？

　　　　　　　　　　　　　　

●すきな人は？

　　　　　　　　　　　　　　

20歳はやっと
夜明け

40歳はまだ
正午

小 学 校 県 市

　今、学校で学んでいることと、将来、社会で働くことを結びつけ、学習への意欲を高めながら、自分らしく生
きることを考えていく学習（キャリア教育）が進められています。

平成25年２月
潟上市教育委員会

学校で学ぶこと 社会で働くこと

潟上市の小・中学生と
おうちの方たちへ

平成24年12月に実施した県学習状況調査の結果から

人生80年と言われますが、
１日24時間に置きかえると、あなたは今、

何時ころを過ごしていますか。

●気になっている人は？

　　　　　　　　　　　　　　

●気になっている仕事（会社）は？

　　　　　　　　　　　　　　

●気になっている大学（専門学校）は？

　　　　　　　　　　　　　　

●時間があればやっておきたいことは？

　　　　　　　　　　　　　　

●とてもつらいことは？

　　　　　　　　　　　　　　

進路（17歳）

●決断の理由は？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●決断の相談者は？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●決断を振り返ると？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

進路（15歳）人生
初の決断

●あこがれの人は？

　　　　　　　　　　　　

●夢中になれたことは？

●充実していたことは？

●うれしかったことは？

●悲しかったことは？

●苦痛だったことは？

中 学 校

●20歳
わたし
の



将来の仕事 将来の夢 将来の希望

人と協力して仕事を
進めることができるよ。

自分は慎重な
性格かな。

体力には
自信があるぞ。

役　割 学校・社会自　分

算数、数学や理科が得意だから、
将来は関係ある仕事につきたい。

潟上市の小・中学生の自信の度合いは！

潟上市で小・中学生に育てたい力

　子どもたちには学校や家庭での様々な役割（※）があります。この役割をとおして、自分のよさを見つけ、
将来働くことと結びつけたり、現在の学習にさらに努力しようとしたりすることが大切です。
　「教科学習では」「運動では」「性格は」「人とのかかわりは」と自分の持ち味を知り、自分らしい生き方を考
えていくことで、夢や希望、仕事が広がっていきます。
※人は生きていく上で、いくつかの「役割」をこなしながら、成長していきます。学生（小・中学生）、市民、働く人、子どもなどの
役割があります。

　自分を信じる力（自信）が大きい人ほど、①粘り強く努力できる、②自分のよさが分かり、より一層努力で
きることが研究調査から分かっています。上のグラフは、昨年10月に潟上市の全小・中学生へ調査を行った
結果です。失敗しても最後までやり遂げる（図５）、自分のよさが分かる（図６）など、潟上の子どもたちの
自信の度合いは大きいと言えます。

　学校では「自信」とともに、子どもたちに上のような力を育てるように取組を進めています。
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物事に取り組むとき失敗があっても
最後までやり遂げようとする

図５ 自分にはよいところがあると思う図６

あてはまる　　　　あまりあてはまらない
ややあてはまる　　あてはまらない

人の話をよく聞く、協力して物事を進める　など

自分のよさが分かる、前向きに考える　など

問題をみつける、計画を立て実行する　など

将来を計画する、自分の役割が分かる　など

よい行動を続ける、向上心をもち取り組む　など

　学校外から講師の先生を招き、その方々の生き方から学ぶ機会を

つくってきました。それぞれの道で活躍する方から専門分野につい

てのお話を聞くことができました。また、夢をもつことや、“なり

たい自分”になるために努力すること

の大切さなどを学びました。

　長年、指導を続けてくださっている地域の先生は、学校や子ども

たちにとって、かけがえのない存在です。

　その道のプロの話に、子どもたちはひきつけられ、食い入るよう

に見ています。地域の先生は、子ども

たちの自慢でもあります。

　授業の中では級友とかかわり合い、話し合う活動を大切にしまし

た。互いに考えを出し合うことで、いろいろな考え方があることを

知り、自分の考えを広げ、深めることができました。道徳の時間には、

意見を述べ合うことを通して、自分の生き方

についての考えを深めました。

　地域の方々の力をお貸しいただき、子どもたちの学びをさらに豊か

なものにすることができました。熟練した技術や本物に触れる体験は、

学習への意欲向上につながっています。学校、保護者、地域が一体と

なって子どもを育てる“開かれた学校づくり”

がより一層深まっています。

　八郎湖や石川理紀之助翁など、地域の自然や人間、文化、産業な

どと触れ合うふるさと教育を進めています。ふるさとのよさを発見

し、ふるさとに生きる意欲を高め、ふるさとを支えていく

子どもを育てるように取り組

んでいます。

　地域の職場で５日間程度、「働くこと」を体験する取組を進めて

きました。市内３中学校の２年生が延べ80の事業所でお世話にな

っています。実社会で様々な方々と触れ合いながら、働くことの楽

しさ、喜び、厳しさを体験しました。将来につい

て考える機会にもなりました。

自分の役割をとおして、学ぶこと・働くこと・生きることを考える 多様で幅広いモデルとの出会い

とかかわり、自分をみつめる

生き方講話

田んぼの先生

授　　業

学校支援地域本
部事業

ふるさと学習・
環境学習

キャリア・スター
ト・ウィーク

かかわる　 （よい人間関係をつくる）

みつめる　 （自分のよさを知る）

む か う　 （課題を乗り越える）

き め る　 （計画を立て物事を進める）

す す む　 （やる気）

「人」「もの」「こと」
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