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You must be the change

you want to see in the world.

Mahatma Gandhi

あなた自身が、この世で見たいと思う変化とならなければならない。

実践の途上で出会った大学の先生からいただいた励ましのメッセージである。

ガンジーがどのような文脈で言ったかはわからないが、とても心に残ったので、

私の実践の場である「仁賀保高校 Benkyo & Volunteer 同好会」の会訓にした。
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はじめに
これはキャリア教育における体験学習プログラムに関する考察と実践である。

私はキャリア教育の理念を支持する一方、教師が創る全体指導プログラムの効果に疑問を感じてい

る。インターンシップのように校外へ出る活動にしろ、講師を招いて学校で行う活動にしろ、全体指

導は意欲や能力がある場合には物足りなく、逆の場合はほとんど効果がない。これは、上を伸ばしき

れず、下をふるい落としていく教科指導と同じ現象だ。しかし限られた時間と労力で、個人に対して

手厚いキャリア教育を行うことは困難だ。このジレンマの中、私が取り組んでいるのが「小集団プロ

ジェクト推進型」体験学習である。これはグループを組んでプロジェクトを推進する過程で、グループ

内の学び合いを喚起し、それを循環させて波及させていく試みである。

確かに、見聞する全体指導の中には大きな効果が認められるものもある。しかしそれは他校が容易

にまねできないがゆえに特徴的な実践たり得ており、自校で軌道に乗せるには膨大な労力を必要とす

る。キャリア教育の流れは「より計画的に、より体系的に」教育活動全体を最適化する方向へ進んで

いるが、その動きの中で体験学習の学校行事化が進んでいるように思える。私の発表は、「全体指導

を作り込むのはほどほどにして、労力の一部をこのような方向に向けませんか？」という提案である。

※キャリア教育＝「一人一人の社会的・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」（中央教育審議会答申 H23*1）

※体験学習プログラム＝教科指導の内で行うキャリア教育以外をこう呼ぶことにする。

※全体指導＝全員参加を前提とし、ほぼ同時期に、一斉に活動させ指導する形態。活動場所や取り

組む課題が異なるインターンシップや課題研究も全体指導の一形態と考えている。

発表要旨
体験的学習プログラムは、教師（学校）が創るよりも生徒自身が創ったほうが効果的である。「小集団プロジェ

クト推進型」体験学習は、プログラムの作成とマネジメントを生徒に委ね、教師は成功に必要な態度と能力の育

成に尽力することで、キャリア発達に大きな効果が得られる。特に異世代協働ユースワークは効果が大きく、生

徒の社会力が著しく伸びる。

導入は難しくない。失敗も含めて生徒とともに学ぶつもりで実践してみることを勧める。

※キャリア発達＝「社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程

を『キャリア発達』という」（*1）

※異世代協働＝「子どもから若者、お年寄りまでさまざまな世代が共に力を合わせて、地域づくり

にボランタリーに取り組むこと」（「異世代協働実践ガイド」社団法人日本青年奉仕協会 H18）

※ユースワーク＝「青少年が、学習・楽しみ・チャレンジ・あるいは様々な達成と結びついた諸活

動を通して『自己理解』と『他者および社会についての理解』を深めるための支援」（「青少年

・若者の自立支援 ユースワークによる学校・地域の再生」柴野昌山2009）

（１）実践に到った理由
①自分が関わってきた全体指導型体験学習の効果に手応えがないこと

インターンシップ、職場見学、職業講話、先輩講話、出前講座など、様々なプログラムを行っ

てきたが、一部の例外的な生徒を除けば、いずれも一過性の効果しか得られない。

②刊行物等の「キャリア教育の成功事例・先進的取り組み」も、効果が限定的と思えること

進路観・職業観は多少深まるようだが、労力対効果の面で釣り合っているか疑わしい。

（「学校をあげてこれだけのことをやって、この程度の効果なの？」と感じる）

③キャリア教育全体が、「将来」のための活動に偏っていることへの違和感

答申*1や「高等学校キャリア教育の手引き」（文部科学省 H23*2）もこの点は指摘しており、

「勤労観・職業観の育成」に偏重せず、「態度・能力の育成」にも力を入れるよう求めている。

答申*1や手引き*2等を参考にすれば、「キャリア教育」の「キャリア」とは、「生きていく過

程で、その場その時々の自分の役割を考え、果たすことの積み重ね」ととらえられる。そうだと

すれば、キャリア発達を促す教育とは、将来への準備をさせると同時に、高校生として社会

の中で果たすべき役割を考えさせ、実行させる教育でなければならないはずだ。
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しかし、現実はどうだろう。「君たちは（今でなく）将来社会の役に立てばよい。今は勉強

や部活動をがんばろう。将来に向けていい選択ができるように少し現場を見たり、プロの話を

聞いたりもしておこう。」という一律の役割観を与えるだけのキャリア教育が多いように思う。

私は、将来を考える土台として、世の中には多様な人間がいて、その人たちと自分は（将来

つながるのではなく）今現在つながっているのだという意識を強く持たせたい。そのためには

高校時代にそう実感する体験が必要だ。「今、君たちが果たすべき役割とは何か」と問い、考

えさせ、行動するのに必要な態度と能力を育成するようなキャリア教育を実践したい。体験学

習には、「今（高校時代）のためのキャリア教育」という視点がもっと必要ではないか。

（２）思考過程
一般的に行われている体験学習のどこが問題なのか？

成功事例ではよく次の点が成功のポイントに挙げられている。

・狙いの明確化

・体験先や講師との十分な打ち合わせ

・事前事後指導や、教科指導も含めた体系的な指導

しかし、このようなことは、程度の差はあれ既に試みている。確かに一定の効果は得られるが、多

少意欲が増したとか、行動が少し変容したとか、進路や職業への理解が深まったとか、その程度の効

果である。もっと大きく伸ばす方法は無いものか。私の出した結論はこうである。

「『教師が創る』ということ自体が効果を減じる原因だ。
体験学習においては、教師の決めることが少ないほど生徒の学ぶことは多いはずだ。」

教師が創るプログラムは「計画的」かつ「体系的」で、滞りなく進むように細部まで作り込まれて

いる。しかし、現実を直視すれば、生徒の成長というのは、計画的に起きるのではなく、むしろ偶然

がもたらす作用なのではないか。

教師が設定した課題でなく、「これに取り組みたい」という生徒の内的発動に基づいた課題を設定

すること。そして生徒自身にプログラムを創らせること。どう展開するかわからない偶然性を担保し、

教師はプログラムの放棄や失敗を許容する寛容さを持って支援する。そういう「『非計画的』・『非体

系的』プログラム」こそ生徒を伸ばす。この仮説に基づいて実践をスタートさせることにした。

（３）伸ばしたい能力 「社会力」について
キャリア教育で育成したい態度・能力については、「４領域８能力（例）」（国立教育政策研究所生

徒指導研究センター H14）や「基礎的・汎用的能力」（答申*1）で示されているが、そのままでは抽

象的でわかりにくい。そこで、経済産業省が示す「社会人基礎力」を参考にアレンジして「社会力」

として生徒に示した。

※社会力＝職場や地域において、他の人々と協力して活動していく土台となる能力。
詳細は後述。「実践の成果」参照。

（４）実践の方法について
実践と成果を具体的に示さないと学年全体・学校全体に導入することは難しい。担任・副担任なら

ばクラスを使って実践するところだが、私の場合それができない。そこで実践の場として「同好会」

を作った。以下の実践は、平成２３年３月～平成２４年１２月に同好会の生徒と行ったものである。

募集にあたっては、男子生徒４名に「暇なら俺といろいろやらないか」と持ちかけ、あとの勧誘は

４人に任せた。３年生のみ２７名が集まったが、入会の理由や意欲は様々であり、生徒に最初からモ

チベーションがあったわけではない。会の名称は「仁賀保高校 Benkyo & Volunteer 同好会」（「ＢＶ会」）

とし、およそ次のような方針で活動した。

※この実践方法はアメリカの「オルタナティブ・スクール」に示唆を得ている。学校を目指す方向

に動かすよりも、学校の中にもう一つの学校を創ってしまおうと考えた。
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※オルタナティブ・スクール＝アメリカにおいて、１９６０年代後半からはじまった教育制度の多

様化を目指す改革の中で、伝統的な学校に代替する新しいスタイルの学校として生まれたもの。

公立・私立いずれの場合もあるが、公立でも選択制を基盤として生徒・保護者・教師の支持を得

ることで独自のカリキュラムやプログラムを提供することが可能になっている。

方針

１．やりたいことを自由に決めてよい。

校外の人と協働する企画や、他の人を巻き込んでやる企画をがんばってやってみよう。

２．やりたいことを決めたら、「○○プロジェクト」と呼び名を決め、企画書を提出すること。

３．プロジェクトは、原則として次のメンバー構成で進めること。複数可。

リーダー ＢＶ会内でプロジェクト推進に責任を持つ者（多すぎないこと）

サポーター ＢＶ会内でプロジェクトに賛同し協力する者（適性人数であること）

参加者 ＢＶ会以外で、そのプロジェクトに参加する者

４．最低１つはリーダーとしてプロジェクトを推進すること。サポーターは幾つ兼務してもよい。

５．校外の人や団体（「パートナー」）に協力を求める場合は、自分たちで探して依頼すること。

６．必要経費は自分たちで調達すること。必ずボランティア保険に加入すること。

７．準備段階では話し合いを十分行い、実施後は成果について発表すること。

８．失敗してもよい。次に活かすこと。

生徒に主体性を求める体験学習も、多くは、参加することを前提にして限られたメニュー（活動

先や講座など）から選ばせるにすぎない。ＢＶ会では、「何をやるか」、「いつやるか」、「誰とやる

か」が自由に決められ、「参加しない自由」もある。

（５）実践した活動について（「 」内は協働先）
主要なものを挙げる。保育・福祉方面など、職場見学・職業体験・ボランティアの区別をつけにく

いものは実際の活動内容に応じて区別した。

○職場見学・職業体験

・製造業の工場見学２社「マシンマックス」「美豊」

・保育園での職業体験３日「仁賀保保育園」

・病院での職業体験４日「金病院」

・農家視察「にかほ市就農アドバイザー」（にかほ市・由利本荘市の農家の方々）

○ボランティア活動

・夏祭りの運営 「特別養護老人ホーム浩寿苑」

・夏祭り参加・介助「知的障害者総合援助施設 秋田県心身障害者コロニー」「一般ボランティア」

・夏祭り運営「高齢者福祉施設蕉風苑」「一般ボランティア」

・秋祭り運営「金浦療護園」「一般ボランティア」

・交流と勉強のサポート４日「知的障害者更生施設さんとらっぷ」

・小学生の各種体験学習のサポート３日「にかほ市教育委員会」「一般ボランティア」

・小学生の夜の遠足サポート「金浦公民館」「一般ボランティア」

・東日本大震災義援金校内募金活動

・被災地支援活動６日（泥挙げ等）「大船渡市災害ボランティアセンター」「一般ボランティア」

・被災地支援活動１日（瓦礫撤去）「大槌町災害ボランティアセンター」「一般ボランティア」

・被災地支援活動１日（畑作業）「陸前高田市災害ボランティアセンター」「一般ボランティア」

・東日本大震災義援金 街頭募金活動および企業等募金活動２日

・ブラウブリッツ秋田ホーム最終戦の運営補助「ブラウブリッツ秋田サポーター」
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○その他の活動

・にかほ市元気プロジェクト（お勧め場所のＰＲ活動）「百彩館」「白瀬記念館」ほか

・エコキャッププロジェクト（ボトルキャップを集めてポリオワクチンを支援する活動）

・健康戦隊レイスイジャープロジェクト（校内に冷水器を設置し清涼飲料水の消費を減らす活動）

・デザ選賞金ゲットプロジェクト（全国高等学校デザイン選手権大会に出品する活動）

・由利本荘市市民講座（地域ボランティアコーディネーター養成講座）への参加「講座参加者」

・由利本荘市市民フォーラム～地域づくりを楽しもう～での発表「フォーラム参加者」

（６）教師の役割について
プロジェクトの立案と実施 → 生徒の役割

プロジェクトを成功させるのに必要な態度・スキルの指導 → 教師の役割

次に挙げるのは私が指導したことの一部だが、いつ何を指導するという計画性はない。

生徒の状況や企画に応じて、全員に指導したり、一部に指導したりしているが、いつも「教えすぎ」

を反省する。「教えるより学ばせる」、「少なく教えることがたくさん学ばせること」と自戒している。

１．自己紹介

長いもの、短いもの、まじめなもの、笑いをとるもの、対子ども、対高齢者など様々なバリ

エーションを練習させる。「自己紹介の中で自分の弱みをユーモラスに紹介できるようになれ

ば名人」と指導している。

２．話し方やリアクション

表情、抑揚、滑舌、ジェスチャー、相づち、依頼、謝罪、電話、読み聞かせ、など

３．話し合いの仕方など

話し合い、ディベート、プレゼンテーション、悩み相談、など

４．考え方やフレームワークの使い方

ファシリテーショングラフィック、ブレインストーミング、ロッジックツリー、ＰＤＣＡ、

緊急／重要マトリクス、イノベーター理論、プロコン、デザイン思考、など

５．礼儀作法やビジネスマナー

服装、挨拶、敬語、お礼、プレゼント、謝罪、立ち居振る舞い、など

特に「デザイン」という概念を理解させることに力を入れている。色彩や造形など狭義の意味でな

く、仕組みをデザインする（モノではなくコトをデザインする）という広義のデザイン思考は、プロ

ジェクトの質を高めるのに必須の考え方だ。私は「幸せをデザインする」という表現を好んで用いる

が、自分たちの企画について、①どのような人々を対象に、②どういう幸せを、③どういう方法で実

現するか、具体的に考えさせることが「自分と人々がつながる意識」を育て、意欲と自己有用感につ

ながると考えている。

６．プロジェクトへの助言（工程表、評価基準、進捗状況、成功に必要なスキルや能力など）

７．学習の補助

生徒が勉強したいテーマについて解説したり、新聞・文献・ＤＶＤ等を参考にしながら議論

したりして一緒に学ぶ。今年度は、プロジェクトから派生して、医療、福祉、農業、地域振

興、再生可能エネルギーの学習時間が多かった。プロジェクトと離れても、学びたい者が集

まれば臨機応変に様々な学習をする。これを目当てに入会する者もいるようだ。

８．必要に応じてパートナーに連絡を取ること。

生徒がパートナーを見つけた際、必要と判断したら生徒が連絡を取る前にメールか電話を入

れ、次のことを伝える。①自分たちで考え、準備し、挑戦する生徒を育てたいので、なるべ

く学校を間に入れずに進めたいこと。②遠慮なく断ってよいこと。③実施に当たってはそち

らの都合に合わせるので何でも言ってほしいこと。④生徒を怒ってもよいこと。

９．一緒に協働すること

特にボランティア活動は、都合がつく限り一人の大人として協働したいと考えている。常々

「私もまた社会の人々とつながっており、自分がなし得る役割を果たさなければならない。私

も君たち同様にキャリア発達の過程にいる。」と話しており、師弟同行でキャリアを積むよい

機会だと思っている。「行って指導するだけ」や「行って見ているだけ」は利より害のほう

が大きいと感じるので、協働できない場合は行かないことも多い。
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（７）実践の成果について
実践期間が短く、もともと発表を意図したものでないため、プロジェクトごとの検証も行っていな

い。評価方法も生徒の感覚に頼った不十分なものだが、私が感じた伸びととほぼ一致している。

個人評価の方法

①高校入学時の力を「０」と仮定している

②左側の数値はＢＶ会に入会した時点の自己評価である（１０点満点）

③右側の数値はＢＶ会の活動を通してどこまで伸びたかの自己評価である（１０点満点）

以下が「社会力」に対する２７名の平均値である。

◆前に踏み出す力

一歩前に踏み出し、失敗や困難に負けず、粘り強く取り組む力のこと。

Ａ：積極性 物事に進んで取り組む。求められた以上にやる。発言する。 2.9→6.9（＋4）

Ｂ：働きかけ 他人に働きかけ、自分がやろうとすることに巻き込む。 3.1→7.2（＋4.1）

Ｃ：実行力 目標を設定し行動する。 3 →7.3（＋4.3）

◆考え抜く力

疑問を持ち、調べたり質問したりする力。失敗したら理由を考え、改善や工夫を加え、行動や習慣

を改めるといった試行錯誤ができる力のこと。

Ｄ：課題発見力 現状を分析し、課題や目的を具体的にする。 3→6.8（＋3.8）

Ｅ：計画性 課題の解決や目的の達成に向けた道筋を定め、準備する。 3.3→6.5（＋3.2）

Ｆ：創造力 新しい方法や新しい発想を生み出す。 2.8→6.4（＋3.6）

◆チームで働く力

多様な人々と共に、課題の解決や目的の達成に協力する力。そのために相談や対話をする力のこと。

Ｇ：表現力 自分の気持ちや考えを相手がわかるように伝える。 3.5→7.2（＋3.7）

Ｈ：傾聴力 相手の気持ちや考えを聞き漏らさず真剣に聴く。 4.3→7.9（＋3.6）

Ｉ：配慮 意見や立場の違いを理解し、相手に配慮した言動をする。 4→7.3（＋3.3）

Ｊ：関係把握力 他の人や世の中の出来事と自分との関係がわかる。 3.8→7.2（＋3.4）

Ｋ：規律性 社会のルールや他の人との約束を守る 5.2→8.3（＋3.1）

Ｌ：ストレス耐性 ストレス源に対処したり、上手く付き合ったりする。 4→7.7（＋3.7）

Ｍ：利他的行動 人を喜ばす行動や、人の得になる行動を取る。 4.1→7.5（＋3.4）

Ｎ：成果思考 達成基準を持ち、よい結果を残そうとする。 4→7.2（＋3.2）

やりたいことより、やるべきことを優先する。

◆ライブ感

その場で的確に反応する力のこと。

Ｏ：反応 返事、挙手、拍手、アイコンタクト、相づち、笑顔など。 4.4→7.8（＋3.4）

Ｐ：質問 その場で質問したり、感想を述べたりする。 3.2→6.6（＋3.4）

Ｑ：感謝 感謝の気持ちを言葉や行動で表す。 5.2→8.4（＋3.2）

Ｒ：謝罪 自分の非を認め、今後について考える。その上で謝罪し説明する。 4.3→7.4（＋3.1）

Ｓ：共感 異なる立場や考え方の人に対しても、理解しようと努力したり、 4.4→7.9（＋3.5）

自分との共通点を探したりする。

本校に入学する生徒は、総じて自分に自信がない。特に、「前に踏み出す力」や「考え抜く力」が

弱いと自覚しているが、実際にとても苦手である。

ＢＶ会の生徒の半数は部活動に所属して頑張っていた生徒であり、他に生徒会で頑張っていた生徒

もいる。入学してからの２年間、彼らは部活動やＨＲ活動、全体指導型体験学習を積んでいる。本校

には、毎年の全校鳥海登山、１年次のブナの植林活動、トライアスロン象潟大会ボランティアなど、

特徴的な活動があり、事前事後指導にもそれなりに労力を割いてきた。それにも関わらず、入会時の

自己評価で５ポイントを超えているのは、「規律性」と「感謝」だけである。

これは、本校生の特徴と、本校キャリア教育の不十分さにのみ由来する結果であろうか。私にはそ

うは思われない。それらの要素が少なからずあるとしても、プログラムそのものに生徒を伸ばせない
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要因があると思う。ＢＶ会入会後にどこまで伸びたかの自己評価は、「小集団プロジェクト推進型」

体験学習の有効性と可能性を示すものだと私は確信している。特に、本校生のように学習や部活動で

成功経験を持たず、自分に自信が持てない生徒に対しては大きな効果が期待できる。

以下はコメントの一部だが、勤労観・職業観が深まったという内容のものは除いた。

□誰に頼まれたわけでもないのに、落ちているゴミを拾ったり、汚れているところを拭いたりするこ

とが当たり前にできるようになったのが嬉しく、成長したと感じる。

□何をやるにも、どうすればうまくできるかと考えるようになった。

□多くの話し合いを通して、自分の意見を話せるようになった。どうすれば相手に伝わるかを考える

ことで、想像力も付いた。

□プロジェクトはすべて自分たちで責任を負わなければいけないので大変だった。今では日常生活で

も人のせいにしたり、誰かをねたんだりすることがなくなった。

□初対面の人に対しても、わからないことが質問できるようになった。今まではボランティアに行っ

ても、わからないことは避けていたが、今は聞いてもっとうまくやろうと考えるようになった。

□これほどの短期間に、これだけ多くの体験をしたことですごく達成感がある。何度も失敗したが、

失敗したらそこで終わりじゃなくて、そこでどうするか考え、先に進むことを覚えた。

□アイディアを出すのに方法があることに驚いた。これから使っていきたい。

□初対面の人やよくわからない人と話すのが苦でなくなった。知らない人とたくさん話して、人と関

わることの大切さがわかった気がする。

□被災地の人、全国から来たボランティア、地域で頑張る高齢者と接し、俺も頑張らなきゃと思った。

実行力が格段に進歩したと思う。

□被災地へ行って、震災と自分が無関係ではないとわかった。今では、新聞のニュースについても自

分とどうつながるかを考えたり、自分に何ができるかを考える。このように考えるようになったこ

とに自分でも驚いている。

□学校に遅刻しなくなった。スケジュール帳を使えるようになった。

□たくさん話し合いをして、一緒に活動して、異性が苦手でなくなった。

□魅力的な大人にたくさん会った。自分を見つめ直すよい機会になった。大船渡で聞いた「ボランテ

ィアは永遠にある」という言葉が心に残った。

□部活一筋だったため、自分の中に地域のためという発想がまったくなかった。今では地域の一員と

して何ができるだろうと考えるようになったし、日本や世界で起きている問題を他人事と思っては

いけないと意識改革できた。

□自分に少し自信がついた。話し合いをいていく中で、自分も言っていいんだとわかった。前は何か

を頼まれると面倒だったけれど、今はそれを嬉しいと思える。

□なるべく目立たないようにと日々過ごしていた。でもそれは本当の自分じゃないとも思っていた。

この２つの自分がうまく合わさった感じがする。

□初対面の人がこわくなくなった。自分の意見を言うのはこわいけれど、大事だと思う。

□ボランティアを「やらなくちゃ」と思ってもできなかった自分が変わった。今は「素敵」と思う。

□リアクションが無くつまらないと言われていたのに、おもしろいと言われるようになった。

□自分が楽しければいいと思っていたけれど、人にも楽しいって言ったもらいたくなった。

□高校生の力がいろんなところで必要なんだと感じた。もっと遠慮しないで頼んで欲しい。

□ボランティアはしてあげるのではなく、学び会う相互関係だとわかった。今までの自分は、自分に

は何もできない気がしていた。今は、今の自分にもできることはあるし、それを増やしていけばい

いと前向きに考えて行動できるようになった。自分だけでなく、周囲も巻き込めるようになりたい。

□リーダーシップについて考えさせられた。ボランティア先では、学校では見られないクラスメイト

の姿を見て尊敬した。いろいろな人のよいところを発見し、自分が変わったと思う。

（８）「小集団プロジェクト推進型」体験学習のポイントについて

○活動時間や行動範囲を決めない

活動時間は自分たちで相談して決めさせ、必要なときのみ全員で集まる。休み時間、放課後、休

日など臨機応変に活動するため、自分でしっかりスケジュールを管理していないと忘れて動けない。

また、活動場所も遠近様々なので、移動手段の確保も事前に考えておかないと困る。計画性を身に

付けないと自分が困るので自然と身につく。
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○徹底的に話し合う

全体で、プロジェクトを推進するチームで、リーダー同士で、とにかく話し合う。始業時間や休

み時間も使い、話し合って進めるように徹底する。生徒は話し合いが下手なので、話し合う際のル

ールを決め、最初のうちは指導する。数をこなせば、①意見が出ない段階、②少し出る段階、③活

発に出るが合意できない段階、を経た後に、④活発に意見を出しつつ短時間で合意を得る話し合い、

ができるまで伸びる。話し合いのなかで他の意見を尊重したり、自己主張を抑えたりすることもで

きるようになる。

複数のプロジェクトを兼務する生徒が多く、同時に複数の話し合いに参加することもある。その

ため付箋やホワイトボードなどを使って話し合いの流れを「見える化」することも身につく。

○やりたいことを自由に企画させる

進路に直結する活動でなくとも、やりたいことをやってよい。生徒がやりたいと思うことにはそ

れなりの理由があり、そこに必ずキャリア教育の種がある。教師の基準で企画の善し悪しを判断す

ることはなるべく避けている。常に「何したい？」と「どうしたい？」からスタートする。

○プロジェクト実施までの工程表を生徒に任せる

工程表はパートナーの都合を最優先とし、柔軟に見直しを図る。

短期で実現する企画と、長期に取り組む企画が会に混在することで、スケジュールを管理しなが

ら複数の物事を進める力が伸びる。

○企画の成功基準（評価基準）を生徒に決めさせる

成功の基準をどこに置くかは話し合いで決めさせる。適宜問いかけし、繰り返し話し合わせるこ

とで実現したいイメージを具体化させる。どのような状態が「成功」で、どこまでいけば「満足」

と見なすか、評価基準を自分たちで作ることで「自分たちのプロジェクト」、「成功させたい」と

いう思いが強まる。そうすれば、成功させるためにどうすべきか一生懸命考えるようになる。

○リーダー、サポーター、参加者という立場の異なる者を複数入れる

リーダーとしてプロジェクトを立ち上げたら、サポーターと参加者という異なる立場のメンバー

を集めなくてはならない。その過程で、説明や説得をする力や人を巻き込む力が求められる。参加

者を集める過程は、誘っても断られるケースもあれば、逆に集まりすぎて減らさなければならない

ケースもあり、ストレスが大きい。勧誘ポスターを破られるなどということもある。そこでリーダ

ー間のノウハウの学び合いが起き、マーケティングのスキルや行動力が伸びる。

○パートナーは自分たちで探し、自分たちで頼む

パートナー探しは生徒に任せる。生徒のネットワークは想像以上に広く、「友達の親の知り合い」

など様々な人脈を駆使して探してくる。探したら、どうアプローチし、どうやって考えを伝え、引

き受けさせるか、細部まで作戦を立てさせる。作戦会議の過程で、相手が受け入れやすいように実

施時期や規模などを見直す場合もある。こうして相手の立場に立って考える力や交渉力が伸びる。

当然断られることもあり、それも勉強。

「キャリア教育に関する調査」（文部科学省 H23）を見ると、パートナーとの交渉・連絡・調整

を生徒にさせるケースは、職場訪問や職場見学で2.2%（高校）、講話や講座にいたっては0%であ

る。その一方で、パートナーを探したり、調整を図ったりすることに相当の負担感を感じているこ

とが読み取れる。この点については、「学校がきちんと依頼しなければ失礼」という思いこみを捨

てることだと思う。事業所の多くは状況に応じて臨機応変にやりたいと考えており、タイムスケジ

ュールが入った要項がきたりすると煩わしく感じる。特に小規模事業所は、都合が悪くなったら当

日にキャンセルしたり、早く終わらせたりできる自由を好む。また、教師と話すこと自体を億劫に

感じる人も世の中には多い。

私の実践で文書を送ったケースは１例しかなく、ほとんどは電話かメール一本で済む。事前に連

絡を取る必要すらなかったケースもある。

○経費は自分（保護者）持ち。基本は自己（保護者）責任

お金や交通手段を自分で確保させることで計画性や交渉力が伸びる。災害支援や夜のボランティ

アは親に反対されることもあるが、友達の親を使って説得するなど生徒なりに努力する。

保険は自分でお金を出し、手続きに関与させてこそ保険の意味がわかる。「保険」を知ることは、

社会の仕組みを知ることであり、自立に向けた大事な機会だ。知らぬ間に学校がかけてやるのでは、
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生徒は何も学べない。

災害支援ボランティアや雪害ボランティアなど、公的な団体が登録を受け付けているものについ

ては、保護者責任の下に自分で登録させ、団体の一員として一般の人と協働させる。学校が生徒を

まとめ、交通手段まで確保してボランティアに行くのは遠足と同じである。相手は助かるだろうが、

生徒は「ありがとうといわれてうれしかった」程度の感想で終わる。自分たちで段取りし、一般の

人と協働する経験が生徒を伸ばす。

○検証と発表

プロジェクト終了後は検証させ次につなげる。ただの感想の言い合いでなく、よかった点とまず

かった点をはっきりさせ、会で共有する。インターンシップなどの発表会が私事的なのは、次の活

動が無いか遠すぎるからだ。そのため感想や今後の豊富を言うだけになってしまい、他の生徒への

波及もない。一つの活動を検証する間も他の活動が進行していたり、すぐ次の活動が控えていたり

しないと、検証は真剣なものにならない。逆に、そういう状況下では教師が「次に活かそう」など

と言わなくとも、生徒は自然と次に活かす。様々な体験活動を何度も経験させることで、ＰＤＣＡ

サイクルを身を持って学ばせることができる。

○きちんとお礼をする

職場見学・体験は当然だが、ボランティアも「させていただいた」ととらえ必ず礼状を書かせる。

最初は指示して書かせるが、間もなく自発的に書くようになる。遠からず形式的な礼状でなく、読

んだ側が嬉しくなって返事を書きたくなるような礼状を書くようになる。

リーダーには、手紙だけでなく参加者からお金を集めて差し入れをするように指導している。こ

れには否定的な見方もあろうが、「大人の世界では当たり前のこと。高校生になったら大人の常識

を身に付けなさい。」と説明すれば生徒も保護者も納得する。「きちんとお礼をしたほうがすっき

りする」と話す生徒も多い。

○成功を前提にしない

企画倒れで終わったプロジェクト、失敗に終わったプロジェクトも少なくないが、失敗から学ぶ

ことも多い。ただし、失敗から学ばせるには、次の機会が無ければならない。よほどの向上心がな

いと、次の機会がない失敗からは学ばない。逆に、次が用意されていれば自然と失敗から学ぶ。よ

ってここでも活動の数がポイントになる。

学校が創る全体指導型体験活動は規模が大きく、数をこなすことが難しい。そこでどうしても

成功や成果を求めて滞りなく進むように作り込んでしまい、予定調和的に終わってしまう。

リベンジする機会が用意されていれば、生徒は挑戦し、様々な失敗を重ねながら、経験値とスキ

ルを高めて伸びてゆく。

（９）実施するうえでの課題

１．実施形態

私のように課外活動で行うのは容易だが、総合学習などカリキュラムに導入するには他の教師の理

解が必要で、そこが最も難しい。職場体験・講話など既存の体験学習を一部変更し、生徒に連絡・調

整などをさせる方法もあるが、これは関与する範囲が広がるだけで、学校が創る点で従来のキャリア

教育と変わらない。

当面は参加希望者を対象に実施し、参加生徒を増やしていくと同時に、教師の中に理解者を増やし

ていくしかないと思う。教師集団を動かすのは難しい。まずは自分が動き、生徒を動かすことから。

２．参加者の確保

様々なプロジェクトを推進し効果を高めるには、理想を言えば２０名くらいは欲しい。２０名いれ

ば、リーダーとサポーターが協力して全校に参加者を求めることができる。プロジェクトを開放的に

行うことで、学びの循環を広く波及させられる。

本校の場合、初年度のメンバーは２７名だったが、新規参加希望者が現１・２年生で既に３０名集

まっている。少人数プロジェクト推進型体験学習は達成感が大きく、自分の成長が実感できるし、力

をつけた先輩が希望進路を達成していくので、活動が軌道に乗れば生徒は集まると思う。
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３．同僚の抵抗

学校というところは、新しいことを始めるにも、何かをやめるにも抵抗が大きい（それでいて生徒

には教師が期待する変化を求めるのだから苦笑するしかない）。昨年、ある会で同席した「いわゆる

進学校」の教師がこんな話をした。「生徒が校外に出ていって余計な影響をうけるのを避けたい。高

大連携授業を受けて県内の大学へ行きたくなったり、職業体験で専門学校や就職に進路を変更したり

されると困る。だから部活や補習で学校から離さないようにする。」と。これは極端だとしても、近

い考えを持つ教師や、近い指導方針を持つ学校は少なくないだろう。本校のような進路多様校でも、

まずは勉強と部活動という考え方が一般的だ。

教師集団に比べたら、生徒のほうがよほど変化に前向きだ。私は運動部や生徒会の顧問、クラス担

任をしながら小さな実践を積み、６年目にしてＢＶ会の立ち上げに到った。実践してみたい方は、ま

ずは担当しているクラスや部活動の生徒から同志を見つけ、始めてみてはどうだろうか。

（１０）まとめ
まとめとして３つのことを指摘しておきたい。

第一は、異世代協働の意義である。金子郁容氏の言葉を借りれば「これまでは、社会・経済問題の

解決は、税金を徴収し、使い道を決める権限を持っている政府・行政にお任せする『ヒエラルキ・ソ

リューション』か、市場を通しての企業の競争に委ねる『マーケット・ソリューション』かという二

分法で考えられてきた。（中略）近年になって、当事者たちが形成するコミュニティによって自主的

に問題の解決をはかるという『第三の道』としてのコミュニティ・ソリューションが注目されるよう

になってきた。」という。地域の課題にコミュニティ・ソリューションというアプローチが不可欠に

なった時代において、高校生を地域の人々と共に行うボランタリーな地域づくりに参加させることは、

公教育の重要な役割ではないだろうか。

第二は、体験活動を分解しない意義である。確かに活動を分解し、準備の多くを教師が行い、体験

のみを生徒にやらせたほうが滞りなく終われる。しかし、スムーズに進むことと生徒の伸びは別であ

る。どれほど計算し計画を練っても、生徒の成長は教師の狙い通りに起きるわけではない。偶然の作

用によって、どこでどう生徒が伸びるかわからないのであれば、まるごと体験させるほうがよい。体

験そのものをまるごと生徒に創らせる効果は非常に大きい。

第三は、体験学習を開放する意義である。生徒が学び合う関係は「自分がいないと他の人が困る」

程度のサイズに形成されやすい。生徒を小集団にすることで学び合いを喚起できるが、活動を増やす

ことで小集団も増やし、一人の生徒が幾つもの小集団に関与する構造を創り出すことで、学び合いの

循環が生まれる。活動ごとに小集団を作るにあたって、クラスや学年といった既存の枠を取り払い、

やりたい人は誰でも入れるような開放的な集団を作ると波及効果が大きい。確かに、同じ学年・クラ

ス・部活動・進路などでまとめたほうが指導効率はよいのだが、学んだことが枠の中にとどまりがち

になる。活動内容にもよるが、指導しやすいという理由で常に同じ集団で行っていると学び合いは外

に広がらない。

（１１）おわりに
私が目指すところは、抽象的な表現になってしまうが、「１８歳に選挙権が与えられたとき、それ

を喜び、意義ある投票ができる生徒」を育成することである。別の言い方をすれば、「『公』の視点

を持ち自立した１８歳」を育成することである。そのためのキャリア教育を模索している。

不毛な議論になるので、あえて言及せずにきたが、このような体験学習を「必要ない」あるいは「マ

イナスになる」と考える教師も少なくないことはわかっている。高校に限って言えば、国公立大学・

難関私立大学への進学者数にこだわる方や、部活動の実績を自分のアイデンティティにしている方な

どはそうだろう。しかし、本当に必要のないことで、受験や大会にマイナスになるのだろうか。

実感から言えば「否」である。内面の発動に基づいた有意義な体験活動と、勉強・部活動は、生徒

の中では互いに補い合い、相乗効果を発揮する。経験値が高まることで社会力が伸びれば、必ず学習

や練習の効果として現れ、試合や受験の突破力は増す。

すべては仮定ゆえに証明することはできないが、これは建前でなく確信である。
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